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AP州における 
アグリビジネス分野促進の背景 
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１． AP州関連の動き 

経済産業省とAP州とのAP州産業開発に関する協力覚書（2014年11月） 

経済産業省と関係機関は、インフラ整備、製造業、農業、食品加工及びＩＴ等の分
野における日本企業の同州への投資を促進する。 

経済産業省と関係機関は、同州における投資環境改善の進捗に応じて、同州内
の日本工業団地開発の支援も行う。 

 AP州政府は、日本企業や日本工業団地のために迅速な土地収用、十分なインフ
ラ整備、魅力的なインセンティブ付与等の投資環境整備を行う。 

 AP州政府は、同州における都市開発、インフラ整備、製造業、農業、食品加工、ＩＴ
分野の重要なプロジェクトへの日本企業の参入支援も行う。 

AP州ナイドゥ首相の訪日（2014年11月） 

 『インド・アンドラプラデシュ州における投資機会』セミナーにて、AP州への日本
企業誘致のための基調講演を実施。 

ナイドゥ首相訪日時、農業・食品加工関連分野において、日本企業6社が同首
相と面談。 

日本企業のAP州への投資誘致を担う「ジャパンデスク」設置を明らかにした。 
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• デリー～ムンバイ間に貨物専用鉄道（有償資金協
力）を敷設。周辺に、工業団地、物流基地、発電所、
道路、港湾、住居、商業施設等を整備し、産業振
興を図る日印共同の地域開発構想。 

• 06年12月のシン首相訪日時に、日印首脳間で構
想推進に合意。 

• 11年12月の野田総理訪印時に、総額90億ドルの
日印DMICファシリティの立ち上げに合意し、日本
からは今後5年間でJICA及びJBICを通じ、45億ド
ルの資金提供を表明。 

• 現在、具体事業の実施に向け、日印間で準備中。 
• DMIC開発公社では、JICA専門家が活動中。 

• 日本企業の進出が進むチェンナイ～バンガロール
地域において、道路や港湾等のインフラ整備を中心
に統合的な開発を進める地域開発構想。 

• 11年12月の野田総理訪印時に、日本が同地域のマ
スタープラン策定を行うことを表明。 

• 12年にJICAが準備調査を実施。 
• 13年10月に、マスタープラン策定調査を開始。 

デリー～ムンバイ間産業大動脈構想（DMIC） 

チェンナイ～バンガロール産業回廊構想（CBIC） 

２．産業回廊開発：日本企業等の投資促進  



インド農業セクターにおける 
案件のご紹介 
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インド農業セクター案件配置図 （1991年～2014年） 

アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善
事業【円借款】 L/A調印：2007.3.30、 
借款額239.74億円 

ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化
推進事業【技術協力】 L/A調印：
2011.2.17、借款額50.01億円 
（2011～2018年） 

二化性養蚕技術【第三国】Ph.Ⅱ09年
度から3年間：カルナータカ州マイソー
ル 

マディヤ・プラデシュ州養蚕事業【円借

款】L/A調印：1997.12.12、借款額22.12

億円（1997年～2007年）MP州東部→

チャティスガル州 

ミゾラム州持続可能な農業のための
土地・水資源開発計画【調査】
2013.09.-2015.04 

ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様
化推進プロジェクト【技術協力】
2011.3.7－16.3.7 ：HP州 

ラジャスタン州小規模灌漑改善事業【円
借款】 L/A調印：2005.3.31、借款額
115.55億円（2005年～2013年） 

レンガリ灌漑事業【円借款】 L/A調印：
1997.12.12、借款額77.6億円 
レンガリ灌漑事業II  【円借款】 L/A調
印：2004.3.31、借款額63.42億円 
レンガリ灌漑事業III  【円借款】 L/A調
印：2010.3.31、借款額30.72億円 

クルヌール・クダッパ水路近代化事業
【円借款】 L/A調印：1996.1.25 借款額
160.49億円 

クルヌール・クダッパ水路近代化事業
(II) L/A調印：2004.3.31、 借款額47.73
億円 

ラジガート運河潅漑事業【円借款】 L/A
調印：1997.2.25、借款額132.22億円
（1997年～2006年）MP州 

マニプール州養蚕事業【円借款】 L/A調
印：1997.12.12、借款額39.62億円（1997
年～2007年） 

マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロ
ジェクト 【技術協力】2011.06.－2016.06：
MP州インドール 

二化性養蚕技術開発計画（フェーズ１）
【技術協力】1991-1996 
二化性養蚕技術開発計画（フェーズ2）
【技術協力】1997.4.1-2002.3.31 
養蚕普及強化計画プロジェクト 
【技術協力】 2002.8.11-2007.8.10 

カルナタカ州、アンドラプラデシュ州、タ
ミル・ナド州 

チリカ湖環境保全と自然資源の持続
的利用プロジェクト【技術協力】 
2006.6.1-2009.5.31 

検討中：ジャルカンド州点滴灌漑導入
による園芸栽培促進事業【円借款】  
借款額43億円 

インド国農業バリューチェーンに係る
情報収集・確認調査【調査】 
2014.9-2015.3  
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AP州農業セクター案件配置図 

実施済み案件： 
クルヌール・クダッパ水路近代化事業【円借款】  
L/A調印：1996.1／事業完了：2005.2 借款額160.49億円 
クルヌール・クダッパ水路近代化事業(II)【円借款】  
L/A調印：2004.3／事業完了：2012.6 借款額47.73億円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施中案件： 
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業【円借款】 
L/A調印：2007.3 借款額239.74億円 
 
 
 

実施中調査： 

インド国農業バリューチェーンに係る情報収集・確認
調査【調査】  
調査期間：2014.9－2015.3 
調査対象地： AP州、オリッサ州、テランガナ州 
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１．概要 
インド南部デカン高原に位置するアンドラ・プラデシュ州（AP州）において、灌漑施設の老朽化が進み、適
切な維持管理がなされていないことから、灌漑可能面積382.6万ヘクタールのうち、実際の灌漑面積は
281.8万ヘクタールに止まる。その結果、同州の農業生産性に影響を与え、農産業分野の発展を阻害する
要因となっている。本事業を通じて、中規模及び小規模灌漑を改修し、農業支援及び農産物加工支援を実
施することで、農業生産性の向上を図り、同州の包括的な農業分野の発展を促進する。 

 

２．事業対象地域 
AP州全13県 

 

３． 事業規模 
借款額： 380億円（予定）（200億ルピー） 
 

４.  事業スコープ 
 灌漑施設改修 

（中規模灌漑施設：1,200箇所、小規模灌漑施設：23箇所） 
 農業支援 

 食品加工 

 

５. スケジュール 
 調印： 2016年3月（予定） 
 事業実施期間： 2016年7月～2021年7月 

 新規案件：アンドラ・プラデシュ州総合水資源管理事業（案） 



Available from: “a step towards.. a Golden Revolution,” Department of Industries (Food Processing) Government of Andhra Pradesh 
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AP州における主な産品 

 カシューナッツ 

生産地：スリカクラム県、ビジアナガラム県、
ビシャカパトナム県 
 ココナッツ 
生産地：東ゴダバリ県、西ゴダバリ県 
チリ 
生産地：グントゥール県 
エビ 
生産地：プラカサム県、ネロール県 
バナナ 
生産地：グダパ県 
マンゴー 
生産地：チットール県 
オレンジ 
生産地：アナンタプラム県 
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タミル・ナド州における 
投資促進プログラムローン 
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承諾金額：１３０億円 （７０億円、３０億円、３０億円の３回に分けて貸付実行予定）  
 

 インド南部タミル・ナド州における、 
       ①投資環境整備に資する政策・制度・手続きの改善 
       ②道路、電力、上下水道等のインフラ整備 
の取組みにつき、年度毎に達成すべき政策アクションを整理し、その達成を
同州政府とJICAの双方でモニタリングすることで投資環境整備を促進するも
の。 

事業概要 

投資環境整備の取組みを支援することにより、 
日本企業の事業活動を側面支援 

タミル・ナド州投資促進プログラムローン（TNIPP） 

 
・進出する日本企業は増加しているが、
インフラの未整備が最大のボトルネック。 
・ハード面に加えて、行政手続きなどソフ
ト面の改善も課題。 
 

背景 
 
 “工業用地が足りない” 
 “電力と水の供給が十分でない” 
 “土地収用に関する法整備が不十分” 
 “行政手続きが煩雑” 

日本企業の皆様の声 
 出所：みずほリポート（2008年） 
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政策分野 
2012年度のアクショ

ンプラン 
2013年度のアクショ

ンプラン 
2014年度のアクショ

ンプラン 

政策 A •アクションA •アクションA’ •アクションA’’ 
 
 

政策  B •アクションB •アクションB’ •アクションB’’ 
 
 

政策  C 
 

•アクションC •アクションC’ •アクションC’’ 
 
 

TNIPPのイメージ 

サブプロ
ジェクト① 

サブプロ
ジェクト② 

サブプロ
ジェクト③ 

初回貸付実行のための 
政策アクション 

第二回貸付実行のための 
政策アクション 

サブプロジェクトの実行に係る 
政策アクション 

一般財政への貸付実行 

円借款資金は各政策に紐づく
ものではないが、タミル・ナド州
財務省とは政策の実施に必要
な資金の配分することで合意。 

予算配分 

各年度のアク
ションの達成を
確認後、貸付実
行する。 
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主な政策アクション 

２．投資申請プロセス 

 投資申請プロセス、関連規制やその運用について包括的な見直
しを行うBusiness Process Reengineering 調査を実施、アクションプ
ランを作成し、投資申請プロセスの改善に着手する。 

１．インフラ整備プロジェクトの調整と優先順位付け 

 小規模インフラプロジェクト特別委員会を設立し、日本企業を始
めとする投資家の要望の高いインフラ整備に対して優先的に予算
を措置すると共に、同委員会が適切に進捗管理を行う。 

 エンノール港へのアクセス道路 
 

 東芝JSWが同港を通じてタービン
を輸出するために必要なアクセス道
路の拡幅及び 
橋梁の架け 
替え。 

OMEGA工業都市への給水・変電所 
  

 日揮、みずほ銀行、アセンダス(シ
ンガポール)がSPVを設立し、工業団
地、住宅、ゴルフ場、ホテルなどのレ
ジャー施設を含む都市開発を行う
OMEGA複合型工業都市への給水
パイプライン、及び変電所建設。 

 主な優先案件 
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担当部局 政策 

財務局 
１．インフラプロジェクトの調整と優先
順位づけ 

産業・貿易促進局 
２．投資申請プロセス 
３．投資家のためのシステム統合 

IT 局 ３．投資家のためのシステム統合 

中小零細企業局 ４．中小企業向けビジネス環境整備 

労働雇用局 ５．人的資源開発 

州道小規模港湾局 ６．Land Pooling 制度 

都市住宅局 ７．マスタープラン策定/土地用途変更 

TNIPPの対象政策 
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 電力改善 
A1: OMEGA 230kV substation 
A2: OMEGA 110kV substation 

 エンノール港へのアクセス改善 
B1: NCTPS Road 
* Pullicut Backwater bridge 
* Buckingham canal bridge 
B2:Attipattu Rail Over bridge 
B3:TPP Road 
* Napallayam bridge 

 物流改善 
C1: Madhavaram Truck yards 
C2: Manjambakkam Truck yards  
C3:Karunakarancheri logistics park 
C4:Irungattukottai Track yards  

 上下水改善 
D1:TTRO plant at Koyambedu 

D2:Koyambedu Pipeline conveying to 
SIPCOT industrial areas 
D3:Nemmeli Pipeline for OMEGA  
D4:Shilinganallur STP 
D5:Villivakkam STP 

TNIPPの対象政策 



AP州における 

今後の事業展開イメージ 
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民 

官 

灌漑施設整備 

農業・営農支援 

農業分野支援 

（円借款・技術協力） 

マーケティング 

流通 

制度改善 

フード・パーク建設 

基礎インフラ整備 

投資促進プログラムローン 

（円借款） 

農業生産 加工 輸送 輸送 流通 
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ご清聴ありがとうございました。 
何かご質問、ご相談等ございましたら、 
下記担当者まで何なりとご連絡ください。 
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JICA南アジア部南アジア第一課 
・田中（課長） 
Tel: 03-5226-2454 
E-mail: Tanaka.Kotaro@jica.go.jp 
・谷口（調査役） 
Tel: 03-5226-8615 
E-mail: Taniguchi.Yoshikazu@jica.go.jp 
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