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JICA支援の基本方針

経済成長

投資環境改善

(1) インフラ整備
(2) 政策・組織改善
(3) 人材開発

・中央・地方政府主導の政策を支援。
→“Make in India”, “Skill India”, 投資促進政策 など

・持続可能な開発を目指し、民間セクターの参画を促進するた
めの投資環境改善を強化。

→民間セクターとのコミュニケーションを重視。

持続可能な開発

民間セクターの参画促進

包摂的な開発
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“Faster Growth”
経済成長の持続的発展

■経済インフラ整備

インド政府の開発戦略の柱

“Inclusive Growth”
格差・不均衡の是正

Sustainable Growth
持続的発展

雇用創出

JICA支援の方向性

都市環境の保全・改善

エネルギー安定供給

交通ネットワーク
整備・維持管理

エネルギー安定供給

雇用の創出

農村の生計向上

基礎的社会
サービスの向上

自然環境の保全

電力供給能力強化、省エネ・エネル
ギー効率化

交通幹線ネットワーク
（鉄道、国道、空港、港湾）
都市交通（メトロ（都市鉄道）、都市
環状道路）

民間セクター支援

農村における雇用の創出
農業生産性の向上
農村インフラの整備
基礎的社会サービスの向上

公害防止対策、水質・水資源管理

森林保全
新・再生可能エネルギー、省エネ・
エネルギー効率化

■農村の生産性向上
■基礎的社会サービス向上

対インド支援方針 “Faster Growth”と“Inclusive Growth”の両立

第12次５ヶ年計画(2012/13年度～2016/17年度)
“Faster, Sustainable and More Inclusive Growth”
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• 日本最初の円借款は1958年の対インド円借款
• インドにとって日本は最大の二国間ドナー
• インドは2004年度以降最大の円借款受け取り国（2010,11,14年度を除
く）(1998年の核実験後、新規円借款を一時凍結したが、2003年に再開)

• 技術協力は近年増加傾向
• 無償資金協力は限定的だったが、我が国企業の技術の普及・展開のために
活用する方針

• 2006年に1978年以降中断していた青年海外協力隊の派遣再開・拡充

円借款 技術協力 無償資金協力
44,564.19 396.86 916.43

◇累計支援額（億円、2014年度末まで）

◇累計派遣人数（人）（2014年度末まで）
インド人研修員 日本人専門家・調査団 青年海外協力隊

7,112 6,299 193
出典：政府開発援助（ODA)国別データブック2014
JICA 年次報告書

対インドODAの特徴

※技術協力については、JICA支援分のみ
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■有償資金協力実績

(億円)

セクター別円借款供与額累計
（2003年度～2014年度） 借款供与額・貸付実行額推移

協力実績（有償資金協力）：膨大なインフラニーズへの対応

約2兆4000億円
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近年の円借款調印実績（2013年度以降）

案件名 借款額（百万円）
ムンバイメトロ３号線建設事業 71,000
タミル・ナド州投資促進プログラム 13,000
インド工科大学ハイデラバード校整備事業 5,332
ビハール州国道整備事業（フェーズ２） 21,426

インド工科大学ハイデラバード校整備事業（フェーズ２） 17,703
デリー高速輸送システム建設事業フェーズ３（ＩＩ） 148,887
アグラ上水道整備事業（Ⅱ） 16,279
ハリヤナ州配電設備改善事業 26,800

●2013年度

●2014年度 案件名 借款額（百万円）

レンガリ灌漑事業（フェーズ２） 33,959
グワハティ下水道整備事業 15,620
ウッタラカンド州森林資源管理事業 11,390

新・再生可能エネルギー支援事業（フェーズ２） 30,000

中小零細企業・省エネ支援事業（フェーズ３） 30,000

案件名 借款額（百万円）

アーメダバード・メトロ事業（第一期） 82,434
チェンナイ地下鉄建設事業（第四期） 19,981
オディッシャ州送電網整備事業 21,787
プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業 19,064

●2015年度
（3月現在）
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日印ビジョン2025 特別戦略的グローバル・パートナーシップ
インド太平洋地域と世界の平和と繁栄のための協働

• 2015年12月、日印首脳会談時に発表された共同声明。内容は以下の通
り。

– 2014年に従前の「戦略的グローバル・パートナーシップ」から格上げした「特別戦略
的グローバル･パートナーシップ」を、両国の長きに亘る政治的、経済的、戦略的目標
の広範な収束を反映した深甚かつ広範な行動指向のパートナーシップに、移行させるこ
とを決意

– 5年間で3.5兆円の対インド官民投融資の着実な進展を歓迎
– 2015年度のインド向け円借款の供与総額がインド向けとして過去最高となる約4,000億
円に達し得ることへの期待を表明（チェンナイ及びアーメダバードにおける地下鉄事業のための約
1,000億円の日本のODA借款を歓迎）

• JICAに関連する事項も多く言及
– 高速鉄道（ムンバイ～アーメダバード間）への協力を合意
– インド北東州における道路網連結性改善、ベンガルール周辺環状道路建設及びジャルカンド州における園芸作物
栽培のための灌漑にODA借款を供与するとの日本側の意図を表明

– DFC（貨物専用鉄道)
– DMIC（デリー・ムンバイ間産業大動脈構想）
– CBIC（チェンナイ・ベンガルール間産業回廊構想）等
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インド政府の政策
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インド政府の政策

・製造業によるGDPシェアを2022年までに現在の16％から25％に向上させることを目標と
する。製造業で2022年までに1億人の雇用を生むことを目指す。
・投資促進、イノベーション育成、人材育成、知的財産保護、高品質の製造インフラ構築を
実現させる取組みである。
・25のセクターを焦点とし、インドを重要な製造拠点とするよう外国企業を促す。

Make in India

25セクター
自動車/自動車部品/航空/バイオテクノロジー/化学/建設/防衛/電子機器/電子システム/食品加工/IT＆
BPM/皮革/メディア・エンターテイメント/鉱業/石油＆ガス/製薬/港湾/鉄道/再生可能エネルギー/道
路・高速道路/宇宙工業/繊維衣類/火力発電/観光・ホスピタリティ/ウェルネス

●新たなプロセス
・ビジネスのしやすい環境づくり－中央政府
のすべての部門の行政サービスの窓口をeBiz
に統合
・免許制度と規制の緩和－産業ライセンスの
有効期間を3年に延長、環境クリアランス取得
のオンライン化 など

●新たな体制
投資家に対応する専門家チーム

●新しいインフラ構築
・スマートシティの開発
・DMICやCBICなどの産業大動脈の開発、
国家産業回廊局（National Industrial 
Corridor Authority）の設置

●新分野の投資規制緩和
防衛産業、建設業、鉄道の高付加価値産
業に対する投資額の上限や規制を緩和
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インド政府の政策

熟練労働者の育成
”Skill India”

スマートシティ構想

野外排泄の撲滅
“Swachh Bharat Mission”

ガンジス川の浄化
“National Mission for Clean Ganga”

都市インフラ整備
”AMRUT”

ファイナンシャル・インクルージョンの実現
“Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana”

・2019年までに野外排泄の撲滅を目指し、トイレ建
設、廃棄物、衛生意識の醸成を推進
・都市開発省が都市部を、飲料水・衛生省が地方を管轄
・農村部では家庭のトイレ建設のために一戸あたり
12,000ルピー（うち、3,000ルピーは州負担）を補助
・学校のトイレ建設は、人的資源開発省の”Swachh
Bharat Vidyalaya”として推進

・基礎インフラと快適な生活環境を整え
た100の「スマートシティ」を整備
・州ごとに候補が選定され、5年間で
4,800億ルピーの予算を各都市の開発に
充当

・2022年までに主要な22業界で合計約1億
1000万の熟練労働者が必要となる見込みで
あるインドで、人材育成を推し進める政策
・2014年11月”Ministry of Skill 
Development and Entrepreneurship”設立
・National Skill Development Fund創設

・ガンジス川の水質の向上と持続的な発展を目標
・Ministry of Water Resources, River Development & 
Ganga Rejuvenationが管轄。”National Ganga River Basin 
Authority (NGRBA)”が実施機関
・49の地域で83ものプロジェクト （6,000億ルピーに相当）
が承認

・Atal Mission for Rejuvenation 
and Transformationの略
・500の都市が選ばれ、上下水
道、災害対策、都市交通等のため
に5年間で5,000億ルピーを充当

・2014年8月28日に始められた取り組み。政府・銀行等ス
テークホルダーが協働し、口座開設等を推進
・フェーズ1の成果として、2015年1月31日までに、1億
2540万の口座開設
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Copyright 2013, 

農業セクター
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農業セクター

農村部の住民所得の向上、雇用の促進が
貧困問題解決に必要

貧困人口を多く抱える
農村部

人口の7割が農村に暮らす。
農村の貧困率は33.8％
（全国平均：29.8％）

農業セクターの低い成長率

就業人口の49％ (約2.3億人)
を占めるにもかかわらず、
農業セクターの成長率は3.7％
（全体： 8％ ）

急激な人口増加に伴い農村部
での更なる雇用創出が必要

インフラ整備の遅れ

灌漑設備の老朽化や新規
設置が進まない地域が多
く、農業生産性が低い

課題

（例：コメの生産性）
インド 2.2 t /ha
米国 7.5 t /ha
中国 6.7 t /ha
世界平均 4.5 t /ha
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支援実績

■背景
• マディヤ・プラデシュ州は国内生産量の5
割を占めるインド最大の大豆生産州

• 州平均収量は1,007 kg/haと、目標収量で
ある2,000 kg/haより低い

■事業概要
• 農民福祉農業開発局、2つの農業大学を
C/Pとして2016年6月まで（５年間）実施
中の技術協力

• 大豆栽培を対象とした肥培管理技術及び病
虫害管理技術の開発、湿害・旱魃に強い耕
種技術の改良、開発・改良された個別技術
の体系化と実証を通じて、小規模貧困農家
に適した大豆栽培技術体系の構築を目指す

セミナーで講演を行う

専門家
圃場で農家に対して
説明を行う専門家

技術協力の代表例

■背景
• サリーの原料として古くから養蚕が盛ん
• 織物用生糸の生産高は中国に次ぎ世界第2位
• 一方、絹織物の「タテ糸」となる二化性生糸
の大部分は中国など海外からの輸入に依存

■事業概要
• インドにおける絹生糸の品質向上を目指した
15年間にわたる技術協力（1991年-2007
年）

• 研究所レベルでの基礎技術開発に始まり、農
家への導入・普及まで

• 農家が大幅な所得向上（約2～10倍)を実現
するなど、インド農村部の生計向上・雇用創
出に多大なインパクト

養蚕農家への支援

桑畑を背景に栽培方
法を説明する専門家

稚蚕の飼育状況につ
いて話し合う専門家

大豆農家への支援
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JICAの協力

作付面積の増大
・[KC]2倍
（47,552→100,079ha/年）
優良種子・肥料の利用増

農家の生計向上！
・[KC]2倍
（Rs.37,329→72,949/年・戸・ha）

作物多様化の実現！
・[KC]綿花、唐辛子等
・[Rajghat]落花生、大豆等

生産量増加
・コメ：[KC]23倍！
（14,894→343,955t/年）
生産性向上
・コメ：[Rengali]49%増

[AP]52%増
・小麦：[Rajghat]30%増
・ヒヨコマメ：[Rajghat]96%増

営農活動への投資
・[KC]高品種苗・農機

市場向け余剰の増加

灌漑円借款事業における8つのインパクト

食料自給率
向上に貢献！

*[KC]=クルヌール・クダッパ水路近代化事業（I,II)
*[Rengali]=レンガリ灌漑事業（I,II,III）
*[AP]=アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業
*[Rajghat]ラジガート運河灌漑事業

銀行でのローン借入れ
・[KC]Rs.25,985→Rs.61,199/年・戸 灌漑施設整備！

・受益面積：累計570,027ha
（関東平野の3分の1！）

好循環の創出！
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地下水涵養！
地下水位の上昇
（以下、地表からの距離）
・[AP]108→88feet
・[Rajghat]58→38feet

水分配の公平実現！
一農家あたりの灌漑面積
・[KC]上流：2.15ha⇔下流：1.94ha

（事業前：下流域の灌漑面積はゼロ）

年間消費額も増加／生活が豊かに！
[Rengali]31%増、[Rajghat]35%増
・乳牛・家畜の購入
・電化製品・車両
・保険
・教育
- [KC]全消費の20→31%
- [Rajghat]全消費の14→19%

農家の資産形成
更なる生計向上

未来への投資！

農家の生活が豊かに！
灌漑円借款事業における8つのインパクト
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(L) Kurnool Cuddapah Canal 
Modernization Project (I) (II) 
(L) Andhra Pradesh Irrigation and 
Liv elihood Improv ement Project
(L) Andhra Pradesh Irrigation & 
Liv elihood Improv ement Project 
Phase II: Under Examination

(T) Project for Biv oltine Sericulture 
Technology Dev elopment PhaseⅡ

(L) Chattisgarh Sericulture Project

(S) Study on Dev elopment & 
Management of Land & Water 
Resources for Sustainable 
Agriculture in Mizoram

(L) Rajasthan Minor Irrigation 
Improv ement Project 
(L) Rajasthan Water Sector 
Liv elihood Improv ement 
Project : Under Examination

(L) Rengali Irrigation Project (I) (II) (III)
(L) Rengali Irrigation Project (Phase 2)
(T) Project for Conserv ation and Wise 
Use of Natural Resource of the Chilika
Lagoon thorough Community 
Participation

(L) Manipur Sericulture Project
(L) Rajghat Canal Irrigation Project
(T) Technical Cooperation Project on 
Maximizing Soybean products in 
Madhya Pradesh

(T) Project for Biv oltine Sericulture 
Technology Dev elopment (Phase 1) 
(Phase 2)
(T) Project for Strengthening 
Extension System for Biv oltine 
Sericulture  (Karnataka, AP, Tamil 
Nadu)

(T) Himachal Pradesh Crop 
Div ersification Promotion Project
(L) Himachal Pradesh Crop 
Div ersification Promotion Project

(L) Initiativ e for Horticulture 
Intensification by Micro Drip 
Irrigation in Jharkhand : In the 
Process

(S) Data Collection and Confirmation 
Study for Agricultural Value Chains in 
India (AP, Telangana, Odisha)

(S) Data Collection Surv ey on 
Agriculture Sector in Northeast 
India (Meghalaya, Tripura, 
Nagaland)

*(L) Yen Loan Project 
(T) Technical  Cooperation
(S) Survey

(L) Telangana Irrigation & Liv elihood 
Improv ement Project Phase II : Under 
Examination 
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今後の支援方針

貧困削減、食料供給への
大きなインパクト

・受益面積100,000ha以上、裨益者数
50,000世帯以上となる灌漑施設整備
・中央省庁、全国規模で活動を展開す
る農業関連協会への技術移転 等

・山岳部・北東州等の後発州・郡の開
発(地域格差是正に資する案件)を優先

新規モデル構築
・JICA及び他ドナーによる協力も含
め、
インド国内において過去に実施され
たことのない新規の取組み
・モデル性が高く事業対象地以外への
普及可能性が高いもの

輸出志向
・輸出振興を視野に入れ、生産から加
工・流通・販売を一体的に支援
・輸出ポテンシャルの高い食品工業団
地開発や民間によるコールドチェー
ン整備の後押しとなるもの

新技術活用
－ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
－ 海洋水産 等

灌漑施設

■戦略

■アプローチ
「作る農業」から「売る農業」まで、インフラ整備から人材育成までを包括的に支援

インフラ整備 貯蔵庫・保冷施設

人材育成 水利組合組織化
水の効率利用

営農（作物多様化等）

収穫後処理/加工

流通関連インフラ
(ｱｸｾｽ道路、流通ｾﾝﾀｰ等)

マーケティング
(農産加工企業や外資等市場
との連携強化を含む)

州政府各局
(水資源局、
農業局等)
農民等が対象

起業家/農業ビジネス

セクター改革

小規模金融

計画策定
－ 地域内農業生態に応じ
－ GIS/土地利用計画活用
－ 農民・NGO等の関与

資産形成
(畜産、酪農、果樹等)

品質管理

収穫前 その他収穫後
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アンドラ・プラデシュ州における
農業支援
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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
 中規模及び小規模灌漑を改修し、フード・バリュー・チェーン構築を見据えての農業支援及び
農産物加工支援を実施し、持続的な農業生産性の向上を図る。

２．事業対象地域
 AP州全13県（検討中）

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
1.   既存灌漑施設改修・近代化
 小規模及び中規模の老朽化した灌漑施設の改修
2.   営農・食品加工技術普及支援
 フードバリューチェーン構築支援
3.   住民組織の能力強化
 水利組合の能力強化

５. 案件形成状況
 情報収集・確認調査実施中

新規案件
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計向上事業(フェーズ2)（案）
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人材育成セクター
（インド工科大学ハイデラバード校(IITH)支援）
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人材育成セクター

• “Indian Institutes of
Technology”を指す。通称、
“IIT”。

• インドの理工系における最難関
大学で、インド全土に18校
（今後更に4校を開校予定）。

• 入試倍率は100倍以上にも達し、
教育水準と研究水準の高さは国
際的にも認められている。（ア
ジアのトップ100大学のうち５
校はIIT）

• 卒業生は、世界的なIT企業等、
国内外の第一線で活躍する。

22

◆インド工科大学とは



• 日印首脳合意に基づい
た、日印協力の象徴と
なる事業

• 産官学のAll Japan体制
による支援

• 重点５分野
①環境・エネルギー
②デジタル・コミュニ
ケーション
③デザイン・マニュ
ファクチャリング
④ナノテク・ナノサイ
エンス
⑤都市工学

人材育成セクター

学
本邦大学
９校

官官
外務省
文科省
総務省

産
製造業等
９社

IITH

（コンソーシアム参加企業）
パナソニック、日産自動車、スズキ自動車、日
立製作所、みずほコーポレート銀行、トヨタ自
動車、ソニー、等

◆支援の特徴①－産官学All Japanで日印協力の象徴に
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円借款（施設整備）、技術協力（人材交流促進、キャンパス設計支援）、
科学技術協力等のJICAスキームをフルに活用した多面的な支援プログラ
ムを展開

人材育成セクター

研究活動

機材調達・施設整備

人的資源開発

IITHのビジョン

◆支援の特徴②－JICAスキームのフル活用

科学技術協力、共同研究等促進

専門家派遣、教員の派遣、留学生受入、
キャンパス設計支援等

施設整備、校舎建設、研究機材の調達

支援スキーム・内容

技術協力

技術協力

円借款
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技術協力による産学ネットワークの構築支援人材育成セクター

円借款による施設整備 技術協力による産学ネットワーク構築支援

■インド工科大学ハイデラバー
ド校整備事業

〈フェーズ１〉
○総事業費：63.2億円（内、円借款
53.3億円）
○完工予定：2019年（予定）
○整備対象：
国際交流会館、学生会館の建設、混
コンサルティング・サービス

〈フェーズ２〉
〇総事業費：209.4億円（内、円借款
177.1億円）
〇完工予定：2019年（予定）
〇整備対象：
ビジネス・インキュベーションセン
ター、国際会議場、総合研究セン
ター、中央図書館、その他研究・教
育関連施設、研究機材、コンサル
ティング・サービス

◆支援の内容

■学際的研究交流を通じたインド工科大学ハイデラバード校キャンパス
デザイン支援プロジェクト
○協力期間： 2011年～2014年 （4年間）
○目的：学際的研究交流に基づき、円借款により建設されるIITH施設の建築デザインの支援
○支援内容：
・IITHのキャンパス設計及び施設建設における日印の研究者の交流促進
・円借款対象施設の建築デザインの支援
○支援大学：東京大学

■日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクト
The Project for Future Researchers at IITH
to Enhance Network Development with Scholarshipof Japan (FRIENDSHIP)
○協力期間：2012年1月～2020年3月 （8年3ヶ月間）
○目的： IITHと本邦産学間の研究・人材交流促進と教育・研究面での日印ネットワークの形成
○支援内容：
①研究人材育成支援：本邦大学の博士課程にて受入（修士からも可） 計30名
②大学間ネットワーク構築支援：相互セミナー・共同研究促進、姉妹ラボ形成、学部間協定
③産学間ネットワーク構築支援： インターンシップ、就職、共同研究等
○実施体制：コンソーシアム参加９大学、企業等

■自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究
プロジェクト（DISANET）地球規模課題対応国際科学技術協力
○研究期間：2010年～2015年 （5年間）
○目的：データ収集・分析基盤の構築、災害発生時の被災地に対する通信インフラの提供、災害
情報の共有基盤の提供
○研究内容：地震災害の軽減、気象観測基盤の構築、持続可能な通信基盤の構築、緊急事態およ
び減災のための情報通信プラットフォームの開発
○実施体制
日本側：慶應義塾大学、東京大学、他 インド側：IITH他、７機関 25



人材育成セクター

◆支援の実績

①研究人材育成支援（本邦長期研修）
奨学金プログラム応募者数（募集人数約10名／年）
奨学生（2012年度～2015年度） 累計37名（修士6名 博士31名）
IITH奨学生の就職状況（2016年1月時点）

•人と防災未来センター：2015年 1名
•スズキ株式会社：2015年 1名
•製造業（内定）： 2名
•その他 1名（イタリア博士課程留学）

②大学間ネットワーク構築支援（研究・人材交流）
MoU締結
全学協定：大阪大学、立命館大学、東京大学、慶應義塾大学
研究科：大阪大学理学研究科/工学研究科、東京大学工学研究科、慶應義塾大学政

策・メディア研究科
日・印の教員派遣

：IITH→日本 68名（共同研究の協議）
日本→IITH 44名（共同研究の協議、特別講義など）

③産学間ネットワーク構築支援
（研究・人材交流）
IITH産学連携セミナー（日系企業とIITH、
IITH留学生のマッチングの場）
2014：約60団体、約100名が参加
2015：約20団体、80名が参加

IITHにおける日系企業による新卒採用
状況（2015年12月）
７名内定（IT企業2社 計6名、

製造業1社 1名）

■東京大学が建築デザインを
行う施設

■東京大学がデザインを行う

外構

■その他円借款対象施設（8
学科棟、講義棟、学生寮等）

国際交流会館ビジネス・インキュベーションセンター

技術協力による産学ネットワーク構築支援

IITH産学連携セミナー
（2015.8)

円借款による施設整備
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学学
本邦大学

９校

ＩＩＴＨ支援コンソーシアム（2009年外務省により設置）

外務省、文科省

総

官
外務省、文科省

総務省

IITH

産
製造業等

 日本にとってのインド
＝日本社会・経済発展のために不可欠なパートナー
→本邦企業によるインド高度人材活用、インド進出の足掛かり等

 インドにとっての日本
＝英米とは異なる日本の先進的な技術や知見の有用性
→日本の技術、文化、職業観等に触れることの意義

 集中的な投資により「日本を向いている」大学
―本邦長期研修や専門家派遣等の効果として、教授・学生の間
で日本への理解・関心が波及

 発展の余地のある「若い」大学
―学生交流、人材育成、ネットワーク構築、共同研究推進等に
ついて本邦大学・企業のより一層の参画の可能性

 本邦企業・IITH間の協働の機会拡大

 学術交流・連携拡大のための新たなスキー
ムの検討

日印関係のこれから

IITHが持つ強み

今後の取り組み

日印の産官学パートナーシップ
構築の拠点（ハブ）

官 産

◆IITH支援の意義・全体像
人材育成セクター
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投資促進セクター
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◆アプローチ
既存進出企業のボトルネック解消、さらなる成長に向けた新規進出の基盤づくりの両面を支援

民間セクター
との情報交換
日本商工会、インド
主要経済団体等

課題把握と
支援計画立案

日本の関係公的
機関との連携
日本政府、大使館、
JETRO、JBIC、
HIDA等

インド政府（中央・
州）の取組みを支援
政策・制度改善、イン
フラ整備、人材開発の
ための資金協力（有
償・無償）、技術協力

民間企業と連携した
支援

• 民間連携事業
• 民間連携ボランティア

既存進出企業の
ボトルネック解消

さらなる成長に
向けた新規進出の
基盤づくり

事業実施 目標

投資促進セクター
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民
間
主
導
の
持
続
可
能
な
開
発
の
実
現
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• ジャパン・プラス専門家派遣
• タミル・ナド州投資促進プログラム（TNIPP）
• 産業回廊開発（CBIC、DMIC）

• TNIPP
• CBIC・DMIC
• 貨物専用鉄道（DFC）、チェンナイ港運営改
善専門家派遣等、産業インフラ（運輸、電
力、上下水）の整備・改善

• タミル・ナド州産業人材育成支援専門家派遣
• 製造業経営幹部育成プログラム（CSM）

• 民間連携事業・調査
• 民間連携ボランティア

政策・制度
改善

インフラ
整備

人材開発

日系企業と
の連携事業

投資促進セクター

◆実施中・検討中の事業 ―投資環境改善に向けた4分野-



・進出する日本企業は増加しているが、インフラ
（中でも道路、電力、水）の未整備が最大のボト
ルネックとなっている。
・ハード面に加えて、行政手続き改善（例：窓口
の統一化）などソフト面の改善も課題。

背景

・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・ナド州投資環境の整備を図り、もって同州に対する海外直接投資の増加を図る。
・主に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政策マトリクスとして整理し、その進捗を同州政
府とJICAの双方でモニタリングを行うことで、政策改善とインフラ整備の両面を促進する。

プログラム概要

“工業用地が足りない”
“電力と水の供給が十分でない”
“自家発電コストが増加している”
“港湾のオペレーション効率が悪い”
“土地収用に関する法整備が不十分”
“行政手続きが煩雑”

日系企業の皆様の声 出所：みずほリポート
（2008年）

タミル・ナド州投資促進プログラム（TNIPP）

OneHub Chennai工業団地
（みずほ・日揮）：
110kV変電施設

TNIPPで整備が促進され
たインフラ事業の例

東芝JSW：
エンノール港アクセス道路 31

JICAの投資促進に向けた取組み 将来的には他州
への横展開も



• 投資申請プロセスや規制運用見直しのための行動計画実施に向けた官民合同作
業部会の設置

• 投資申請オンラインシステム、トラッキングシステムの導入・改善

• 州政府とCIIによる労働資源調査に基づく技能開発アクションプランの実施
• 職業訓練コース の改善
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TNIPP関連政策アクション

政策アクションの具体例
投資申請プロセス改善投資申請プロセス改善

人材開発の促進人材開発の促進

政策 担当部局
１．優先インフラプロジェクトの実施促進 財務局
２．投資申請プロセス改善 産業・貿易促進局
３．投資家のためのシステム統合 産業・貿易促進局／IT 局
４．中小企業向けビジネス環境整備 中小零細企業局
５．人材開発の促進 労働雇用局
６．土地区画整理（Land Pooling）制度整備 都市住宅局
７．マスタープラン策定/土地用途変更 都市住宅局

投資促進セクター
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TNIPP関連インフラ事業（例）

A 電力改善
A1. OneHub Chennai工業団地230kV変電所整備
A2. OneHub Chennai工業団地110kV変電所整備

B. エンノール港へのアクセス改善
B1. 北チェンナイ火力発電所（NCTPS）道路拡幅
B2. Attipattu跨線橋整備
B3. TPP道路整備、Napallayam橋架け替え

C. 物流改善
C2: Manjambakkam トラックヤード整備

D. 上下水改善
D1: Koyambedu下水処理場三次処理浸透膜設備整備

D2: Koyambedu下水処理場-SIPCOT工業団地間
パイプライン整備

D3: Nemmeli海水淡水化プラント-OneHub Chennai
工業団地間パイプライン整備

D4: Shilinganallur下水処理場整備

投資促進セクター

＊TNIPPフェーズ2を検討中。対象インフラは
今後特定する予定。



＜現状＞
・投資促進プログラムを通じて解
決しうる、制度改善やインフラ整
備に係る具体的な要望は、進出済
み本邦企業から聴取できていない
（進出企業数・拠点が少ない、工
業団地運営側とAP州との間で解決
可能、日本商工会等の取りまとめ
団体がない）。
・AP州による投資促進政策の進捗
及び計画把握が必要（Industrial 
Development Policy 2015-20、
Single Window Policy、Land 
Pooling等）。
・CBICやフードバリューチェーン
関連のインフラ支援可否の検討

＜現状＞
・投資促進プログラムを通じて解
決しうる、制度改善やインフラ整
備に係る具体的な要望は、進出済
み本邦企業から聴取できていない
（進出企業数・拠点が少ない、工
業団地運営側とAP州との間で解決
可能、日本商工会等の取りまとめ
団体がない）。
・AP州による投資促進政策の進捗
及び計画把握が必要（Industrial 
Development Policy 2015-20、
Single Window Policy、Land 
Pooling等）。
・CBICやフードバリューチェーン
関連のインフラ支援可否の検討

ハイデラバード外観道路建設事業

ハイデラバード都市圏送電網整備事業

シマドリ石炭火力発電所建設事業

ビシャカパトナム港拡張事業
フセイン・サガール湖流域改善事業

コタグダムA火力発電所近代化事業 ビシャカパトナム地域
豊通レアアース、エーザイ、味の素等

クリシュナパトナム地域
CBIC重点開発地域、METI日本工業団地
民間企業による石炭ポート開発等

スリシティ地域
メタルワン、コベルコ建機、いすゞ自
動車、ユニ・チャーム等

スリサイラム左岸揚水発電所建設事業

スリサイラム送電線建設事業

国道5号線拡幅・改良事業

シマドリ・バイザック送電線建設事業

新州都：Amaravati

アンドラ・プラデシュ州農村部高圧配電網整備事業
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