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１．事業目的 

 

新興国を中心とした世界のインフラ需要は膨大であり、今後の更なる市場拡大が見込ま

れる中で、日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活かし、新興国等の膨大なイ

ンフラ需要を積極的に取り組むことにより、我が国の力強い経済成長につなげていくこと

が期待されている。 

特に、インド国においては電力需要超過の状態が続いており、発電キャパシティの増強

が重要課題である。こうしたなか、インド政府は、再エネセクターの成長を加速させてお

り、政府目標では、2020 年までに再エネによる発電を 175GW まで増やすとしている。こ

のうち太陽光発電については、2015 年の 4.8GW から 2022 年には 100GW まで増加させ

るという高い目標を設定している。インド政府は強力に太陽光発電普及を進めているな

か、中国の太陽光発電設備メーカーは相次いでインドに進出を表している。 

 

図表 インド政府による太陽光発電整備の年次ごとの目標（単位：MW） 

 

（出所）A 社提供資料 

 

一方、インドにおいて日本企業による太陽光発電設備の製造進出はまだない。日本政府

による「インフラシステム輸出戦略（平成 29 年度改訂版）」の「海外展開戦略（電力）」

の記載にあるよう、太陽光発電設備については、中国及び台湾企業で約 7 割を占め、日本

企業のシェアは約 5%弱であり、インドにおいて太陽光発電設備分野で日本企業の存在感

を出すことは一見難しいように考えられる。 

しかしながら、中国で製造される太陽光発電パネル（以下、モジュール）の主要部品で

あるセルは、シリコンウェハーをもとに製造されるが、このウェハーを加工するにあたっ

て主要な工作機械であるスラリ機とダイヤワイヤ機は、日本のコマツ NTC 社製のものが
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中国におけるシェアを累積で 50％程度を有する。つまり、太陽光発電設備のうち最終型の

モジュールにおいては中国製が世界シェアの多くを占めるものの、そのモジュールのもと

になるセルの材料となるウェハーは、日本製の工作機械により累積で 50％以上が製造され

ている。 

また、ダイヤワイヤ機の消耗品であるダイヤワイヤの供給についてもは、旭ダイヤモン

ド工業株式会社、株式会社リード、株式会社中村超硬といった日本の各社が行っており、

いる。これより、太陽光発電設備のうち、ウェハー加工のための工作機械や消耗品につい

ては、日本が世界的に競争力を持つ分野といえる。加えて、ウェハーの検査機等について

も、日本企業の株式会社安永が製造する機械が中国でのシェアを 20％程度有しており、ま

たウェハーの原料のインゴットの研削盤については、日本の株式会社 BBS 金明と株式会

社岡本工作機械製作所による機械がシェア 20％程度を持つなど、太陽光発電設備のうち、

ウェハー製造周辺分野についても、日本企業として競争力を有しているといえる。 

 

図表 ウェハー製造工程における日本製機械の例 

シリコンインゴット研削盤  株式会社 BBS 金明と株式会社岡本工作機械製作所

による研削盤がシェア 20％程度を持っている。 

ウェハー加工機  シリコンインゴットからウェハーを切り出す際に活

用されるスラリ機とダイヤワイヤ機は、日本のコマ

ツ NTC 社製のものが中国におけるシェアを累積で

50％程度を有する。 

ダイヤワイヤ  ダイヤワイヤ機の消耗品であるダイヤワイヤの供給

は、旭ダイヤモンド工業株式会社、株式会社リー

ド、株式会社中村超硬といった日本の各社が行って

いる 

ウェハー検査機  株式会社安永による検査機がシェアを 20%程度有す

る。 

（出所）宮本貿易調べ 

 

本事業の従事社の 1 社である宮本貿易は、同様に本事業の従事社であるコマツ NTC 製の

スラリ機とダイヤワイヤ機を活用してウェハーを製造する会社（蘇州晶桜光電科技有限公

司。従業員数現在 700 名）を 2009 年に中国に設立し、中国、台湾、インドのセルメーカ

ー向けに月産 4000 万枚、年間規模 2GW のウェハーを供給している。 
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図表 コマツ NTC 社製のダイヤワイヤ機（PV700DM） 

  

 

 

 

（出所）コマツ NTC  

 

ウェハーの製造は、中国が全世界の 95％のシェアを占めており（2017 年時点）、中国か

らの輸入が容易であることや、製造にあたって電気を多く使うウェハーの製造には、安定

的な電力の供給と廉価な電気料金が必須であるなか、インドではこうした条件を満たすこ

とが従来難しかったなどを理由に、インドにおいてウェハー工場はこれまで設置されてこ

なかった。 

しかしながら、高まり続ける太陽光発電モジュールの国内需要、インド政府による

Make in India 政策などの製造業振興策などを背景に、インドの太陽光発電設備メーカー

がウェハーの現地製造について関心を持ち始めている状況にある。 

本調査は、こうした背景により、実際にウェハーの現地製造について宮本貿易及びコマ

ツ NTC に対して関心を表明し、協議を開始しているインドの A 社、B 社、C 社、D 社等

を対象とする、あるいは宮本貿易とのこれらの会社との現地でのジョイント・ベンチャー

方式による、太陽光発電用シリコンウェハー製造工場設立・運営についての実現可能性を

調査することを目的とする 
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２．技術的実現可能性調査 

 

１）中国等からの競合による太陽光発電用シリコンウェハー製造工場等への進出動向調査 

 

（１）インドにおける太陽光発電市場（需要サイド） 

 

インドでは電力需要超過の状態が続いており、発電キャパシティの増強が重要課題である。

インドにおける電源構成は全体の約 29 万 MW のうち、2016 年時点で 61％を石炭火力発電

が占め、再エネ（水力除く）の割合は 13％の水準である。 

そのため、インド政府は、再エネセクターの成長を加速させており、政府目標では、2020

年までに再エネによる発電を 175GW まで増やすとしている。 

このうち太陽光発電については、2015 年の 4.8GW から 2022 年には 100GW まで増加さ

せるという高い目標を設定している。 

IHS Markit の調査によれば、2018 年の世界の太陽光発電需要が 113GW に達するうち、

その約半数が中国による需要であるなか、2018 年にインドが 11GW と、アメリカを抜いて

世界 2 位の太陽光発電の需要国の地位に達することが予想されている。 

インド政府は太陽光発電増強のため固定価格買取制度（FIT）の導入を始め（現在は入札

制度が主流）、導入住居や商業施設への補助金の提供をしている。加えて、インドの Make 

in India 政策のもと、生産者に対しても減価償却の加速や、設備投資向け補助金（Modified 

Special Incentive Package Scheme: M-SIPS）等の各種支援を実施している。 

インドにおける 2017 年時点の太陽光発電入札結果を確認すると、設備容量が 250MW 程

度のものが多く、また 1.5GW のものも落札されているなど、太陽光発電の導入が積極的に

行われていることがわかる。 

ただし、こうした案件において売電価格は、2.44 ルピー（約 3.9 円：1 ルピー＝1.6 円と

した場合。以下同様）から 3.47 ルピー（約 5.5 円）であり、インドは世界的にも価格水準

の低い、競争が激しい市場であることがわかる。 
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図表 インドにおける近年の太陽光発電入札結果 

 

（出所）日本エネルギー経済研究所 

 

（２）インドにおける太陽光発電市場（供給サイド） 

 

インド国内市場での旺盛な需要に対応し、インドの国内太陽光発電モジュール・セルメー

カーは相次いで生産能力の拡張を計画している。生産能力の拡張はモジュール工程が中心

であるが、その上流のセル工程についても拡張を計画する動きが出ている。 

また、セル工程の拡張を後押しする動きとして、インド政府は 2018 年 7 月 30 日に中国、

台湾、マレーシア、シンガポールから輸入されるセルについて、セーフガードによる新たな

関税を課した点が注目される。 

関税は 25％（2018 年 7 月 30 日から翌年 7 月 29 日）から開始され、その後 20％（2019

年 7 月 30 日から翌年 1 月 29 日）、15％ （2020 年 1 月 30 日から翌年 7 月 29 日）の 3 段

階に分けて課せられる予定である。 
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図表 インド政府による中国等からのセルの輸入に対するセーフガード（単位：％） 

 1 年目 

（2018 年 7 月 30 日～

2019 年 7 月 29 日） 

2 年目 

（2019 年 7 月 30 日～

2020 年 1 月 29 日) 

3 年目 

（2020 年 1 月 30 日～

2021 年 7 月 29 日） 

中国、台湾、マレーシア、

シンガポールから輸入

される太陽光発電セル 

30 25 20 

（出所）インド「Business Standard」誌記事（2018 年 7 月 30 日） 

 

インドが輸入するセルの 90％はセーフガードの対象となるこれら中国等からのものであ

るため、インドでのセル及びモジュールの製造はこのセーフガード措置により更に後押し

されることが予想される。 

モジュール及びセル工程と異なり、セルの上流のウェハー工程については、インド国内で

生産工場は 2019 年 2 月時点で存在しない。 

これは、ウェハーの生産は全世界で 9 割以上が中国でなされており、中国からの輸入によ

り確保することが可能である一方、ウェハーの生産工場を設置するための設備投資は、ワイ

ヤソーを始めとする工作機械の導入が必要であることから、まとまった金額の投資が必要

であること、またウェハーの製造には安定的な電力の供給が必要であることなどが理由と

して考えられる。 

こうしたなか、本調査期間中の 2018 年 5 月に、インド太陽光エネルギー公社（SECI）か

ら、発電能力 10 GW のプロジェクト（太陽光機器 3 GW 分の製造を含む）の入札があった

が、この 3GW の製造の入札は、モジュールとセル工程だけでなく、ウェハーとインゴット

工程を含むものとして公示された。 

背景としては、旺盛な国内需要に対応するため、モジュール及びセル工程の生産能力の拡

張が相次いでいるなか、ウェハーについては全量を輸入に頼っているアンバランスな構造

に加えて、インド政府の Make in India 政策に歩調を合わせたものとして考えられる。 

ただし、このアンバランスな構造の是正については、2018 年 5 月 31 日に中国政府が発表

した中国の太陽光発電促進政策の見直しに起因する、ウェハー価格の急落が障害になって

いる。中国政府の発表内容は、①太陽光発電の買取価格や補助金を 0.05 元／kWh 引き下げ

る、②分散型太陽光発電所の建設枠を 10GW に抑える、③メガソーラーといった地上設置

型の一般太陽光発電所の建設枠の配分を凍結するといったものである。これにより、中国の

太陽光発電事業者が新規事業を断念せざるを得ない状況が生じて、結果としてモジュール

需要が大幅に減少し、そしてモジュールの上工程であるセルやウェハーについても需要が

減っている。 

この政策変更に先立っては、米国政府が 2018 年 1 月 23 日に太陽光発電セル輸入に係る

輸入割当と、セル・ モジュールに対するセーフガード関税を課すことを発表し、対象には
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中国からのセル・モジュールの輸入も含まれる。 

 

図表 米国政府による太陽光発電セル輸入に係る輸入割当相当量（単位：GW）と 

セル・モジュールに対するセーフガード関税率（単位：％） 

項目 1 年目 

（2018 年 2 月 7

日～2019 年 2 月

6 日） 

2 年目 

（2019 年 2 月 7

日～2020 年 2 月

6 日) 

3 年目 

（2020 年 2 月 7

日～2021 年 2 月

6 日） 

4 年目 

（2021 年 2 月 7

日～2022 年 2 月

6 日） 

太陽光発電セル・ 

モジュールに対す

るセーフガード関

税 

30 25 20 15 

（セルのみ）セー

フガード関税免除

の輸入量上限 

2.5 2.5 2.5 2.5 

（出所）JETRO 資料 

 

こうした動きを背景に、ウェハーの市場価格は、2018 年の 1 月時点では多結晶シリコン

ウェハーにおいて 0.633 米ドル、単結晶ウェハーにおいて 0.751 米ドルであったところ、

中国政府の政策変更後の 6 月にそれぞれ 0.351 米ドル、0.493 米ドルに急落している。その

後も市場価格は下がり続け、2019 年 1 月時点では下げ止まり傾向を見せてはいるものの、

それぞれ多結晶が 0.306 米ドル、単結晶が 0.464 米ドルである。 

このようにウェハーの市場価格が急落することによって、インドの太陽光発電メーカーに

とっては、インド国内でウェハーを製造するインセンティブが弱まっている。特に、ウェハ

ーについては、セルと異なり、セーフガードの対象となっていない点も製造に対するインセ

ンティブを弱めていると想定される。 

 

図表 ウェハーの市場価格の推移（2018 年 1 月から 2019 年 1 月まで） 

 

（出所）コマツ NTC 調べ 
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（３）中国等の競合の進出動向 

 

これまで確認したよう、旺盛な国内需要に対応して、インドではモジュール及びセルの製

造についても拡大基調にあるなか、中国の太陽光発電設備メーカーは相次いでインドにモ

ジュールやセルの製造に関して進出を表明している。 

進出を表明した中国メーカーとしては、トリナ社が 2GW の PV モジュール工場、JA 社が

500MW のセル及びモジュール工場、ハレオン・ソーラー社は 160MW のセル工場の建設を

公表している。 

一方、ウェハーの製造について、2019 年 2 月時点でインドに進出を表明する中国メーカ

ーは確認できない。背景としては、インドメーカーがウェハー製造に進出しない理由と同様

に、設備投資負担の重さに加えて、ウェハー価格の最近の急落が背景と考えられる。 

ただし、中国において、5 月 31 日の政府発表を契機にウェハーメーカーの生産能力過剰

が浮き彫りになっていることから、中国のウェハーメーカーが使用するウェハー製造関連

機械が余剰となり、これが安価にインドに輸出される形でインドにおいて設置される可能

性が生じていると考えられる。 

生産能力が過剰となった中国のウェハー工場から、こうした中国メーカー製のワイヤソー

がインドに輸出される可能性が考えられる。 

以上より、競合の進出動向をまとめると、中国等からの競合によるウェハー工場への進出

については、中国政府の政策変更によりウェハーの市場価格が大幅に下がったことで、イン

ド国内で新規にウェハー生産に投資するメリットが弱まり、安価となったウェハーを中国

から輸入する動きが、ウェハー市場価格が回復するまでは強まることで、競合によるウェハ

ー工場の進出をただちに警戒する状況ではないと考えられる。 

一方で、中国で稼働率が低下しているウェハー工場から、日本製や中国製の中古のウェハ

ー製造関連機械や、中国市場では販売が難しくなった中国製の新品のウェハー製造関連機

械が、インド向けに比較的安価に輸出され、インド国内でのウェハー製造に活用されうるこ

とが想定される。 
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２）シリコンウェハー工場設立・運営にあたっての必要機器の検討 

 

（１）インド国内メーカーによるウェハー工場の導入検討状況 

 

現地調査から、インド国内メーカーによるウェハー工場の導入検討状況は以下の通りまと

められる。 

 

① A 社 

 

A 社は、1.5GW の太陽光発電セル及びモジュール工場を運営するインド最大手の太陽光

発電設備メーカーである。A 社は、2020 年までに 3GW の生産能力を持つインゴット・ウ

ェハー・セル・モジュールまでの太陽光発電設備製造の全ての工程を一貫して有する工場の

稼働を目標とし、対外的にも公表している。 

 

② B 社 

 

B 社はモジュールで 200MW、セルで 80MW の製造能力を有する。現地調査による同社

へのヒアリングから、インド政府による中国等を対象としたモジュール及びセルに対する

セーフガードの発効により、インド国内でのモジュール及びセルの需要はますます高まる

状況にあると考えられることから、B 社はウェハーについても製造能力を持つことで検討

していることがわかった。 

 

③ E 社 

 

E 社はインド国内大手のソーラーパークのデベロッパーであり、SECI による発電能力 10 

GW のプロジェクトの唯一の落札者（600MW 分のみ）であった。 

最終的には、同社が入札した売電価格が SECI から受け入れられず、2019 年 1 月に落札

は取り消しとなった。 

 

④その他 C 社、D 社 

 

インドの C 社は、375MW の太陽光発電モジュール工場と 50MW の太陽光発電セル工場

を運営する、インドの大手太陽光発電設備メーカーである。D 社は、1.2GW の太陽光発電

モジュール工場を運営するインド最大手の太陽光発電設備メーカーの一つである。 
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（２）必要機器の検討 

 

本調査では年間 1GW のウェハー製造を目安とした必要機器の検討を行う。 

また、インゴットとウェハーの一貫製造工程を想定して必要機器を検討する。1GW を想

定して検討した必要機器について、その配置レイアウトについても検討を行った。 

配置レイアウトは、蘇州晶桜が運営するインゴット及びウェハー工場のレイアウトをもと

に、1GW の生産能力を仮定して検討した。 

 

３）機器の配置レイアウト検討 

 

1GW を想定して検討した必要機器について、その配置レイアウトについても検討を行っ

た。 

配置レイアウトは、蘇州晶桜が運営するインゴット及びウェハー工場のレイアウトをもと

に、1GW の生産能力を仮定して検討した。 

 

４）シリコンウェハー工場設立・運営にあたって必要な環境整備項目（電源、水道、用地等）

の検討 

 

インゴット及びウェハーの製造に必要な機械以外に、電源・エネルギー、水、環境対応な

ど、その他環境整備項目に関する必要機器についても検討した。 

電源用の変圧器（Transformer）、インゴット冷却用のアルゴンガスタンクシステム（Argon 

Gas Tank System）、クリーニング用の純水供給システム（Pure Water System）、環境対策

向けの汚水処理設備（Sewage(Dirty Water) treatment equipment）、非常時に必要な消火

設備（Firefighting equipment）がそれぞれ必要と検討されうる。 

 

５）シリコンウェハー工場設立・運営によるその他環境改善効果・環境社会面への影響調査 

 

ウェハー工場の運営において、環境面で影響を与えうる廃棄物等は、主に以下の 3 点があ

る。 

はじめに、ウェハー生産中に発生する排水において、確認するべき指標・汚染物質として、

COD（化学的酸素要求量）、SS（浮遊物）、TP（全りん）、LAS（直鎖アルキルベンゼンス

ルホン酸）、PH（水素イオン指数）、アンモニア窒素、フッ化物、石油、動植物油等が含ま

れる。 

次に、ウェハー生産中に発生する排気ガスにおいて、顆粒物質、粉塵、油煙、NOx（窒素

酸化物）、VOCs（揮発性有機化合物）、フッ化物等が含まれるため、これの除去が必要とな

る。主な対策としては、バッグ式除塵機、粉塵収集装置、油煙分離器、静電式油煙浄化器等
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の導入がある。 

次に、ウェハー生産においては、次の固形廃棄物が生じる（るつぼ、ワイヤ、シリコン切

り粉、汚泥、段ボール、生活ゴミ、機械用油、フッ化カルシウム、プラスチック、カーボン

繊維濾過材、顆粒物、イオン樹脂等）。 

インドでのウェハー工場の運営においては、同様の廃棄物等が生じることを鑑みて、汚染

物質除去に必要な装置の導入、そして専門の汚水処理業者や産業廃棄物処理業者の手配が

必要となる。 

 

図表 ウェハー工場の運営において、環境面で影響を与えうる廃棄物等 

 主な環境影響指標、廃棄物、汚染物質 

排水 COD、SS、TP、LAS、PH、アンモニア窒素、フッ化物、石油、動植物油

等 

排ガス 顆粒物質、粉塵、油煙、NOx、VOCs、フッ化物等 

固形廃棄物 るつぼ、ワイヤ、シリコン切り粉、汚泥、段ボール、生活ゴミ、機械用油、

フッ化カルシウム、プラスチック、カーボン繊維濾過材、顆粒物、イオン樹

脂等 

（出所）宮本貿易調べ 

 

６）シリコンウェハー工場設立・運営による CO2削減効果の算出 

 

インドにおけるウェハー工場の設立は、製造されたウェハーを材料としてモジュール（太

陽光パネル）が作られ、そのモジュールをもとに太陽光発電が行われることから、エネルギ

ー起源 CO2 の排出抑制について貢献をすると考えられる。必要機器やレイアウトで検討し

た年間 1GW 規模のウェハー工場を想定して、実現によるエネルギー起源 CO2 の排出抑制

量を検討すると、560,290(tCO2/year)と試算される。試算の詳細は次のとおりである。 

 

 試算にあたっては、日本政府が推進している JCM で一般的な試算方法で算定を実施し

た。 

 具体的には、プロジェクトが実施された場合の温室効果ガス排出量とプロジェクトな

かりせばの場合の排出量の差分を排出抑制量とした。 

 プロジェクトが実施された場合の排出量は 0(tCO2/year)とした。 

 なお、これは再生可能エネルギーを導入する JCM プロジェクトで一般的な仮定で

ある。 

 プロジェクトなかりせばの場合の排出量は 560,290 (tCO2/year)と試算される。 

 なお、試算は、設備容量（1GW）、稼働率、排出原単位の積をとったのちに、試算対象
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期間を 1 年に変換することで行った。 

 稼働率については 12（%）とした。 

 出所：

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_problem_committee/

008/pdf/8-3.pdf 

 また、保守性を考慮し、排出原単位についてはインドにおけるグリッドの排出係数

（0.902（tCO2/MWh）は採用していない。 

 出所：https://pub.iges.or.jp/pub/iges-list-grid-emission-factors  

 代わりに、再生可能エネルギーを導入する JCM プロジェクトで一般的に活用され

ている 0.533（tCO2/MWh）を活用することで保守性を担保した。 

 出所：https://www.jcm.go.jp/mn-jp/methodologies/47/approved_pdf_file 

 保守性は排出抑制量の試算を行う際に考慮する必要がある観点であり、プロジェ

クト実施による抑制量を過大に見積もることを避けるために、排出原単位を対象

国のグリッドのものよりも小さい値とすることなどにより保守性を担保している。 

 

７）シリコンウェハー工場設立・運営によって製造されるウェハーを活用した太陽光発電セ

ルやモジュールのアフリカ等の第三国への展開可能性の検討 

 

インド政府の後押しもあり、インド国内の需要が堅調ななかであるが、アフリカや中東な

ど第三国への近接性を鑑みると、インドを拠点とした第三国への輸出を将来的に検討する

ことは適当と考えられる。 

現地ヒアリングにおいて、インド国内太陽光発電主要メーカーによる第三国への展開の状

況を確認したところ、「カナダやアメリカなどに太陽光モジュールを輸出しているが、旺盛

なインド国内需要により輸出は主力になっていない」（A 社）、「全てインド国内向けにセル

とモジュールを製造・販売」（B 社）など、インド国内需要への対応が中心で、第三国への

展開は本格的に実施していない様子が伺えた。 

一方、C 社においては、「アフリカでの売電事業に積極的に対応中」とのことであり、リベ

リア、ブルキナファソ、ジンバブエ、ウガンダなどのアフリカ諸国で IPP 事業を検討中で

あった。現在、同社では、国内外合わせて 125MW 分の IPP を実施している。 
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図表 インド国内太陽光発電主要メーカーによる第三国への展開の状況 

会社名 第三国への展開の状況 

A 社  カナダやアメリカなどに太陽光モジュールを輸出しているが、旺盛

なインド国内需要により輸出は主力になっていない。 

 また、今後数年も、中国等向けセーフガードが向こう 3 年は有効で

あることから、国内需要に応えていくことが中心になっていくと思

われる。 

B 社  全てインド国内向けにセルとモジュールを製造・販売している。 

 今後も旺盛なインド国内需要により国内向けが主力となる見通しで

ある。 

C 社  当社は、アフリカでの売電事業に積極的に対応中であり、現在、リ

ベリア、ブルキナファソで案件を形成中である（PPA が締結間近）。 

 他にジンバブエやウガンダについても案件形成に動いている段階で

ある。 

 国内外を合わせてであるが、合計で 125MW の IPP 案件を扱ってい

る。 

 アフリカでの IPP 事業については、政府の高官（ブルキナファソで

は大統領とも面談）と関係を作り、ビジネス上継続可能な条件で

PPA（売電契約）をトップダウンで結ぶ方法に力を入れている。 

 JICA など日本政府がアフリカに様々な形で援助を行っている事実

はよく知っている。日本政府の支援のもと、アフリカでの IPP 案件

の形成をより拡大できるのであれば関心がある。 

（出所）現地ヒアリング結果（2018 年 7 月 31 日～8 月 2 日） 

 

アフリカ等の第三国で IPP 事業を行う C 社へのヒアリングでは、第三国市場向けに特に

有望と考えている製品として、太陽光発電システムと小型のポンプを組み合わせたソーラ

ーポンプシステムが挙げられた。 

同システムでは、太陽光発電システムから供給される電力を活用して、ポンプで水を汲み

上げ、これを灌漑や家畜用の飲料水に使うといったものである。主にオフグリッド地域にお

ける農業・畜産業向けに活用が可能であることから、オフグリッド地域において農業が広く

行われているアフリカ等の地域においても需要があると考えられる。 

C 社は、現在はインド国内のオフグリッド地域向けにソーラーポンプシステムを提供して

いるが、将来的には需要が同様に高いと考えられるアフリカ等についても展開を検討して

いる。 
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図表 ソーラーポンプシステム（Solar Water Pumping Systems）のイメージ 

 

（出所）C 社ウェブサイト 

 

８）第三国への展開促進策の検討 

 

インド以外の第三国への進出について検討を積極的に行っている C 社は、主に IPP 事業

とソーラーポンプシステムをもとに展開を検討していた。こうした C 社による第三国への

IPP 事業を支援することが展開促進策として検討されうる。 
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３．財務・経済分析 

 

１）シリコンウェハー加工機等の導入コスト分析 

 

インゴット及びウェハーの製造にあたっての必要機器とその他環境整備項目に関する必

要機器とを合計すると、年間 1GW 分のインゴット及びウェハーの製造工場の設置には、

およそ数千万米ドル規模の導入コストが発生することが想定される。 

 

２）シリコンウェハー製造にあたってのユーティリティーコスト（電気代や水代）分析 

 

ケーススタディとしてテランガーナ州内でウェハー製造を行う場合のユーティリティー

コストの分析を行う。 

テランガーナ州の電気料金は、テランガーナ州電力規制委員会（Telangana State 

Electricity Regulatory Comission）が定めている。同委員会が公示している最新の電気料

金によれば（2018 年 3 月 27 日付「Retail Supply Tariff Order for FY 2018-19」）、産業用

については、132 kV 以上の高圧で、定額部分が 390 ルピー/kVA/月、従量部分が 5.65 ルピ

ー/kWh である。 

電力供給の安定性については、C 社の調べによれば、立地候補地には 132KW の電力供給

が 24 時間/週 7 日ベースで実現可能とのことである。 

また、C 社の調べによれば、テランガーナ州は、ソーラーモジュール及びセルの生産に対

して電気料金の一部還元を産業育成上のインセンティブとして提示しており（250MW から

500MW のモジュールないしセルの生産に対しては、kWh あたり 1 ルピーの電気料金を還

元）、ウェハー製造工場が実現した場合、同様のインセンティブを受けられる可能性がある

とのことである。 

 

図表 テランガーナ州による産業向けの各種インセンティブ 

 

（出所）C 社資料 
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テランガーナ州の水料金については、テランガーナ州水供給及び下水委員会（The 

Hyderabad Metropolitan Water Supply & Sewerage Board）が定めている。同委員会が公

示している最新の水道料金によれば（2011 年 11 月 10 日付「Restructuring and Revision 

of Water & Sewerage Tariff of Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage 

Board–Notified」）、産業用については月あたり 200 キロリットル以上の使用の場合、1 ト

ンあたり 60 ルピーに加えて、月あたりの水道料金の 35％分の下水処理料金が発生する。 

一方で、宮本貿易の製造部門である蘇州晶桜が運営するウェハー工場が立地する中国・揚

州地区では、電気料金は 0.72 元/kWh、水道料金は 3.5 元/トン、下水料金は 6.7 元/トンで

ある。 

便宜上、電気料金の定額部分を捨象した上で、米ドルベースで中国の揚州地区とインド

のテランガーナ州を比較すると、電気料金及び水・下水道料金とも、インド・テランガー

ナ州のほうが安価な結果となった。 

 

図表 中国・インドの電気・水道・下水道料金比較 

 中国 

（揚州地区） 

インド 

（テランガーナ州） 

インド（テランガー

ナ州：補助後） 

電気料金 

（kWh あたり） 

0.72 元 

（0.106USD） 

5.65 ルピー 

（0.079USD） 

4.65 ルピー 

（0.065USD） 

水道料金 

（トンあたり） 

3.5 元 

（0.515USD） 

60 ルピー 

（0.845USD） 

左に対して月あたり

25％の還元 

下水道料金 

（トンあたり） 

月あたり 1 トン 6.7

元（0.986USD）の汚

水処理料金 

月あたり水道料金

35％の下水処理料

金 

同左 

水・下水道料金 

（トンあたり） 

1.502 USD 

 

1.140USD 0.929USD 

（出所）宮本貿易及び野村総合研究所調べ 
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３）関税及び輸送コスト分析 

 

（１）インゴット及びウェハー製造工場の必要機器のインドへの輸入に課せられる関税 

 

これまで検討したインゴット及びウェハー製造工場の必要機器ごとに、インドが輸入した

際に発生する輸入関税を、各機器の HS コードをもとに調査した。 

結果的には、検査関連の機械と冷却水リサイクルシステムについては 18％、それ以外の機

械については 27.73％であることが確認された。 

なお、輸入関税は、輸入元が日本、中国、シンガポール、ドバイのいずれでも変わらない。 

こうした関税に対して、負担軽減を図るため活用可能と考えられる関税の減免措置として、

輸出促進資本財（Export Promotion Capital Goods、EPCG）スキームがある。 

EPCG スキームの目的は、高品質の物品及びサービスを生産し、インドの製造競争力

を強化するために資本財の輸入を促進することとされている。本スキームが適用された

場合、資本財をゼロ関税で輸入することが可能となる。適用の条件としては、資本財に

ついて割り引かれる関税、税金及び租税額の 6 倍相当の輸出義務（Export Obligation。以

下「EO」。）を、認可発行日から起算して 6 年以内に遂行するが求められている。 

以上から、物品及び設備を用いて製造された最終製品がインド国外に輸出されること

を条件に輸入関税がゼロとなりうると想定される。 

最終製品について、ウェハー製造の観点からは、ウェハーはセルを経てモジュールと

なるため、モジュールと想定すると、ヒアリングではモジュールは主にインド国内向け

に販売しているメーカーが多かった。しかし、ウェハーの製造に必要な機械の輸入を対

象に割り引かれる関税、税金及び租税額の 6 倍相当分のモジュールの輸出を行えば、EO

が満たされて、関税がゼロとなりうると考えられる。 

 

図表 EPCG スキームの内容 

EPCG スキームは、インドにおける現行の 2015～2020 年外国貿易政策（Foreign Trade 

Policy 2015 - 2020。以下「FTP」といいます。）第 5 章の一部です。その目的は、高品質

の物品及びサービスを生産し、インドの製造競争力を強化するために資本財の輸入を促

進することです。 

EPCG スキームにより、生産前、生産及び生産後のための資本財をゼロ関税で輸入でき

ます。EPCG スキームにおける資本財には、次のものが含まれます。 

(a) FTP 第 9 章に定義する資本財（それらの完全現地組立て（CKD）及び一部現地組

立て（SKD）を含みます。） 

(b) 輸入資本財の一部であるコンピューターシステム及びソフトウェア 

(c) スペア、モールド、型打ち機、治具、備品、工具及び耐火物 

(d) 初充電及び 2 回目以降の充電用の触媒 
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財務省中央物品税関税局（Central Board of Excise and Customs）が通知した設

備減免税手続（project imports）に係る資本財の輸入についても、EPCG スキーム

において許可されています。 

EPCG スキームに基づく輸入は、資本財について割り引かれる関税、税金及び

租税額の 6 倍相当の輸出義務（Export Obligation。以下「EO」といいます。）を、

認可発行日から起算して 6 年以内に遂行することを条件としています。EO の遂

行には、以下の条件の遵守が必要です。 

- EO は、認可取得者が、EPCG 認可が付与されている自己又はそのサポート製造業

者が製造した物品・自己が提供したサービスの輸出を通じて遂行しなければなら

ない。 

- 当スキームに基づく EO は、EO の全期間内（期間延長がある場合はそれを含めた

期間）に、同一品及び類似品について、過去 3 年のライセンス年にその者が達成

した輸出の平均値以上でなければならない。かかる平均は、同一品及び類似品に

ついて、過去 3 年の輸出実績の単純平均となる。 

- 事前許可（Advance Authorization）、免税輸入認可（Duty Free Import Authorization、

DFIA）、戻し税制度（Drawback scheme）又は製品輸出スキーム（Merchandise Export 

from India Scheme、MEIS）及びサービス輸出スキーム（Service Exports from India 

Scheme、SEIS）等のインセンティブ・スキームに基づく船積みも、EPCG スキー

ムの EO 遂行にカウントする。 

- 認可取得者が自由に交換可能な通貨で受領するロイヤリティ支払い、及び研究・

開発（R&D）サービスについて受領する外国為替も、EPCG に基づく履行にカウ

ントする。 

- （FTP 第 7 章に基づく）みなし輸出（Deemed Exports）もまた、みなし輸出につ

いて利用可能な通常の優遇措置に加え、EO の遂行にカウントする。 

- 認可は、認可発行日から 18 か月間の輸入について効力を有する。EPCG 認可の再

取得は認められない。 

EPCG スキームは、(a)サポート製造業者がいるか否かを問わず、輸出業務を

行う製造業者並びに(b)サポート製造業者と提携する輸出商及びサービス提供業

者を対象としています。 

- EPCG スキームはまた、商工省商務局外国貿易部（Directorate General of Foreign 

Trade）、商務局（Department of Commerce）又は輸出優良商業地区（Town of Export 

Excellence）における州工業インフラ公社（State Industrial Infrastructural Corporation）

から、一般サービス提供業者（Common Service Provider（CSP））として指定／認

定されているサービス提供業者も、FTP の各条及び条件に従うものとして扱われ

る。 

（出所）渥美坂井法律事務所調べ 
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また、インド政府が策定した「国家ソーラーミッション」（National Solar Mission （The 

Jawaharlal Nehru National Solar Mission）は、ウェハー等の製造に対するインセンティブとし

て、ゼロ関税を挙げている。このインセンティブが適用された場合も、ウェハー製造工場の 

必要機器に対する輸入関税が免除されると考えられる。 

 

図表 ジャワハラ・ネルー国家ソーラーミッションにおける輸入関税減免インセンティブ 

 ジャワハラ・ネルー国家ソーラーミッション（「国家ソーラーミッション」）は、イ

ンドの気候変動に関する国家アクションプラン（NAPCC）を構成する 8 つの重要

な国家ミッションの一つです。 

 政策上、特定の資本設備、重要な物質部品及びプロジェクトの輸入について関税及

び物品税を軽減・免除することが推奨されています。 

 出資及びインセンティブ：次のものを含む、特別経済区域（SEZ）のようなインセ

ンティブが製造パークに提供されます。 

 資本設備・原料の輸入税の非課税、及び物品税の免除 

 低金利ローン、優先セクター貸付け 

 複合製造工場を設立するための、特別インセンティブパッケージ（SIP）政策

に基づくインセンティブ 

 本政策は、ソーラーパネルのエンド・トゥ・エンド製造のための完全なエコシステ

ムを創出するためのインプット（電池、インゴット、ウェハー及びポリシリコン）

の現地生産を奨励することを目指します。これらの製品のほとんどは、現在輸入さ

れています。本政策は、1,100 億インドルピー以上の直接財務支援及び多彩な租税

軽減による間接的支援を提案しています。 

（出所）渥美坂井法律事務所調べ 

 

（２）必要機器の輸送コスト 

 

必要機器の輸送コストについては、検討したインゴット及びウェハー製造工場の必要機器

を対象に輸出事業者に確認をしたところ、機器の 1％程度のコストが発生するとの回答を得

た。 

 

４）シリコンウェハーのインドでの現地生産と中国等からの輸入との差に関するコスト分

析 

 

これまでの検討で、想定される設備投資額はおよそ数千万米ドルであることを確認し

た。一方で、中国政府による政策変更直前の 2018 年 5 月時点のウェハー1 枚あたり市場

価格（0.455 米ドル）を、中国政府の政策変更ショックから、在庫調整やウェハーメーカ
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ーの淘汰が今後起きて回復した際の市場価格として仮定をすると、想定年間売上高と想定

年間損益が算出される。 

中国政府の政策変更に伴いウェハー市場価格が史上最低更新をした際の価格のままで

は、市場価格が製造原価を割り込む水準にあるため、設備投資額の縮小等の方策がない限

りインドでのウェハーの現地生産のメリットはないが、少なくとも 2018 年 5 月時点の市

場価格まで回復した場合、数年間で想定される設備投資費を超える利益が得られることが

想定される。 
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４．JV形成支援調査 

 

１）設備投資向け補助金（M-SIPS）の申請対象設備の洗い出し、申請補助金額の算出 

 

改訂特別奨励パッケージスキーム（Modified Special Incentive Package Scheme。以下

「M-SIPS」）は、インド政府が国内の電子機器製造企業を対象に設けた優遇施策であり、同

産業に関する設備投資に対して経済特区内（SEZ: Special Economic Zone）であれば 20%、

経済特区外であれば 25%の補助金が提供されるものである。 

本調査で検討しているウェハー製造工場は、電子機器製造に該当すると考えられることか

ら、設備投資に対して 20％ないし 25％の補助金が受けられうると考えられる。 

しかしながら、M-SIPS は、延長されない限り、2018 年 12 月 31 日より後には適用され

ないため、本調査完了時点では延長されない限り申請することができない。 

また、インドの法律事務所（Majimudar&Partners）からは、「4～6 年前に提出された一

定の申請は、未だに申請に係る決定・補助金の支払を待たされている状況」との報告があり、

申請できた場合でも、ペンディング状態にある申請が他にあることが想定される。 

現地調査の際に実施した、在インド日本大使館に対するヒアリングでは、MSIPS は現在

インド電子情報技術省（MeitY）により見直しがされており、最終承認待ちの段階であるが

競争入札方式（competitive bidding）に移行する見通しであるとのことで、いずれにせよ本

調査で想定している設備投資において補助金が得られるとは安易に考えられない状況であ

る。 

 

図表 M-SIPS の運用状況に関する現地法律事務所（Majimudar&Partners）の見解 

 財務省は、近年、M-SIPS に対する懸念を表明しました。そしてその結果として、M-

SIPS に基づくインセンティブを利用するために行われた一定の申請が却下されま

した。財務省が表明した懸念には、次のものが含まれます。すなわち、(a)2020 年ま

でのインセンティブの形式での支出総額の概算を求めること、及び(b)補助金に上限

を設けること、です。 

 財務省及び電子情報技術省（MeitY）は、これらの問題を解決するために幾度となく

会議を行ってきました。しかし、両政府機関の立場の厳密な違い及びその解決に向け

たスケジュールについて、明確な情報が公になっていません。 

 実際の実務では、M-SIPS に基づくインセンティブを利用するために 4～6 年前に提

出された一定の申請は、未だに申請に係る決定・補助金の支払を待たされている状況

です。 

 上記の懸念事項及び現時点での実務上の難点を考慮すると、多くの申請は、取下げら

れてしまったか、インセンティブ／補助金の受領を待ってペンディングの状態です。 

 しかし、M-SIPS に基づく申請は、いくつかの判断基準（過去のプロジェクトの成果
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物から見る会社の強さ、提案されたプロジェクトに投資しこれを遂行する能力等を

含みます。）に応じてケースバイケースで精査されています。 

 最後に、現時点で、M-SIPS が 2018 年 12 月 31 日後も延長される旨の公式な報道は

公知となっていないことにご留意ください。 

（出所）渥美坂井法律事務所調べ 

 

２）JICA及び JBICによる公的金融支援の活用可能性検討 

 

（１）JICA 海外投融資の活用可能性 

 

JICA デリー駐在員事務所及び JICA 海外投融資課へのヒアリングでは、本調査で検討し

ているウェハー製造工場設置にあたっての設備投資に必要な資金について、JICA の海外投

融資を活用することは、審査結果しだいではあるが、理論上は可能であることが確認された。 

 

図表 JICA 海外投融資における融資の主要条件 

スキーム：プロジェクトファイナンス、コーポレートローン、バンクローン 

金額：総事業費の 70%以内 

期間：原則 20 年以内（うち据置期間 5 年以内） 

使途：設備投資（拡張・改修等も含む）*、長期融資が必要な経常運転資金等 

*設備投資が含まれている方が開発効果・譲許的融資の妥当性の観点で検討し易い 

通貨：円、ドル、ユーロ、現地通貨（スワップ市場取引が可能な通貨） 

金利：円建固定金利（日本国債金利＋リスクプレミアム**） 

ドル・ユーロ建変動金利***（LIBOR 6M+ リスクプレミアム） 

現地通貨建円またはドルベースの金利水準にスワップにて確定 

**リスクプレミアムにカントリー・リスクプレミアムは加味せず 

***金利スワップを組んで固定化することは可能 

担保：必要に応じ JICA が適格と認める物的担保・保証を徴求 

協調：本邦金融機関との協融では質的補完（金利・期間・債権順位等）が必要 

（出所）JICA「海外投融資の概要」 

 

（２）JBIC バイヤーズ・クレジットの活用可能性 

 

バイヤーズ・クレジットは活用条件としては、日本製で原則日本からの輸出である機械設

備が対象となる点に留意が必要である。また、 

 

 ①融資期間が耐用年数を超えていないかどうか 
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 ②新品製品による事業機会を消失させるものでないか 

 ③価格が不当に高くないか 

 ④性能保証があるか 

 

について条件を満たす必要が最低限必要となる。 
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５．今後の方策 

 

（１）技術的実現可能性調査からの示唆 

 

インド政府として、2018 年に SECI がインゴット・ウェハー・セル・モジュールの一貫工

場の設立を、3GW の生産設備に対して、SECI が 10GW の太陽光パネルの発注を保証する

形で入札を行い、実現を試みている。 

一方で、2018 年 5 月 31 日の中国政府による太陽光発電促進政策の見直しをきっかけに、

ウェハー価格が急落したことから、5 月 31 日以降の歴史的に低下した価格水準においては、

インド国内メーカーとしては、インド国内でのウェハーの製造よりも中国等からの輸入を

選択しやすい状況にあることが明らかになった。 

また、SECI の入札についても、入札に紐付いた売電事業部分の買取価格が低く設定され

たこともあり、最低単位の 600MW 部分だけが落札され、かつ同部分についても後に 1 社

入札であり入札価格が上限であったことを理由に取り消しがされている。 

 

（２）財務・経済分析からの示唆 

 

実際に、本調査における財務・経済分析において、コスト分析を行ったところ、中国政府

の政策変更直後の市場価格の水準は、想定される設備投資額を踏まえた製造原価よりも低

いことが算出されたことから、ウェハー製造工場に向けた設備投資を行わないインド国内

メーカーの動向は正当化される結果となった。 

加えて、インド政府の設備補助スキームである M-SIPS についても、2018 年 12 月 31 日

後も延長される旨の公式な発表がなされていないことや、スキーム自体が大幅な見直しが

今後予想されることから、同スキームを適用した設備投資額の低減についても、検討が難し

いことが判明した。 

そのため、中国の政策変更に伴う、中国市場におけるウェハーの一時的な生産能力過剰や

在庫増が調整され、ウェハーの市場価格が回復した局面で、インド国内でのウェハー製造工

場の設置の動きが拡大することが想定される。 

 

（３）今後の方策 

 

ウェハー製造工場の設置の機運がインドで高まるであろう、市場価格の回復時期において

は、中国の競合ウェハーメーカーや、中国の産業機械貿易会社からも、インドの国内メーカ

ーに対して設備の売り込みが活発化することが想定される。 

これに対しては、特別仕様の注文に応えるなどの、インドメーカーとの信頼醸成につなが

るウェハーのインドへの輸出を続けることが重要と考えられる。 
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また、中国のコピー機械とは異なる、純正のコマツ NTC 製のワイヤソーの歩留まりの高

さなど、日本製機械の質の高さに起因する中長期的なコストメリットについても各メーカ

ーに提示し続けることも重要である。 

一方、価格面の競争力を向上させるため、JBIC のバイヤーズ・クレジットの活用など、

公的ファイナンス支援を使ったコスト競争力の向上を図ることも今後の方策として求めら

れる。 

上記の挙げた、インゴット及びウェハー製造工場の運営ノウハウ、質の高い機械の導入と

メンテナンス対応が可能である点、公的ファイナンスの活用可能性を持つ点などは、2019

年の「Renewable Energy India Expo（REI）」に出展するなど、引き続き、インド国内メ

ーカーが持たないインゴット及びウェハー製造ノウハウを持つ主体として、宮本貿易及び

コマツ NTC の存在をアピールし続けることも重要と考えられる。 

以上 
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