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調査結果概要 （対象地域の日本企業進出課題と開発事業性）

Executive summary

３、日本企業の
進出にあたっての

課題とニーズ

P４８～P６０

 GJ州アーメダバード近郊（サナンドⅢ工業
団地周辺）は完成車メーカーが集積し、日
本企業が多く進出予定。工業用地需要が
予測される。２０２３年にかけて１,５００エー
カー超の工業用地不足が想定されている。

１、対象地域の
事業環境

P７～P３７

【課題】
 対象地域に進出済の日本企業の声として道路整備不足、工業

用地不足、産業人材不足などの課題が挙げられた。
 対象地域へ進出を検討する日本企業へアンケートを実施し、進

出の課題としては①ワーカーの確保、②日本人・インド人向けの
生活環境整備が挙げられた。

【進出に当たってのニーズ】
 アンケートの回答で、進出時に必要なインフラ・サービスとして多

かったのが防犯、通勤バス手配等の共用サービス、人材採用支
援や住宅、消防署・病院等インフラの整備。

４、事業性検証及び
開発の方向性

P６１～P８６

【開発に向けて】
 今後完成車メーカーの生産体制強化と日系部品メｰカｰの進出

動向が具体化するタイミングで、プラグアンドプレイ型支援事業
での開発を念頭に、マーケティングおよび収益向上に向けた検
討（州政府支援取り付けも含め）を行っていく方針。

 プラグアンドプレイ型事業では日本企業のニーズが高い共有
サービス・インフラの機能を設ける。

 日本企業および州政府から期待される産業人材育成機関の設
置について、サナンドⅢ工業団地で実施すべく、今後具体的に
現地教育機関、州政府、日本の各機関と提携・協力について協
議が求められる。

【事業性検証結果】
 今回の調査では、工業団地事業としての開発可能性を日系・外

資デベロッパー各社にヒアリング・検証したが、収益性は高くな
い。プラグアンドプレイ型事業にて関連する他事業との相乗効果
を睨んだ参画が現実的。

２、他工業団地との
比較・優位性

P３８～P４７

【インド内外の工業団地との比較】
 ASEAN地域で日本企業が集積する工業団

地は、日本の事業者が参画し共有サービ
スや人材育成等日本企業の進出を支援す
るサービスが提供されている。

 サナンドⅢ工業団地近郊には州政府・民
間で１７ヶ所の工業団地が存在も、サービ
スの充実した工業団地は無い。

【優位性となる要素】

 共用サービスやインフラ等での手厚い支援
による工業団地開発が日本企業を誘致す
るうえでの優位性として重要。今後より多く
の日本企業が集積するためには、日本の
事業者によって工業団地事業またはプラグ
アンドプレイ型事業を実施することが、周辺
の工業団地に比べて高い優位性を確保す
る上で必要。
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調査結果概要 (サナンドⅢ工業団地開発の実施にあたって）

Executive summary

８, 現地政府
への期待

P１０１

７, スケジュール
P１０２

９, 日本政府
への期待

P１０１

５, 開発コンセプト
P８７～P９０

 サナンドⅢ工業団地の土地収用および
必要な認可の取得。

 産業人材育成施設への土地無償提供、
関係機関への資金等の体制支援。

 サナンド・マンダル・ベチャラジ近郊道路
等のハードインフラ開発推進。

 サナントﾞⅢ工業団地内のプラグアンドプ
レイ型支援、および産業人材育成機関は、
当面市場動向を見極めつつ、２０２１年度
の事業立上げを目途に、引き続き事業性
検討および州政府・協力機関との協議を
実施予定。

 サナンドⅢ工業団地をはじめとしたGJ州
産業化にむけた継続支援。

 産業人材育成の設立に必要な支援体制
の構築。

 サナンドⅢ工業団地の日本工業団地
区域（６１２ha）において日本の事業者
がプラグアンドプレイ型事業を実施す
ることで、日本企業の現地進出の課題
解決に必要なる各種ハード・ソフトイン
フラを提供。

 近隣の工業団地には無い仕組みを導
入することで、より多くの日本企業が
進出しやすい工業団地とする。

６,各種リスク
P９８

 州政府はサナンドⅢ工業団地用地の約
８０％を収容済。許認可を取得次第、事
業開始が可能となるため、インドで多発
している土地問題のリスクが低い。

 今後の域内の完成車メーカー各社の生
産動向が日本企業の進出タイミングに影
響するため、工業団地事業者としては注
視が必要。

サナンドⅢ工業団地全体像



①. 対象地域における事業環境分析 P.７
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②. インド国内・域内の工業団地特性と比べた競争優位 P.３８

③. 日本企業の誘引環境・要因 P.４８

④. 工業団地および関連事業の事業性、実施手法、リスク分析、課題抽出等 P.６１

⑤. 日本およびインドへの裨益効果 P.１０３

⑥. その他、日本企業誘引に必要なインフラ・サービス参入可能性の検証 P.１０８

目次

（はじめに） 調査概要 P.４
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本調査の概要

(はじめに) 調査概要

P.５
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サナンド地区の「工業団地および関連事業の実施」に向けた整理・提案を目的

本調査の概要

我が国の経済成長を持続的なものとするには、成長する海外市場の需要を取り込んでいくことが不可欠であり、特に、目
覚ましい成長を続けるアジア市場における成否は、世界市場における成功の鍵を握るといっても過言ではないことが「『日
本再興戦略』改訂２０１５」（平成２７年６月３０日）で指摘されている。また平成２９年５月の経協インフラ戦略会議では、相手
国の実情を十分に踏まえ、様々な課題を複合的に解決できるソリューション提案を行い、提案のコンセプトや技術の優位
性・信頼性を相手国に十分に理解してもらうことの重要性が指摘されている。

このような中、インドのグジャラート州（以下、「ＧJ州」という。）は、人口約６００万人のアーメダバードを中心に、モディ首相
が過去に州首相を務める等、インドの中でも有数の州の一つである。人口は今後も増加傾向にあり、また、インド国内の事
業環境整備ランキングで３位を獲得する等、今後も日本企業の進出が期待されている。

経済産業省としても、２０１５年１月に“経済産業省とＧＪ州との官民連携を通じたＧＪ州の更なる発展に向けた覚書”を締結
して以降、合計４回、ＧＪ州政府と政策対話を行う等、ＧＪ州を戦略的に重要な州として位置づけ、重点的に関係構築を行っ
ている。

ＧＪ州サナンド地区は今後自動車産業を中心に日本企業の進出が見込まれているものの、現在分譲可能な工業団地は
限られており、日本企業の進出促進に向けた日系工業団地の開発は喫緊の課題である。

以上を踏まえ、本事業は、日本企業のＧＪ州進出促進のために必要となる、サナンド地区の「工業団地および関連事業の
実施」に向けた整理・提案を目的とする。具体的には、サナンドⅢを日本専用工業団地として開発するために必要な要素
（事業環境、日本企業のニーズ、事業可能性および課題等）を分析・特定し、今後事業者が事業展開を行う上で必要なアク
ションや日本政府・現地政府からの支援可能性について整理・提案を行うこととする。

背景と目的（仕様書より抜粋）
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調査対象はアーメダバード近郊地域

本調査の概要

グジャラート州 マンダル・ベチャラジ・コーラジ地域における
「日印メイク・イン・インディア特別プログラム」覚書

（主な具体的取組）
•土地とインフラを政府が提供し、工業団地内部の運営サービス
を日系企業が提供する「ハイブリッド型の工業団地」の開発検討
•インフラ整備に向けたグジャラート州投資促進プログラ(Gujarat 
Investment Promotion Program : GIPP) の検討
•人材育成、課題解決メカニズム、投資促進活動などｍｐソフトイ
ンフラの整備

 サナンドⅢ工業団地はアーメダバード近郊に位置し、近隣には日本企業をはじめとした完成車メーカーが集積

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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インドおよび対象地域の投資環境

①. 対象地域における事業環境分析

P.８

相手国政府及び自治体等の政策動向 P.１９

提案に必要な情報収集・調査・分析（相手国インフラの現状等の実態把握、相手国
関係者のニーズ・課題の把握、市場規模予測、需要予測等） P.２７
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インドおよび対象地域の投資環境



インド基礎情報
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インド基礎情報

人口

１３億５,４０５万人（２０１８年 国連統計）

* ASEANの約２倍
* 世界２位、２０２０年代には中国を抜き世界１位か

面積

３２８.７ 万k㎡

* 世界７位、日本の約９倍、ASEANの約７３％
* ロシアを除く欧州とほぼ同じ面積

首都 ニューデリー

言語 ヒンディー語（公用）、英語（準公用）、他７００語

宗教
ヒンドゥー教 ８０.５％、イスラム教 １３.４％、
キリスト教 ２.３％、シーク教 １.９％、仏教 ０.８％、
ジャイナ教 ０.４％ 等

通貨
ルピー (INR)

１ INR = １.５７円 / １USD=INR７２.６３

(２０１８年１２月１１日時点)

政治 連邦共和制（議会制民主主義）

ニューデリー

ムンバイ

チェンナイ

バンガロール

コルカタ

州

アーメダバード

２９州 ７連邦直轄地域

ハイデラバード

プネー

(出所) List of Urban Agglomerations, Census ２０１１

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

インド投資環境



２０１８年度のインド経済は堅調に推移し第１Qは８.１％成長を記録

(出所) インド統計・政策遂行省(MoSPI) 公表データに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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インド実質GDP成長率 (需要別，四半期毎) インド実質純付加価値(GVA) 成長率 (産業別，四半期毎)

インド投資環境

 実質GDP成長率(対前年同期比) は２０１７年度第１四半期(４月～６月) に+６％を割り込み一時的に減速も、年度後半
には持ち直した

 ２０１６年１１月の高額紙幣廃止、２０１７年７月のGST(物品・サービス税) 導入の影響は一過性で、２０１７年度末から継
続的に改善し、２０１８年度第１Qは実質GDP成長率８.１％を記録

 IMF発表では、２０１８年および２０１９年の成長率を前年比+７.４％、+７.８％と予想し、引き続き堅調な経済成長が見込
まれる

(※ 対前年同期比) (※ 対前年同期比)
 GVAとは、減価償却費を含めて、積上法で計算した付加価値を言う



第三次産業（サービス業）がインド経済を牽引
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(出所) Euromonitor及びStatistaに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

産業構造比率 産業構造別人口

インド投資環境

 産業構造別では、インド経済を牽引している要因は、第三次産業（サービス業）でGDPに占める割合は年々増加
 産業構造別人口では、依然として第一次産業（農林水産業）が最も多い

年



インフレ率の上昇は沈静化、経常収支も均衡水準近辺へ
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インド消費者物価指数 (CPI, 品目別寄与度)

(出所) インド準備銀行(中央銀行) およびインド統計・政策遂行省(MoSPI) 公表データに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

CPI 増加率(左軸)

政策金利(右軸)

単位：％
(対前年同期比)

単位：％
(対前年同期比)

インド経常収支

単位：
十億USD

インド投資環境

 インフレ率が低水準で推移し、財政赤字が目標数値内に収まっていることなどが、インド経済の安定成長を後押し
 消費者物価指数は２０１３年１１月の前年比+１１.２％をピークに長期的に低下傾向。２０１７年６月にはGST導入に伴う

消費冷え込みもあり１.４６％まで低下したものの、２０１８年初頭時点では前年比+４～５％を推移。インド準備銀行（RBI）
は２０１５年１月より政策金利の段階的な利下げを実施していたが、直近では２０１８年８月に２０１６年９月以来の水準で
ある６.５％に引き上げた

 貿易収支が長期的に改善傾向にあり、近年の経常収支は均衡水準近辺で推移、ルピー押下げ圧力を縮小する動きを
見せる。一方で、輸入に依存せざるをえない原油の消費量が近年急増し、貿易収支悪化のリスクも抱えている状況

年



長期的にインドルピー売りトレンドが続く

(出所) Bloomberg
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インドルピー相場 (対米ドル，対日本円) インド購買力平価指数 (アメリカ=１.００，米ドル換算)

(出所) Bloomberg

購買力平価指数
(米ドルの購買力=１.００)

(出所)Bloomberg等 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

インド投資環境

 ルピー相場は２０１０年頃からの下落基調が根強く、米ドル、日本円双方に対して長期下落トレンド
 米国を１.００としたインドの購買力平価は、概ね安定的に０.２５～０.３０程度を推移し、近年は購買力平価と照らしてドル

/ルピー相場が妥当な水準を保っている状況といえる
 足許のINR相場（２０１９年１月４日時点）は、１USD=６９.５４INR、１INR=１.５６JPY

年
年



基礎情報

面積 １９６,０６３ｋ㎡

州都 Gandhinagar

人口（２０１１年） ６５.５百万人

人口密度（ｋ㎡あたり） ３０８人

行政区分 ２６地区

識字率 ７９.３１％

州GDP（実質）（２０１６年） １,５８２億ドル

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

都市名 人口（人） 面積 (sq km) 識字率

Ahmedabad ７,２１４,２５５ ８,１０７ ８５.３１％

Gandhinagar １,３９１,７５３ ２,１４０ ８４.１６％

Rajkot ３,８０４,５５８ １１,１９８ ８０.９６％

Surat ６,０８１,３２２ ４,５４９ ８５.５３％

Vadodara １,６０２,４２４ １４８.９５ ７８.９２％

Dahod ９４,５７８ ２３ NA
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グジャラート州投資環境

 ＧＪ州はインド北西部に位置し、大消費地ムンバイに隣接。デリームンバイ産業大動脈構想（ＤＭＩＣ)対象州のひとつ
 乾燥地帯であることから従来は農業を営むことが難しく織物や紡績、ダイヤモンド、貿易により発展し、現在は石油化学、

エンジニアリング、製薬等の多様な産業合発展



GJ州への外国直接投資（FDI）の状況

GJ州への外国直接投資（FDI）金額の推移

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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グジャラート州投資環境

 ２０００年４月から２０１８年６月にかけてのGJ州への外国直接投資（FDI）の総額は１９１.６億USD
 ２０１６年１月にRajkotにおいてThe Vibrant Saurashtra Expo and Summitが開催され、各産業分野の投資に関するMOU

が締結される
 RelianceやSuzlon、Aditya Birla Group、Videoconといったインド国内企業がGJ州への投資を表明し、Rio Tintoや

Suzuki、CLP Holdingsといった外資系企業も同様の投資を表明
 Vapi、Vatva、Panoliを含むAnkleshwar地域はそれぞれの工業団地等において雇用、投資の機会が飛躍的に拡大するも

のと想定
 GJ州はインド全体で第３位のFDI流入州であり、外資の呼び込みに積極的
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GJ州進出日系企業一覧

（出所）在インド日本大使館資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

※２０１８年１２月時点
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グジャラート州投資環境

建設業 １

金融業
保険業

１２４

合計３８３社

物品賃貸業 １

木材・木製品、
パルプ・紙・
紙加工品
製造業

１

非鉄金属
製造業

５

輸送機械器具
製造業

窯業・土石
製品製造業

２４

２

その他の
製造業

４１

サービス業

運輸業

２５

２４

卸売業 ３１

はん用機械
器具製造業

３

業務用機械
器具製造業

２

金属製品
製造業

情報通信機械
器具、電子部
品・デバイス・

電子回路
製造業

９

４

繊維工業

鉄鋼業

１

0

化学工業 ３２

農業、林業、
漁業

９

生産用機械
器具製造業

４

石油製品
石炭製品
製造業

２

電気機械器具
製造業

２６

小売業 １

情報通信業 ３

宿泊業、飲食
サービス業

８



サナンド・マンダル・ベチャラジ（S.M.B.）地域は今後アジア有数の自動車集積地へ
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域内人口

７ million
完成車メーカー (生産能力)

３ OEMs ( １.２ million)

関連サプライヤー数

(T１&２) ２５０+

自動車関連労働者数

１００,０００+

S.M.B.地域(２０２２)

域内人口

５.５ million
完成車メーカー (生産能力)

７ OEMs (１.２ million)

関連サプライヤー数

(T１&２) ４００
自動車関連労働者数

２７１,０００ *州全体

プネ(２０１５)

域内人口

８.５ million
完成車メーカー (生産能力)

１ OEMs (０.３ million)

関連サプライヤー数

(T１&２) -

自動車関連労働者数

１００,０００ *州全体

バンガロール(２０１５)

域内人口

４.６ million
完成車メーカー (生産能力)

７ OEMs (１.４ million)

関連サプライヤー数

(T１&T２) ２００
自動車関連労働者数

３１１,０００ *州全体

チェンナイ(２０１５)

域内人口

２０ million
完成車メーカー (生産能力)

２ OEMs (１.７ million)

関連サプライヤー数

(T１) ４００, (T２)２０００

自動車関連労働者数

１９４,０００

デリー周辺(２０１５)

域内人口

２０ million
完成車メーカー (生産能力)

１８ OEMs (３.１ million)

関連サプライヤー数

(T１) ４６２, (T２)１,１３７

自動車関連労働者数

５２５,０００

バンコク周辺(２０１５)

域内人口

７.６ million
完成車メーカー (生産能力)

２７ OEMs (１.２ million)

関連サプライヤー数

(T１) ２００, (T２) ４４１

自動車関連労働者数

７０９,０００*

セランゴール周辺(２０１５)

域内人口

(０.５ + ５.５) million

完成車メーカー (生産能力)

３ OEMs ( ０.７ million)

関連サプライヤー数

(T１&２) ５０
自動車関連労働者数

２１,０００

S.M.B.地域 (２０１５）

* セランゴール周辺および
ペナンの合計

域内人口

８ million (３０％ up)

完成車メーカー (生産能力)

４ OEMs ( ２.０ million)

関連サプライヤー数

(T１&２) ５００+

自動車関連労働者数

２００,０００+

S.M.B.地域(２０３０)

Note: ASI Data includes *NIC(National Industrial Classification ２００８) Codes ３ Digit Data:２９１,２９２,２９３,２２１,２３１,２７２,２７４,３０
９.

Companies having １００ or more workers & all factories covered under Joint Returns are included by ASI Data.

(出所) Annual Survey of Industries (*state-wise, NIC code ２８, ２９) for India および Automobile 
association in Thailand and Malaysiaより、みずほ銀行国際戦略情報部にて作成

グジャラート州投資環境
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自動車産業を中心に今後多くの日本企業が現地進出すると予測される

業種 進出ポテンシャル 対象地域動向 日系製造業の新規進出ポテンシャル

自動車/自動車部品

◎

2020年頃に域内生産能力が134万台、
2030年頃には219万台
4輪完成車メーカーのＴｉｅｒ１企業400社
およびＴｉｅｒ２企業2000社の一部が北部
地域の第2工場として進出が見込まれる

100社 ～ 150社

鉄道関連

○

ムンバイ-アーメダバード間高速鉄道が
2018年着工、2023年開通を予定。
東北新幹線Ｅ5系をベースとした鉄道一
式の導入が予定されており、関連サプラ
イヤーが現地で生産が見込まれる

10社 ～ 20社

電機・家電

○

対象地区近隣に日系エアコン工場があ
り、今後も家電関連企業のインド投資は
増加見込み。対象地域に新たな家電工
場が設立された場合、部品企業（モー
ター、コンプレッサー）の進出が見込まれ
る

10社 ～ 20社

日用品

○

2018年大手日用品メーカーの工場が
稼働予定（サナンド2）
関連素材（不織布、接着剤、金型など）
のサプライヤーの現地進出が見込まれ
る

5社 ～ 10社

(出所) みずほ銀行国際戦略情報部による予測に基づき作成

グジャラート州投資環境
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相手国政府及び自治体等の政策動向



インド政府の取り組み

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
20

相手国政府及び自治体等の政策動向

Make in India
（製造振興２５業種）

２０１５年９月：インド国内の雇用・投資促進のため、政府が特に振興を図る２５業種を発表
自動車部品、自動車、航空、バイオテクノロジー、化学、建設、防衛製造、電気機械、電子システム設計・製造、食品

加工、ＩＴおよびBPM、皮革、メディア・娯楽、鉱業、石油＆ガス、製薬、港湾、鉄道、道路・高速道路、再生可能エネル
ギー、宇宙、繊維、火力発電、観光・ホスピタリティ、健康

Smart City Mission
(スマート都市計画)

２０１５年６月：インド政府（都市開発省）は、スマートシティ１００都市構想整備事業に向けたガイドラインを公表
「Mission Statement & Guidelines」を公表、２０１６年２月に第１期２０都市が選定された。各都市には２年間で５０億ル

ピーが支給され、６つの重点項目に対応する予定。①E-ガバナンス ②廃棄物管理 ③水管理 ④エネルギーマネジメント
⑤都市交通⑥その他。インドでは２０３１年までに６億人が都市部へ移住すると予測されている。

Skill India
(産業人材育成)

２０１５年７月：インド政府は２０２２年まで４億人の人材開発を目標とするキャンペーンを発表
インドにおける雇用促進のため人材育成政策としてNational Skill Development Mission、National Policy for Skill 
Development and Entrepreneurship, ２０１５、Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)やSkill Loan schemeなどの
政策が発表され、教育省傘下にThe National Skill Development Corporation India (NSDC) を設立し、各種産業人材育
成事業への支援を行っている。

Invest India and Ease of
doing business
(ビジネス環境改善)

インドのビジネス環境改善、海外投資誘致を目的とした各種施策
インドへの投資促進のためインベスト・インディアを設立し、投資家へのPRや各種支援を実施。各州政府もシングル

ウィンドウの設置や手続きのオンライン化・簡素化を進め、世界銀行が発表する投資指標「Ease of doing business」にお
いて２０１４年度１４２位から２０１８年は前年は７７位まで上昇。今後５０位以内を目指し、事業改善に取り組む。

 以下にインドの市場および産業に影響すると考えられる政策を整理
 政策動向からインド政府は産業化のため人材育成はビジネス環境の改善を支援



GJ州の取り組みと魅力

＜高い経済成長率・産業発展＞
・２０１１年-１２年と比べ２０１６-１７年の州内総生産成長
率は約１３.４７％
・インド人口の５％を占め、インドの総輸出量の２５％に値

＜豊富な労働力＞
・経営、ファッション、デザイン、インフラ計画及び製薬分野
の研究機関を有する等、高度な教育環境が存在
・州内各地域に産業用人材育成のための研修機関を有す
ると同時に、州政府が産業用人材育成に関してのイノベー
ションを主導

＜政策インセンティブ＞
・州政府は産業、発電、港湾、道路及び農林水産業を重
要なセクターと定め、それぞれの政策を策定
・２０１７年１０月に策定されたThe Gujarat Garment & 
Apparel policyでは今後新たに州内で１０万人の雇用を創
出と明記
・国内最大の太陽光発電の規模を有するGJ州は、州内世
帯向けに太陽光発電設備設置の財政的サポートを実施

＜インフラ整備促進＞
・世界標準レベルのインフラを建設
・４２ヶ所の港湾、１８ヶ所の国内空港、１ヶ所の国際空港
を有し、道路及び鉄道ネットワークを拡張中。２,２００kmに
及ぶガスパイプラインが工業団地等に接続

Vision
２０２０

＜教育・スキル向上＞
・Make in Gujaratをグローバルに認知
・小売、航空に係るインテルジェンスを向上させ研究拠点を整備

＜一人当たり州内総生産＞
・２０２０年までにUSD１２,６１５程度に向上

＜産業＞
・グローバルに競争力のある産業インフラを整備
・輸出入を促進するための港湾、インフラへの投資

＜交通＞
・世界レベルの高速輸送網を整備
・高速鉄道及びメトロレールの整備により移動時間を短縮

＜健康福祉・公共サービス＞
・衛星環境及び治安面で優れた都市を整備し生活の質を改善
・先進国レベルの優れた健康福祉インフラを創出

＜ツーリズム＞
・Make in Gujaratに裏打ちされたグローバルな目的地
・ツーリズム事業を促進するファンドの設立

＜投資促進＞
・SIR、工業団地及びSEZインフラへの投資誘致
・石油化学産業への投資誘致のためのPCPIR発展

＜エネルギー・電力＞
・太陽光、風力発電の促進、次世代エネルギーの拠点化
・E&Pを通じたガス供給の促進

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国政府及び自治体等の政策動向



州政府による産業育成政策

 GJ州に１０万人の雇用を創出

 ２０２５年までにインド国内の観光地にGJ州が５位以内にランクインするための、国内及び海外のツーリスト向け誘致活動
 医療ツーリズムやアドベンチャーツーリズムを含む多様な観光形態を促進

 太陽光発電を活用した環境に優しいエネルギーインフラの整備促進
 再生可能エネルギーのコスト低減

 地の利を活かしたグローバルハブとしてのGJ州開発
 “Make in India”推進のため、スキル開発過程の構築やさらなる起業家誘致を促進

 半導体産業の誘致
 エレキ関連産業の集積

 IT企業の誘致
 ２０２０年までにIT分野で１５０億USD投資を見込む

内容

Garment and Apparel 
Policy ２０１７

Tourism Policy ２０１５

Solar Power Policy ２０１５

Gujarat New Industrial 
Policy ２０１５

Electronics 
Policy, ２０１４-１９

IT Policy, ２０１４-１９

22
（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

相手国政府及び自治体等の政策動向



州政府による産業育成政策

 IT技術を活用した効率的なサービスの提供
 E-governanceのスコープレンジ拡大

 環境エネルギーの整備促進及び再生可能エネルギーへの投資加速
 州内の風力発電に係る関税制度の整備

 製糸や織物、衣料品製造といったコットン産業の高度化
 輸出促進

 造船事業が可能な海岸地域の検討
 造船事業に係る下流の関連産業の設立を促進し、さらなる産業成長に繋げる

 発電ハブ地域としてのGJ州のプレゼンス向上
 農業、世帯、工業向けに十分な発電量の確保

 経済成長に併せた効率的で公平、持続可能な都市開発の州内各地における促進
 地方部の開発のための官民一体となった取組の促進

内容

E-Governance 
Policy, ２０１４-１９

Wind Power Policy ２０１３

Gujarat Textile
Policy-２０１２

Shipbuilding 
Policy ２０１０

Power Generation 
Policy ２００９

Integrated Township 
Policy ２００７

23
（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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州政府による産業育成政策

 バイオテクノロジー分野に係る取組の加速

 鉱物資源分野の調査
 E-governanceの採用による効率的な促進

 港湾整備の促進
 現存する中小規模港湾への民間セクター投資の誘致

 特定のファシリティやコンセッションを通した輸出指向型工場の投資促進

 国内外の投資家や加工業者をGJ州に誘致するが見込まれ取り組み

 地場の航空宇宙産業及び防衛産業のハブ設立
 航空宇宙・防衛産業分野における競争力のある人材の育成
 製品設計の革新を進めるためのR&D投資促進

内容

Gujarat State 
Biotechnology 
Policy ２００７

Gujarat State Mineral 
Policy ２００３

Gujarat Port Policy

SEZ Policy of 
Gujarat, ２００２

Agro Industrial 
Policy, ２０００

Gujarat Aerospace & 
Defense Policy

24
（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

相手国政府及び自治体等の政策動向
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州政府の課題と解決策：GJ州政府の産業育成の取り組み

 GJ州の投資促進政策： Gujarat Industrial policy ２０１５

 GJ州のビジョン：
「ＧＪ州は、世界的な競争力を有する革新的な産業地帯として、持続可能な開発と包括的な成長を促進する」
’Gujarat’ as a globally competitive and innovative industrial destination that stimulates sustainable development & promotes inclusive 
growth

 成長達成に向けた主な戦略：
- インフラ開発の促進
- 労働集約型産業の奨励
- 産業低開発地域へのフォーカスアプローチ
- セクターに特化したスキル強化と職業技能の奨励
- 特定セクターへのアプローチの強化
- 大学と産業の連携強化
- 技術のアップグレードと研究開発支援
- 貿易促進及び電子政府推進
- 「Make in India」キャンペーン
- 労働改革支援

(出所) GJ州政府提供資料に基づきみずほ銀行国際戦略情報部作成

相手国政府及び自治体等の政策動向
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州政府の課題と解決策：投資促進政策（Gujarat Industrial Policy ２０１５）の概要

産業育成に向けた政策（大項目） 主な政策内容（小項目）

包括的な成長（Inclusive growth)と開発 • 地方部の開発注力

投資環境改善 • シングルウィンドウシステム強化、行政手続き簡素化
• CCIPM（Chief Ministers’ Cabinet Committee for Industrial Policy and Monitoringの設立)

投資促進策の導入 • 製造業のグローバル拠点となるためのインフラの開発
• DMIC（デリームンバイ産業回廊）やSIR（特別投資開発地域）の活用
• Large/Megaプロジェクトの促進
• バランスのとれた地域開発の促進（非公害型産業の導入、州の既存の強みと資源の活用、クラスター開発の促進、食品加工

産業育成、付加価値産業促進、労働集約型産業の促進、IT・エレクトロニクス産業の促進、港湾関連産業の促進、非従来型
エネルギー促進、女性・若手起業家促進）

センターオブエクセレンス、スキル向上に
特化したセクターの奨励

• 技能人材の育成、GIDC Estateのトレーニングセンターの拡張、Anchor institute支援
• セクター特化型スキル開発、市場主導型カリキュラム開発に向けた制度的取り決め

産業開発促進に向けた制度効率化 • 貿易促進センター設立、投資家支援システム
• セクター特化型Industrial Zoneの開発
• Public Land Bankに向けた土地の識別と凝集
• 事業者向けのウェブポータル開発
• Industrial Extension Bureauの強化
• GIDCによる土地取得支援、特別投資地域（SIR)設立
• 進出企業の問題につき定期的に議論するセッションの設立
• 環境コンプライアンスの改善

新技術の採用とイノベーション・技術移転
の促進

• イノベーション創出に向けたStart-upの奨励、R&D奨励
• 中小企業の競争力向上

インフラ開発支援 • 産業インフラの改善（工業団地の産業インフラ改善支援、民間工業団地支援、等）
• GIDC工業団地のFSIレビュー
• 効率的なロジスティクスパーク（サービス）提供
• 僻地との接続性の改善
• 民間工業団地設立奨励

電力供給強化 • 州内の電力需要を満たす電源増強

その他 • Sick enterprise再生、サービスセクターの奨励、ホリスティックな開発促進
• グリーン化への取組、環境インフラ改善

(出所) GJ州政府提供資料に基づきみずほ銀行国際戦略情報部作成

相手国政府及び自治体等の政策動向
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提案に必要な情報収集・調査・分析（相手国インフラの現状等の実態把握、相手国関係者の
ニーズ・課題の把握、市場規模予測、需要予測等）



GJ州基礎インフラについて：道路の状況

道路種別 総延長(km)

National highways（国道） ５,４５６

State highways（州道） １９,７６１

主要地区道路 ２０,６４１

その他地区道路 １０,４９３

農村部道路 ２１,１１９

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州内の国道総延長は２０１８年２月時点で５,４５６kmにおよぶ
 州政府は投資促進機関Gujarat Industrial Development Board(GIDB)を通じてBlueprint for infrastructure in Gujarat -２

０２０を策定
 州政府は成長における最重要な要素は道路建設事業とし、一連のプロジェクトや投資案件を特定



GJ州基礎インフラについて：鉄道の状況

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
29

相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州内には５,２５８.４９kmにわたる線路が敷設
 GJ州の鉄道はWestern Railwayに分類される
 Ahmedabad、Anand、Bhavnagar、Bhuj、Godhra、Porbandar、Rajkot、Vadodara (Baroda)及びValsad駅は州内で最も重要

な駅
 National Rail and Transportation UniversityがVadodaraに開校
 インド政府は１６.１億USD規模の一大PJであるAhmedabad Metro建設を認可、２０２０年６月に完成予定
 日本の円借款事業でムンバイ-アーメダバード新幹線が２０２３年に開通予定



GJ州基礎インフラについて：空港の状況

空港 フライト数(件) 乗客数 (人) 貨物(トン)

Ahmedabad ２３,７９０ ３,４６６,９８４ ３３,０１１

Vadodara ２,５９１ ３５０,３４７ ８６４

Rajkot １,３２４ １１５,４６６ ９９

*２０１８年-１９年

アーメダバード空港フライト数の推移(件.) アーメダバード空港の空港利用者数(百万人)

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州はインドの州では最多となる１８ヶ所の空港があり、アーメダバード空港は国際線が就航
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GJ州基礎インフラについて：港湾の状況

Kandla港の貨物取扱状況
(百万トン)

２０１１-１２ ８２.５０

２０１２-１３ ９３.６２

２０１３-１４ ８７.００

２０１４-１５ ９２.５０

２０１５-１６ １００.０５

２０１６-１７ １０５.４４

２０１７-１８ ９０.９９

【GJ州港湾の重要な民間プレイヤー】

 Adani Ports and Special Economic Zone

 Peninsular & Oriental Steam Navigation 
Company

 Gujarat Pipavav Port

 Reliance Industries

 Maersk

 Welspun

 Petronet LNG

 Shell

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州は約１,６００kmの海岸線を有し、大規模なKandla港の他４１ヶ所の港湾が整備済み
 Kandla港以外の港湾はGMBが運営しており、様々な手法により開発が進行
 ２０１８年-１９年、Kandla港では最大４８.９MTの貨物取扱いとなる見込み
 ２０１８年-１９年の州政府の港湾輸送部門への予算は２２１百万USD
 ２０１８年-１９年にかけて、貨物容量を５０MTに増やすため、Essar portsは６３百万USDをHazira港に投資予定
 足許、Hazira港の貨物取扱いは３０MTであるが、今後１１０MTまで増加予定



GJ州基礎インフラについて：電力及びガスの供給状況

発電容量(MW) GSPC社による州内ガスパイプライン

一日の供給量 ２４.８５百万立方フィート/日

操業中のパイプライン総延長 ２,４５４km

建設中のパイプライン ６９km

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 ２０１８年８月にはGJ州の発電容量は３０,８７４.０７MW
 発電容量の内訳は、火力発電(７２％)、水力発電(３％)、原子力発電(２％)、再生可能エネルギー(２４％)
 Gujarat Solar Parkには６００MWの太陽光発電所が建設され、今後１７５MWまで容量を拡大予定
 ガス供給を行うGSPC社は１,０４７,６６５世帯の他、商業セクター（１１,５５９）、CNG(２５５)等にガス供給
 GJ州はGSPC社の他、GGCL社及びGAIL社が運用するガスパイプライン網が広大中
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GJ州基礎インフラについて：教育

技能教育校定員 (２０１７年-１８年) （人）

エンジニアリング ６８,１１３

MBA ９,８７０

薬学 ５,６７５

MCA ５,４１０

建築学 １,６８０

Diploma courses (２０１７年-１８年) （人）

エンジニアリング ６９,９５２

薬学 ５８０

各種教育基金の使用状況 (百万USD)

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州の識字率は７９.３１％(男性：８７.２３％／女性：７０.７３％)
 州政府は中央政府認可のIndian Institute of Information Technology collegeを官民パートナーシップ事業の下、

Vadodara近郊に設立
 ２０１７年時点で州内には６５の大学、２,１９６校のカレッジ、４１６の職業訓練学校が存在
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GJ州基礎インフラについて：産業インフラの概況

（出所）ＩＢＥＦ「ＧＵＪＡＲＡＴ」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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相手国インフラの現状等の実態把握

 GJ州には１０６分野で産業が集積、州内の都市それぞれ（Morbiのセラミック産業を始め、Jamnagarの真鍮産業、
Veravalの水産加工業、アーメダバードの織機産業等）に産業が存在

 インド国内では特にGJ州に石油化学産業、酪農産業、製薬産業、セメント産業、セラミック産業、宝飾産業、繊維産業等
の産業が集積しており、今後自動車産業の集積が予測されている

 上記の産業集積地域では約３８５万人の雇用を創出
 ２０１８年-１９年にかけて、州政府は同州の産業発展のために６８２.２百万USDの投資計画を発表
 州政府は２０１５年に策定されたNew Industrial Policyに基いた計画を進め、さらなる産業の多角化や雇用機会の創出

を狙う
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GJ州基礎インフラについて：アーメダバードから対象地域にかけての交通網

相手国インフラの現状等の実態把握

 対象地域のサナンドⅢ工業団地と近隣エリア（アーメダバード市内）をつなぐ公共交通は存在しない

 近隣のサナンド村と各都市（アーメダバードやビランガム）をつなぐ州政府のバス、鉄道網は存在するも、サナンド村か
らサナンドⅢ（およびサナンドⅡ）工業団地までのアクセスは存在せず、従業員は各社が独自に手配したバスで通勤し
ているのが実態。

アーメダバード市内はバス専用レーンでBRT網あり域内で鉄道網は存在するも、サナンド駅ーアーメダバード間は
１日９便のみ運行

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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現地州政府は人材育成機関設置への期待

相手国関係者のニーズ・課題の把握

 対象地域は今後の産業集積にともない、雇用に結びつく州内の産業人材育成が課題
 既に日本が実施している日本式ものづくり学校（JIM）を参考にした制度の導入が望ましい

当地を取り巻く状況

対象地域の
産業化にあたって

の課題

• 現地報道によるとアーメダバードにおける労
働者の約半数は州外出身者。現地の産業人
材育成が需要に追いつかず、州内では他州
出身者の雇用が多いことに不満がたまってい
る。州政府もこの問題を認識。

現地進出済
日系企業の声

現地における日本
政府・日本企業の

取り組み

州政府からの期待

• 現地で操業する日本企業の声として、州内の
産業人材は十分でなく、労働者の一部を州外
から雇用するとの声もある。

• 日本政府・企業は州内で日本式ものづくり学
校（JIM）を２校開設しており、産業人材の育成
に貢献。

• グジャラート州産業開発公社（GIDC）
からは「日本式ものづくり学校（JIM）
を高く評価しており、日本企業がサナ
ンドⅢ工業団地においても産業人材
育成で貢献して欲しいと」の期待が
あった。

• GIDCからは産業人材育成の施設の
ために、工業団地の土地の一部を譲
渡する申し出があった。

州政府からの期待

（出所）日本企業・州政府ヒアリングに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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不動産コンサルによると現地では２０３０年にかけて工場用地不足が予測されている。

市場規模予測、需要予測

主な産業
入居面積
(２０１７年)

入居面積予測
(２０２３年)

新規需要
（Acres）

背景

自動車部品 ８８０ ２,６２８ １,７４８
今後日系自動車メーカーを中心に現地で生産能力の拡張が予測されており、それに伴いデリー周辺の
自動車部品企業が当地域に第２工場を設立すると見込まれる

エンジニアリング ４５２ １,０４５
５９３ 道路や鉄道、港湾等インフラ関連のプロジェクトが今後当地域を含めたインド全体で拡大することが予

測されており、関連するエンジニアリング関連の企業が進出することが見込まれる

日用品
食品

３０１ ５９５ ２９４
GJ州は３万社を超える食品加工工場、５６０棟超の冷蔵倉庫があり、今後も当地域近郊に同様の企業
が工場設立することが見込まれる

製薬 １,２００ ２,５３９ １,３３９
GJ州は３,３００社を超える製薬工場があり、インド製薬業界の３０～３５％が集積している。GJ政府は２
０１７年７月から２０１８年６月までの１年間で新たに１５５の製薬工場（投資規模は３００～３８８億ル
ピー）を承認しており、今後当地域でもさらに工場が増えていくと見込まれる

合計 ２,８３３ ６,８０７ ３,９７４ 上記の４つの主要産業で２０２３年までに３,９７４エーカーの工業用地新規需要が見込まれる

既存工業用地 (Acres) 空室率(％) 分譲可能面積 (Acres) 開発中面積 (Acres)

州政府開発
(工業団地数：６ヶ所)

５,３５２ １８.５％ ４９４ １,７８５

民間部門開発
(工業団地数：１１ヶ所)

５５６ ２２.１％ ６１.５ １４５

合計 ５,９０８ １８.８％ ５５５.５ １,９３０

*数字は２０１８年１２月調査時のもの
*建設中の工業団地は既存工業用地・空室率から除外
*分譲可能面積及び新規供給見込面積は、道路やタウンシップ目的の敷地面積を除き、工業団地として
活用できる面積を算出するため１/２とする

工業用地需要 (２０１８年-２０２３年)

 現地不動産コンサルタントによると、２０２３年にかけて自動車や製薬を中心に３,９７４エーカーの工業用地需
要がアーメダバード近郊が予測されている

 現在供給可能および開発中の土地面積は２,４８５.５エーカーに留まり、今後約１,５００エーカーの工業用地不
足が見込まれる

（出所）不動産コンサルタント資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



②. インド国内・域内の工業団地特性と比べた競争優位

38

日本企業の優位性の確認（必要に応じて競合他社の動向やそれと比較した場合の
競争優位性を分析） P.３９
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日本企業の優位性の確認（必要に応じて競合他社の動向やそれと比較した場合の
競争優位性を分析）
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検証方法

日本企業の優位性の確認

 日本企業が多く入居するASEAN各国の日本の事業者が参画する工業団地の機能を比較し、サナ
ンドⅢ工業団地が域内において優位性を保つために必要な要素を把握

①ASEANにおける日系
工業団地の分析

 アーメダバード近郊に日本企業が進出し易い環境を整備するために、他のASEAN・インド地域の日本企業が
開発する工業団地の優位性を検証し、またサナンドⅢの現在の競合工業団地機能の現状を把握した上で、サ
ナンドⅢ工業団地を日本の事業者が参画し優位性をもつ要因とモデルを特定する

②サナンド近郊における
工業団地現状の確認

 サナンド近郊における競合となる州政府や民間の工業団地の状況を把握し、サナンドⅢ工業団地
が優位性を保つための機能を確認

③日本企業集積に必要な
優位性となる要素の抽出

 日本企業が集積する上でどのような要素が優位性をもたらすのかを示す

④優位性を持つ日系事業
者の事業モデルの提示

 日本の事業者によるインドにおける工業団地開発事例を把握し、サナンドⅢ工業団地の開発で可
能な事業モデルを確認を提示



①（ASEANの工業団地）ASEAN各国の工業団地が有する機能について

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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インド ベトナム インドネシア ミャンマー カンボジア

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

所在地 ラジャスタン州 アンドラプラデシュ州 グジャラート州 タミルナドゥ州 フンイエン省 ドンナイ省 ジャカルタ ジャバベカ ティラワ港 プノンペン

工業団地名 ニムラナ工業団地 スリシティ工業団地
マンダル工業団地

*フェーズ１
One Hub Chennai タンロン工業団地 アマタ工業団地 MM２１００工業団地 ジャバベカ工業団地 ティラワ工業団地 プノンペン経済特区

開発出資企業 RIICO 工業団地開発会社 GIDC 日揮、みずほ銀行 住友商事 伊藤忠商事 丸紅 地場企業
丸紅・住友商事・三菱
商事・JICA・みずほ銀

行他
地場株主

面積 ４７１ha ４,０４０ha １２１ha ５８６ha ２７４ha ７００ha ８０５ha ３５００ha ５６１ha ３６０ha

入居企業 N.A １００社超 N.A N.A １０１社 １３７社 １７１社 １６５０社 ９５社 ８９社

日系入居企業 ４６社 １６社 ４社 ５社 ９３社 ６５社 １１７社 １５２社 ４８社 ４７社

対応スタッフ 州政府事務所 現地スタッフ 州政府事務所 現地スタッフ 日本人 現地スタッフ 日本人 現地スタッフ 現地スタッフ 日本人

距離（市内） １２５km ７０km ７０km ５１km １８km ３０km ２４km ３５㎞ ２３km １８km

距離（港湾） N.A ６５km ３５０km（ムンダル港） ５７km １１０km ３２km ３５km ５５㎞ ― ―

距離（空港） １０５km N.A N.A ５０km １４km ３５km ５５km ６５㎞ ― ８km

土地価格
（USD/㎡）

４２USD ３１.９USD ３２USD 個別開示 N.A N.A ２６９USD ２０８USD N.A ７０USD

レンタル工場 無 有 有 無 有 有 有 有 有 有

電力 ３３/１１Kv
１１/３３/１１０/２２０

KV
N.A １１０/２３０KV １１０/３３kv ２２kv ７５５Ｗ N.A ３３kv １１MW

工業用水 N.A
７７,０００㎥/日

N.A
N.A

３６,０００㎥/日
N.A

１９,０００㎥/日
０.２６７USD/㎥

３,０００㎥/日
１１,５００VND/㎥

７２,０００㎥/日
０.４８USD/㎥

６３,９００㎥/日
N.A

６,０００㎥/日
N.A

１４９００㎥/日
N.A

下水処理 N.A
４７,０００㎥/日

N.A
N.A N.A

１４,０００㎥/日
０.２７６USD/㎥

１２,０００㎥/日
７,７００VND/㎥

７２,８００㎥/日
０.６６USD/㎥

３５,１６５㎥/日
N.A

４,８００㎥/日
N.A

４５００㎥/日
N.A

産業廃棄物処理 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

シングルウィンドウ 無 無 無 無 有 有 有 無
ワンストップサービス

センター
ワンストップサービス

センター

各
種
施
設

工業団地内施設
銀行、郵便局、警察
署、消防署

住居区画、Frontier 
Lifeline Hospital緊急
医療センター、K １２ -
チンマヤ・ヴィディヤラ
ヤ学校、チェナイ・ビ
ジネスエクセレンス学
校、コーヒー・ショップ、
オフィス・スペース、ビ
ジネス・センター

ワーカー向け住居

警察署、消防署、銀
行、日本食レストラン、
保険窓口、税関、保
税倉庫、ワーカー寮、
商業施設、銀行、郵
便局、管理棟

保税倉庫
銀行、警察署、郵便
局、消防署、管理棟

ホテル、日本食レスト
ラン、商業エリア
(ショッピングセンター・
銀行)、警察署(交番)、
セキュリティー、消防
車・救急車、管理棟、
税関事務所、郵便局、
ガソリンステーション、
自動車修理工場、ゴ
ルフ練習場、モスク
（イスラム寺院）、私立
工業高校

レストラン、商業施設、
銀行、交番、消防署、
郵便局、工業高校

ティラワSEZ管理委員
会事務所、MJTD管理
棟、ワンストップサー
ビスセンター(会社登
記、許認可申請、通
関、納税等の窓口)、
銀行、レストラン等、
ワーカー向け住居

ロジスティクスセン
ター、ワーカー向けア
パート

周辺施設
学校、大学、ホテル、
病院

日本食レストラン

日本企業の優位性の確認

 ベトナム、インドネシア、ミャンマー、カンボジアおよびインドにで日本企業が多く入居する工業団地を比較
 ASEAN地域の日系工業団地は①レンタル工場、②シングルウィンドウ、③各種周辺施設を設けている



①（ASEANの工業団地）ミャンマーティラワ工業団地の事例より
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ティラワ工業団地における機能

工業団地提供機能 機能

１
ワンストップサービスセンター

（行政手続き窓口）

【事業立上げ時】
会社設立許可・投資許可・会社登記・環境申請・
建築申請・税務申請
【事業実施後】
VISA発行・通関手続き・労務申請・環境管理・税
務申告

２ 物流センター・保税倉庫 税関機能有（常駐）

３ レンタル工場 １,５００㎡規模の工場の複数ユニット整備

４ タウンシップ開発
ホテル・ハイ（ミドル）クラス住宅・ショッピングモー
ル・サービスアパート・ワーカー向けアパート・病
院・銀行・損害保険等

５ 運営会社へ人材派遣 関連出資企業より日本人社員を派遣

６ 人材紹介・職業訓練 日本語教育・基礎的産業用スキル教育

７ 産業廃棄物処理・検査 有害廃棄物対応廃棄物処理施設有（国際水準）

インドにおける工業団地に必要な要素

各当局の許認可権限を下ろした行政窓口整備
⇒シングルウィンドウとしての機能強化

*インドは州政府の権限が強く、各州政府ごとに
働きかける必要がある

プラグアンドプレイ型事業によるレンタル工場や
物流関係設備を提供

産業用人材の育成促進

日本企業の優位性の確認

 ミャンマーのティラワ工業団地では様々な機能を工業団地事業者（現地政府および日本政府・民間企業の合
弁事業体）が提供することにより、入居企業の事業立ち上げから一貫した支援が受けられる環境となっている

 また近郊に日系民間企業が職業用訓練学校を設立し、基礎的な産業用スキルだけではなく日本語教育を実
施することにより、工業団地に入居する日本企業が人材採用できる仕組みが構築されている

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



②（サナンドⅢ近郊の競合工業団地現状）域内の工業団地一覧
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１３

（ご参考）インド工業団地
Sri City 約２,７００エーカー
Supa Parner 約２,３００エーカー
One Hub Chennai 約１,５００エーカー
Neemrana １,１６７エーカー
Giloth 約５３０エーカー

４

本田技研

スズキ

工業団地(GIDC)

工業団地(民間)

日本企業生産拠点

（出所）各社リリース、報道、工業団事業者発表資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

タタ自動車フォード

１

３

④ Mascot Industrial Park

面積：６２Acres 土地代：６,０００
INR/㎡ 空室率：３０％

① Vanod Industrial Park

開発予定

② Mandal ⅠⅡ

①Mandal １
面積：３００Acres 土地代：２,６６０
INR/㎡ 空室率：０％
②Mandal ２
面積：１００Acres 土地代：２９００
INR/㎡ 空室率：N.A.

⑭ SanandⅡ

面積：４,９４０Acres 土地代：３,７８０
INR/㎡(MSME Park：３,０１０INR/㎡、
Women Park：２,１００INR/㎡) 空室
率：８％

１２

⑪ Nihon Industrial Park

Location is unknown

面積：７０Acres 土地代：２,４５０
INR/㎡ 空室率：８０％

⑫ Romanovia Industrial Park

面積：１６１Acres 土地代：３,４７１
INR/㎡ 空室率：３０％

９

⑩ Kent Industrial Park

Location is unknown

面積：１６０Acres 土地代：６,１８０
INR/㎡ 空室率：N.A.

８

⑨ Global Industrial Park

面積：１１２Acres 土地代：３,４６０
INR/㎡ 空室率：０％

⑦ Rai Industrial Park

Location is unknown

面積：１６Acres 土地代：６,０００
INR/㎡ 空室率：０％

⑥ Sunshine Industrial Park

Location is unknown

面積：N.A. 土地代：N.A. 空室率：
N.A.

６

⑤ Soko Industrial Park

面積：１２０Acres 土地代：５,０００
Acres 空室率：０％

２

③ Bhagapura Industrial Park

面積：８０３Acres 土地代：３,５５０
INR/㎡ 空室率：N.A.

１４

⑬ SanandⅢ

面積：１,７５０Acres 土地代：３,８００
INR/㎡ 空室率：N.A.

⑮ Azure Industrial Park

Location is unknown

面積：~８Acres 土地代：５,５００INR/

㎡ 空室率：０％

⑯ Pinnacle Industrial Park

Location is unknown

面積：~７Acres 土地代：７,５００INR/

㎡ 空室率：０％

⑰ Casme Industrial Development Park

Location is unknown

面積：１３０Acres 土地代：３,０００
INR/㎡ 空室率： N.A

⑧ Viramgam

面積：１１２Acres 土地代：７２０INR/

㎡ 空室率：０％ １５

日本企業の優位性の確認

１６

１７

１１
１０

７

５

 アーメダバード近郊には６ヶ所の州政府工業団地、１１ヶ所の民間工業団地が存在（運営中、計画中を合算）
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名称 開発者 開発主体 場所 面積
(acres)

状況
土地価格
(INR/㎡)

主要入居者
空室率

(％)
備考

１

GIDC Mandal I
(日本専用工業団

地)
GIDC 州政府 ② ３００ 運用中

２,６６０
(日本企業向
けは２,４３０)

Fujita Engineering, Roki
Minda, Uni Minda, Munjal

Kiriu, MA Extrusion
０％

・基礎インフラ（道路・水・電気）に関してはGIDC設備が提供
・日印両政府より日本専用工業団地（Japanese Industrial Township：JIT）の指定
・ジェトロが支援
・日本の事業者がプラグアンドプレイ型事業を実施
・日本人従業員にサービスを提供するための住宅開発GIDC Mandal II

(日本専用工業団
地)

GIDC 州政府 ② １００ 建設中 ２,９００ N.A. N.A.

２ GIDC Bhagapura GIDC 州政府 ③ ８０３ 建設中 ３,５５０ N.A. N.A.
・主にスズキの既存及び将来サプライヤーに対応するフェーズ１開発
・社会インフラ開発への推進力なし
・１９社（１００エーカー程度）が用地申請済

３ GIDC Vanod GIDC 州政府 ① ９１７ 建設中 N.A. N.A. N.A. ・面積情報は新聞等より取得

４ GIDC Sanand III GIDC 州政府 ⑬ １,７５０ 建設中 ３,８００ N.A. N.A.

・基礎インフラ（道路・水・電気）に関してはGIDC設備が提供予定
・GIDCによる主要インフラの運営・管理を予定
・サナンド工業団地の拡張（Sanand-Charodi-Khorajエリア）
・住宅、通信開発はアーメダバードを結ぶ高速道路に沿って近隣で尾コン割れる

５ GIDC Viramgam GIDC 州政府 ⑧ １１２ 運用中 ７２０
Purple Rubber King, Kamal
Wires, AM Industries, Vibha

Industries
０％

・基礎インフラ（道路・水・電気）に関してはGIDC設備が提供予定
・GIDCによる主要インフラの運営・管理を予定
・１００％入居済

６

GIDC Sanand II 
(Bol)

GIDC 州政府 ⑭

４,９４０

運用中 ３,７８０

Hitachi Hi Rel, Cooper 
Standard, JBM Auto, Nivea,

Coca Cola, Teva, Parle, 
Unicharm, Alstom Bharat 

Forge

８％

・基礎インフラ（道路・水・電気）に関し
てはGIDC設備が提供予定
・GIDCによる主要インフラの運営・管
理を予定

・周辺地域における重要な住宅開発および商業開
発
・民間企業が近隣でゲートコミュニティ、日本人向
けサービス付きアパートメント、ホテル及びレストラ
ン開発

GIDC Sanand II –
MSME Park (Bol)

GIDC 州政府 ⑭ 運用中 ３,０１０ N.A.
・中小企業開発を目的とした特別区画
の用意

GIDC Sanand II –
Women Park (Bol)

GIDC 州政府 ⑭ 運用中 ２,１００ N.A.
・女性起業家の承認とインセンティブ
に関する特別コンセッション制度の採
用

②（サナンドⅢ近郊の競合工業団地現状）州政府工業団地詳細

日本企業の優位性の確認

 州政府工業団地は近隣の民間工業団地と比較し大型の案件が多く、新たに計画中（表中のN.A.)案件も存在
 価格が比較的安価だが、電気・水等の基礎インフラ以外を供給するところは少なく、入居企業の負担は大きい
 マンダル工業団地は日本専用工業団地として、日本の事業者により一部区画でプラグアンドプレイ型事業が行わ

れているが、マンダル工業団地に空き区画は無く、新規の日本企業進出は難しい

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

*記載内容は2018年12月時点のもの
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名称 開発者 開発主体 場所
面積

(Acres)
状況

土地価格
(INR/㎡)

主要入居者
空室率

(％)
備考

１
Azure Industrial 

Park
Azure Group 民間 ⑮ ~８ 運用中 ５,５００ - ０％

・Chandgodar-Sanand回廊の旺盛な倉庫需要のための開発
・近隣で住宅開発等の生活インフラ整備が進む

２
Pinnacle
Industrial

Park

Pinnacle
Developers

民間 ⑯ ~７ 運用中 ７,５００ - ０％

３
Casme Industrial

Development 
Park

Casme Industrial
Park Dev. (India)

Pvt. Ltd.
民間 ⑰ １３０ 建設中 ３,０００ N.A. N.A.

・当該地域への中国投資促進のための開発
・当初想定よりも事業は活性化していない

４
Mascot Industrial

Park
Mascot

Developers
民間 ④ ６２ 運用中 ６,０００

Ceat, Haitan
International, Tata 
Batteries, Emore

Horn, Katson, Asahi

３０％

・ワーカー向け住宅開発を実施
・CCTVおよびWi-Fiサービス環境整備
・１００％カスタマイズ可能なBTS工業用倉庫/区画（サイズ６,５平方メートル以上）の整備。Mascot
は、BecharajiやSanandの製造拠点から遠方だが、下記理由により高めな土地価格が提示
⇒統合的な開発の提供
⇒Vithlapur、Kalol及びKadiからの等距離（工業用地と住宅街へのアクセス容易）
⇒GIDC BhagapuraはMascot Industrial Park近傍のSHに接続

５
Nihon Industrial

Park
Nila

Infrasructures JV
民間 ⑪ ７０ 運用中 ２,４５０ N.A. ８０％

・１００％カスタマイズ可能なBTS工業用倉庫
・Viramgam-Becharaji Highway近傍にワーカー
向けの小規模住宅開発

・Hansalpur-Vanod Roadで最もスズキから
離れており空室率が高い

６
Romanovia

Industrial Park

Nila
Infrastructures
Ltd. & Kataria

Group

民間 ⑫ １６１ 運用中 ３,４７１ TVS Logistics ３０％

・Hansalpur-Vanod Roadのスズキ工場近郊

７
Kent Industrial 

Park
Nila

Infrastructures
民間 ⑩ １６０ 建設中 ６,１８０ N.A. N.A.

・所有権がクリアな土地、区画、プラグアンドプレイ工場及びBTS工業用倉庫（カスタマイズ可能）
を用意
・入居企業従業員向けの住居及び通信環境を整備
・調剤薬局、医療店及びクラブハウスの整備
・下記理由により高めの土地価格が提示⇒統合的な開発の提供
⇒Becharaji-Hansalpur（スズキ）及びVithlapur（ホンダ）から等距離

８
Global Industrial

Park
Global Group 民間 ⑨ １１２ 運用中 ３,４６０ Safexpress ０％

・ワーカー向けの住宅開発

９
Rai Industrial 

Park
Rai Developers 民間 ⑦ １６ 運用中 ６,０００

Sanko Gosei, Varroc
Polymers

０％
・追加設備の提供は無い
・スズキ及びホンダ工場間に立地しベンダーへのアクセスが容易
・投機目的の小規模住宅開発が進行

１０
Soko Industrial

Park
Soko

Developers
民間 ⑤ １２０ 運用中 ５,０００ PCL Logistics ０％

・スズキ工場近隣にカスタマイズ可能な倉庫を用意
・スズキ向けの住宅開発

１１
Sunshine 

Industrial park
民間 ⑥

② （サナンドⅢ近郊の競合工業団地現状）民間工業団地詳細

日本企業の優位性の確認

 サナンドⅢ近郊の民間工業団地は供給面積が小さく、今後多数の日本企業が入居することは難しい
 大半は倉庫用途で、プラグアンドプレイ型事業のようなサービス機能は備わっていないと考えられる

→日本の事業者がこのエリアに参入する余地は大きいと考えられる

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

*記載内容は2018年12月時点のもの
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③日本企業集積に必要な優位性となる要素の抽出

日本企業の優位性の確認

 サナンドⅢ工業団地開発においては、 ASEANの日系工業団地やサナンド近郊の競合工業団地を比較し、日
本企業による工業団地事業やプラグアンドプレイ型事業による周辺サービス（生活インフラ、共用サービス、人
材育成支援施設）の充実が優位性を持つ要因となる

 ASEAN地域の日系工業団地は①
レンタル工場、②シングルウィンド
ウ、③各種周辺設備を設けており、
多くの日本企業が集積

 一例としてミャンマーのティラワ工
業団地においては政府のワンストッ
プ機能や民間事業者による人材育
成支援など入居企業の事業支援が
行われている

①ASEANにおける日系
工業団地の分析

②サナンド近郊における
工業団地現状の確認

 サナンドⅢ近郊には州政府・民間
あわせて１７ヶ所の工業団地存在

 民間工業団地や州政府の日本専
用工業団地マンダルは生活インフ
ラ等のサービスを行うが、供給可能
面積が小さく、今後の日本企業進
出は限られる

 州政府工業団地は電気・水等基礎
インフラ提供に留まりASEANで日
系工業団地が提供する支援サービ
スは無い。

日本企業の集積に必要な優位性となる要素の抽出

 サナンドⅢ工業団地について、より多くの日本企業を
誘致するためには、周辺の工業団地に比べて進出し
やすい環境整備やサービスが求められる

 ASEAN等の日系工業団地が提供する共有サービス機
能は当地域において日本企業ついてそれぞれの優位
性が高いものとの認識
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④優位性を発揮できる日本事業者によるモデル

日本企業の優位性の確認

 前項で示した優位性を備える日本企業による事業モデルでインドで実績があるのは①工業団地事業、②プラグアンド
プレイ型事業

ケース①
工業団地事業

• 日本企業がインドに事
業体を組成（出資）し、
工業団地事業者として
運営を実施

モデル 概要

• ワンハブチェンナイ
（チェンナイ）

• 双日マザーサン工業
団地（チェンナイ）

• マヒンドラ工業団地
チェンナイ
（チェンナイ）

インド国内実施事例

• 政府系、地場系工業
団地より質の高い電
気・水・道路等基礎イ
ンフラや防犯面での
機能提供

• 日本人駐在員による
各種サポート等のソフ
トサービス

提供機能

• 土地収用や許認可のハード
ルが高いインドにおいて民間
デベロッパーが単独で事業
するには事業開始遅延リス
ク等が大きい

• 州政府や競合と比較し販売
価格が高価となり、マーケ
ティング面で劣後する可能性
あり

事業者の留意点

ケース②
プラグアンドプ
レイ型事業

• 工業団地の内部にてレ
ンタル工場をはじめと
した様々なビジネス支
援を実施

• Toyota Techno Park 
India（バンガロール）

• Toyota Tsusho India
• Auto Park（バンガ

ロール）

• TT Techno Park 
Management   

• Services(チェンナイ)

• Techno Trends Auto 
Park（アーメダバード）

• 日本人駐在員による各
種サポート等のソフト
サービス

• レンタル工場を提供し
入居企業が初期コスト
を抑えられる仕組み

• 様々な共有サービス
（設立支援、通勤バス
や食堂等）の提供

• レンタル工場は３年ほどの短
期的な利用を主な目的とす
る製造業が多く、長期的な利
用を希望する製造業者は利
用しない。また提供できるス
ペースも限られるため大型
投資を行う製造業も対象外
となるため、事業開始におい
ては綿密なプレマーケティン
グが必要とされる

• サービス提供は主にレンタ
ル工場内に限定される

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



③. 日本企業の誘引環境・要因

48

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認 P.４９

日本企業誘引の要因（レンタル工場、ビジネスサポート等）の把握 P.５９



49

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認



日本企業のインド進出の課題

 他国と比較し、日本企業がインド進出時の課題として「インフラが未整備」を高い水準で挙げている

進出の課題
インド

インドネシア 中国 タイ ベトナム
２０１７ ２０１６ ２０１５

法制の運用が不透明 ４４.５％ ３５.４％ ３８.９％ ３８.１％ ５４.２％ １６.４％ ３５.５％

インフラが未整備 ４４.０％ ５１.４％ ４９.４％ ２６.２％ ５.８％ ５.７％ ２７.０％

徴税システムが複雑 ３８.５％ ３２.５％ ３０.２％ １１.９％ １４.７％ ８.２％ ５.０％

他社との厳しい競争 ３７.４％ ３４.９％ ３１.５％ ３６.５％ ５７.４％ ４５.９％ ３１.２％

税制の運用が不透明 ３３.５％ ２５.９％ ２４.１％ １９.０％ ２９.５％ ８.２％ １９.９％

労務問題 ２４.７％ ２１.２％ ２１.０％ ２０.６％ １８.９％ ６.６％ ９.９％

治安・社会情勢が不安 ２０.９％ ２８.８％ ２７.２％ ２８.６％ １７.９％ ２２.１％ ８.５％

労働コストの上昇 １９.８％ １７.０％ ２１.０％ ３７.３％ ６４.７％ ４４.３％ ３８.３％

各国への進出にあたっての課題 ２０１７年

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

（出所）国際協力銀行資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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①現地進出済企業へのヒアリング結果

 ＧＪ州へ進出している日本企業に聴取した主な課題は以下のとおり
 土地不足に加え交通アクセスや治安面での不安が挙げられた

生活インフラ

• 禁酒州であり、菜食主義者が多く、外国人には生活が困難である
• マンダル・ベジャラジ、サナンド周辺は治安面に不安

土地

• スズキの生産拡大に伴いマンダル・ベジャラジ周辺への企業進出の拡大が見込まれる中、当該地域周
辺には、工業団地用の適切な土地が不足している。州政府の工業団地は土地と基礎インフラの提供に
留まっており、多面的なサービスがあれば利用したい。

道路

• 幹線道路は整備されており渋滞はほとんどないものの、スズキ、ホンダ（二輪）の生産工場があるマン
ダル・ベジャラジ周辺の州道は舗装状態が悪く道幅も狭い、雨季には冠水することも

• ビランガムの都市や、一部線路などはバイパスやフライオーバーなどで交通環境の改善を期待。道路
環境が改善すれば移動時間が短くなり、遠隔地との取引活性化も期待される。

ハ
ー
ド
・イ
ン
フ
ラ

• マンダル地域からアーメダバード市内まで２時間弱要することもあり、通勤は難しい
• マンダル・ベジャラジ周辺にマネージャー級が住むことの出来る環境（住居、病院、学校）が必要
• 工場と周辺都市（Sanand、Viramgam、Kadi、Mehsana）との交通機関を充実して欲しい

• GJ州内の環境規制が厳しく、入居企業個々が対応する必要があるため工業団地に集中排水処理シス
テムや廃棄物リサイクル施設を導入して欲しい

(出所) みずほ銀行国際戦略情報部によるヒアリングに基づき作成

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認
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 ＧＪ州へ進出している日本企業に聴取した主な課題は以下のとおり

ヒト

• ワーカーの質がデリー北部・南部と比較して低く、各社の期待水準を満たす人材が不足
• ＩＴＩ（職業訓練校）の教育水準が低い
• 優秀なワーカーの離職率が高い

制度

• 許認可の数が多く、取得手続きが不明瞭（担当官毎に判断が異なる）
• シングルウインドウとして専門機関（iNDEXTb）が設けられているが、照会機能しか持たず、許

認可権限を有していない

ソ
フ
ト
・イ
ン
フ
ラ

• 労働制度等の従業員にかかる法制度で厳しい部分がある、また今後厳しくなるような話しもあ
り不安

• 一部地域では各種申請を州政府窓口とMBSIRの双方に行う必要があり、二度手間となってい
る

①現地進出済企業へのヒアリング結果

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

(出所) みずほ銀行国際戦略情報部によるヒアリングに基づき作成
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②GJ州未進出企業へアンケート実施

GJ州進出に掛かる質問事項(みずほ銀行受託経済産業省調査　*無記名回答）

No 設問
回答番号
 *右より選択

回答 コメント記述欄

1
インドの次の工場候補地は？
　*複数有る場合は優先順位記載

①デリー近郊
②アーメダバード近郊
③プネ近郊
④バンガロール近郊
⑤チェンナイ近郊
⑥その他

2 既存のGJ州向け商流

①有り（直接取引）
②有り（商社経由）
③無し（取引要請もしくは進出要請あり）
④無し（取引要請は現状無し）

3 GJ州製造拠点検討状況は？

①既に決定済（●●年に稼働予定とコメント欄に記載）
②取引先からの打診があり検討中（●年以内に決定と記載）
③取引先からの打診は無いが検討中（●年以内に決定と記載）
④今後検討予定（検討開始のきっかけとなる要因記載）
⑤GJ州へは進出しない、または検討を予定していない

4
GJ州進出の目安は？
（現地自動車生産の規模）

①GJ州取引先の自動車生産規模75万台
②GJ州取引先の自動車生産規模100万台
③GJ州取引先の自動車生産規模125万台
④GJ州取引先の自動車生産規模150万台
④その他（●万台向けの自動車部品を受注できたら等）

5 取引先との距離の目安は？
①隣接または取引先敷地内
②●キロ以内（コメント欄に取引先との距離記載）
③距離は関係ない

6 工場の広さ（建屋面積）について
①建屋面積●㎡ほど（コメント欄に広さを記載）
②未定

7 GJ州への投資規模
①工場進出する場合の設備投資　中～大（5億ルピー超）
②　　　　〃　　　　　　　　 設備投資　小（5億ルピー以下）

8
GJ州の工業用地に期待する要素
　*複数回答可

①土地価格（平米あたり●ドル/ルピー以内が目安等）
②レンタル工場（●㎡、何年間利用したい等コメント欄記載）
③工業団地の日本人窓口
④共用サービス（バス、食堂、バックオフィス機能、防犯等記載）
⑤インフラ（集中排水処理システム、工業団地ゲート管理）
⑥物流倉庫
⑦サービスアパート、住宅、病院、消防等の設備
⑧その他

9
その他GJ州進出にあたっての課題
　*複数回答可

①基礎インフラ（道路、電気、水、ガス）の供給
②工場用地の有無
③環境規制
④人材・雇用（ワーカーの数や質）
⑤政府インセンティブ有無
⑥生活環境（日本人およびワーカー）
⑦その他（業績や人材等社内体制、取引先動向が未定など）

10

その他（自由記載）
　*完成車メーカー動向
　*GST影響
　*GJ州のイメージ等

GJ州進出意向や進出にあたって望む要素
や課題等をアンケートにてヒアリング実施

【対象】
インド進出済日本企業（製造業として工場・倉庫保有）

【手法】
・インドないし日本における対面インタビュー
・質問用紙は右のとおり（*回答者は無記名）

【実施機関】
２０１８年１１月～２０１８年１２月

【回答数】
・４９件

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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②GJ州未進出企業へアンケート実施（未進出企業アンケート結果）

・納品先のTier１がアーメダバードに進出すれば、Tier２の自分たちも進出
・今後アーメダバードに日本企業が増えることを予測し、先んじて土地を購入した
・是々非々で決定
・今の工場でかなり先までの生産能力があるため、次の工場設立は無し
・次の工場具体的にはアーメダバードを検討中。将来的にはプネへの設立も

・代理店経由で取引がある
・日系消費財メーカー向けにデリー地域から販売をしている
・現地物流会社に、当社のインド人を駐在させ顧客対応している
・Tier１の取引先がグジャラートへ進出しており、来年より製品出荷予定
・すでに現地に外部倉庫を保有している
・将来日系完成車メーカーからの納入要請があるかもしれない
・GJ州の納入代行業者を利用中

コメント コメント

インドで操業中の日系製造業の約６割がアーメダバード
での新工場を視野に入れている

N=４９社(複数回答)

６割近い企業は既にグジャラート向けの商流を持つ

N=２６社

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

(出所) みずほ銀行実施のアンケートより作成
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コメント

日系完成車メーカー取引が進出
１年以内に決定
２０２０年４月稼動予定
２０２０年に既存工場で拡張予定で、グジャラート進出はそれ以降
２０２０年稼動予定
新規生産受注次第
２０２４年の既存北部工場の生産能力が限界となるタイミングで進出
２０１９年稼動
取引先からの受注が決まれば正式に社内決定。FY２０１８年度中
諸条件次第(対OEM)

設問１にて「次の工場をアーメダバードに」と回答した２９
社のうち２１％は既に進出する事を決定

N=２９社

次の工場をアーメダバードにと回答した企業のうち、半
数超は１００万台超の自動車生産規模になれば進出目
安と回答

N=２４社

コメント

諸条件次第(対OEM)
取引先１００万台規模
受注次第
６０万台以上
台数よりも既進競合メーカーとの価格デメリットが大きくなる前にとの考え
１００万台が見えたとき
自社工場で２５万台分生産

②GJ州未進出企業へアンケート実施（回答者のうちアーメダバード進出検討企業)

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

(出所) みずほ銀行実施のアンケートより作成
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コメント コメント
外国系完成車メーカーが近いのでサナンドⅢは好立地
近いほうがベター
距離は重要、物流コスト負担は困難
取引先の近くに出るが是々非々
既存拠点の周りに競合がいないので、気にしていない
２０～３０km程度、近くには行きたくない
是々非々

アーメダバード進出検討企業のうち、自社工場と取引先
との距離の目安は４０％が７０キロ以内と回答。

N=２５社

次の工場をアーメダバードにと回答した企業のうち、３
３％は５０００平米以下の小規模工場を検討している

N=２８社

②GJ州未進出企業へアンケート実施（回答者のうちアーメダバード進出検討企業)

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

立ち上げ当初はレンタル工場にて操業し、状況をみながら自社工場の検討
当初は２,０００㎡で立ち上げ、追加受注後より大きな工場へ移転

(出所) みずほ銀行実施のアンケートより作成



57

初期投資は抑えたい（レンタル工場）
半導体前工程の可能性あり（将来的）
５億前後
組立工場なので規模は小さい。

プラグアンドプレイ型事業のコンセプトはGood

ワーカーはストライキ回避のため様々な州から採用
ビジネス環境が劇的に変化するまでは一時的にレンタル工場を利用したい
バス・食堂・セキュリティのインフラを提供して欲しい
ニムラナではセキュリティの防犯が役に立っている
レンタル工場は３年～４年使用
Japan Deskは欲しいが日本人である必要は無し

窓口は政府との交渉力があるのなら必要。工場内にクリーン環境を置いている場合は、自
社食堂があると便利
レンタルで出る場合は、共用サービスがあれば嬉しい
レンタル工場２,０００㎡３年契約が望ましい、共用サービスは是々非々で検討
ニムラナがよかったので、それをベースに考えたい。工業団地内には住みたくない。
レンタル工場で約１エーカー、まずは５年ほど
日本食サービス
現地従業員の採用サポート、スキル教育サポート。

次の工場をアーメダバードにと回答した企業のうち、半
数は５億ルピー以下の投資規模を検討

N=２４社

アーメダバード進出検討企業においては共用サービス
や住宅・病院等の設備ニーズが高く、レンタル工場につ
いても１０社から期待すると回答あり

N=２６社（複数回答）

コメント コメント

②GJ州未進出企業へアンケート実施（回答者のうちアーメダバード進出検討企業)

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

(出所) みずほ銀行実施のアンケートより作成
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自由コメント

コメント

サプライヤー次第
電力の安定供給はマスト
投資回収目的へ値上げ達成可否
他の日系に進出のタイミングを見極めたい
女性雇用のしやすさが重要
現地従業員の採用サポート、スキル教育サポート

・工場設立の法律で工場発電機の設置場所や水量設定などの規制が事後で変わっため、
その対応に苦労している。
・ワーカーレベルの人材の住居や生活インフラが十分でない地域。
・政府に土日通関の解説や、各種認可窓口を一本化・迅速化の対応をお願いしたい。
・進出計画を進めるにあたっては取引先の増産計画が重要。
・日本人にとってハードルの高い生活環境
・州独自の環境整備（ゴミ)規制が存在したり、交通・運転教育などマナー、モラル教育をは
じめ、一般的な教育体制整備について取り組む姿勢があるのか疑問。
・現地進出しまずはレンタル工場で操業するが、日本人にとって生活インフラが十分でない
ため自社工場への意思決定が容易ではない。
・インド人ワーカーの生活環境が大事
・将来的にモディ首相が引退した後、世間の注目がGJ州から薄れてしまい、インフラ開発
が遅れるのではとの不安あり
・人材確保が困難な地域
・当社部品は小さいため、生産拠点は集中したほうがいいので第二工場としての進出は検
討していない。
・グジャラートでの人材確保が難しいとの声がある
・インドで既に組んでいる合弁パートナーですらGJ州はオペレーションが難しい土地柄との
事を言っている。

アーメダバード進出検討企業においては、人材や生活
環境（日本人、現地ワーカー向け）を課題にあげる企業
が多い

N=２３社（複数回答）

②GJ州未進出企業へアンケート実施（回答者のうちアーメダバード進出検討企業)

日本企業の入居可能性検証（工場設立に当たって必要な要素、サービス等）確認

その他グジャラート投資環境に関する意見

(出所) みずほ銀行実施のアンケートより作成
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日本企業誘引の要因（レンタル工場、ビジネスサポート等）の把握



 前項のヒアリングおよびアンケートより、日本企業が現地進出に際して求める要素をとりまとめる
 解決に向けて特に赤字の項目については、日本の事業者による早期着手が必要

日本企業が現地進出の際に必要とする要素と留意点

日本企業誘引の要因（レンタル工場、ビジネスサポート等）の把握

道路インフラ • サナンドからマンダル、ベチャラジにかけて道路の拡張整備

住宅
生活インフラ

• 現地で働く日本人やワーカー向けの住宅、病院、消防署、
防犯等の生活関連インフラが不安

ハ
ー
ド
・イ
ン
フ
ラ

• 今後対象地域では工場用地が不足することが懸念される工場用地

制度
サービス

• 州政府認可手続きが複雑で時間を要するとの声がある
• 工業用地に求める項目として、共用サービス（バス等）の要

望が最も高い

人材採用

ソ
フ
ト
・イ
ン
フ
ラ

• 産業人材の採用が難しい（ワーカーの数と質）
• 労働制度等の従業員にかかる法制度で厳しい部分がある

日本企業が必要とする要素 解決にむけてアクション

既に州政府が着手し改善中も、速やか
な完成に向けて日本側として要望を続
ける必要がある

• 住宅は日本の事業者を含めて民間で
供給可能

• 防犯・病院は工業団地エリアに関して
は民間事業者が対応可能

• サナンドⅢ工業団地で日本企業向け
用地を提供する可能性を検証し、コン
セプトを提示へ

• 州政府へシングルウインドウ強化要望
• 一部機能は日本の事業者でバスや設

立支援などの共用サービスで支援

• 州政府の要望、日本の事業者が産業
人材育成機関設立（JIM等）、採用支
援等が可能

• 州政府の日本事業者に対する要望で
もあり、設立に向けて着手へ
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④. 工業団地および関連事業の事業性、実施手法、リスク分析、課題抽出等
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インフラシステムの基本的な設計等（インフラの新設、改良、近代化等の提案に必要な
基本的な設計やビジネスモデルの策定等） P.６３

土地利用計画、取得状況や取得予定の検証 P.６７

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証 P.７０

事業規模等の算出（土地取得、造成、運営、保守・メンテナンス費用を含むコスト分析等） P.７９

事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等） P.８２

資金調達方法の検証 P.９１

リスク分析（政治、経済、土地収用、住民反対、災害、その他遅延等） P.９８

事業実施体制、事業スケジュール検証 P.１００

日本企業集積に向けたサナンドⅢ工業団地開発コンセプト P.８７
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事業モデル検証にあたって

事業モデルと検証方法

概要

 今回の調査においてはサナンドⅢ工業団地の開発可能性を、日本企業が他インド地域で実施実績を持つ２つ
の事業モデルに分類し、それぞれの事業性を検証

 検証方法は机上調査および事業者に対するヒアリングをもとに実施

検証方法

ケース①

工業団地
事業モデル

事業モデル

・サナンドⅢ工業団地の日本専用エリアを日
本の事業者が購入し、民間工業団地事業者と
して開発・運営

・机上調査
インド他地域およびサナンド近郊の工業団地
情報を収集。事業性を検証。
・ヒアリング調査
日系・外資系工業団地事業者へのヒアリング
を実施し、参画興味や事業性を検証

ケース②

プラグアンドプレ
イ型事業モデル

・サナンドⅢ工業団地全体の開発・運営主体
は州政府が行う
・一部区域を日本専用エリアとし、その中でプ
ラグアンドプレイ型事業（レンタル工場＋各種
ハード・ソフトサービスの運営）を実施

・机上調査
インド他地域およびサナンド近郊の類似事業
情報を収集、事業性を検証
・ヒアリング調査
日系プラグアンドプレイ型事業者へのヒアリン
グを実施し、参画興味や事業性を検証
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インフラシステムの基本的な設計等（インフラの新設、改良、近代化等の提案に必要な
基本的な設計やビジネスモデルの策定等）
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サナンドⅢ工業団地概要

インフラシステムの基本的な設計等

 今回の調査においてはサナンドⅢ工業団地の開発可能性を２つの事業モデルに分類し、事業性を検証
 机上調査および事業者に対するヒアリングをもとに検証実施

サナンドⅢ工業団地概要

項目 概要

サナンドⅢ
工業団地

概要

州政府（GIDC）が開発、運営する工業団地
開発総面積：１４３８ヘクタール
２０１８年秋より分譲開始、基礎インフラ
土地価格：３８００ルピー/㎡ *９９年リース
工業団地だけではなく、商用・住居等の開発も計画

インフラ
基礎インフラを州政府が開発中 *２０２０年１２月完成予定
道路(４３km)、水(１１MLD)、計画（GIDC事務所、消防署、警
察署等）

交通アクセス
（サナンドⅢ
工業団地か
らの距離）

道路：州道７号線（Sanand-Viramgam Highway、
片側二車線）と接続

鉄道：サナンド駅（２１km）、ビランガム駅（２９km）
港：カンドラ港（２７４km）、ムンドラ港（３２４km）、ハジラ港

（３１０km）、DFCサナンドジャンクション（予定）
空港：アーメダバード国際空港（３５km）
近隣都市：アーメダバード（３５km）、サナンド（１９km先）、
ビランガム（２２km）
近隣完成車メーカー/工業団地：タタ自動車(９km)、フォー
ド（１４km）、マンダル日本専用工業団地（５０km）、ホンダ２
輪(５１km)、スズキ４輪(６８km)

開発予定計画

 州政府マスタープラン（２０１７年時点）によると工業
団地は工業用地（４４.２％）、物流用地（６.４％）、商
業用地（５.５％）、住宅用地（４.０％）が想定されてい
る

Land Use Category Area(ha) Ratio
Industrial 636.0 44.2%
Logistics 92.0 6.4%
Mixed Land Use &
Commercial

79.0 5.5%

Residential 57.0 4.0%
Green Open Space 64.0 4.5%
Road. Etc 510.0 35.5%
Total Area (ha) 1436.0

(出所) 州政府資料に基づきみずほ銀行国際戦略情報作成
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日本専用工業団地エリアについて

インフラシステムの基本的な設計等

 サナンドⅢ工業団地のうち、日本専用工業団地エリアとして５８４.１ヘクタールを事業者が開発するものとする
 日本専用工業団地エリアのうち、工業用地が５０％にあたる３０５.２ヘクタールとし、住宅・商業用地も設定

(出所) 州政府資料、設計事務所ヒアリングに基づきみずほ銀行国際戦略情報作成

州政府が予定する日本専用工業団地エリア

 州政府からはサナンドⅢ工業団地のうち
下記図の斜線部分である６１２ヘクタール
が日本専用工業団地エリアとして開発可
能との提示があった

 州政府提示部分のうち緑地を除いた５８４.１ヘクタールにつ
いて日本専用エリアしての土地利用を考案、収益性を試算

土地利用 面積(ha)

工業用地 ３０５.２

住宅用地 ２４.８

商業用地 ９.９

インフラ用地 ５６.２

道路用地(６０

m)
３３.９

道路用地(４５

m)
４６.９

道路用地(３０

m)
８９.４

緑地 ８.５

ガスライン用地 ３.１

電気ライン用地 ６.２

合計 ５８４.１

日本専用工業団地エリアのイメージ図 土地利用（案）

この区域は緑地等で
利用不可と考慮

今次検証対象とした日本専用工業団地エリアについて
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・既往計画における汚水処理施設用地に排水を
集めるものとする。
・汚水量は、給水量の８０％とすると約１４,８００m
３/日となり、必要な汚水配管の延長は、幹線（６
０m道路）約８,７００m、枝線約２２,１００mの約１２,
７００mとなる。

・既往計画における変電所用地より
給電されるものとする。
・給電量は、工業用地の原単位を３０
０kVA/haと想定した場合、工業用地
だけで９２MW程度必要となり、給電施
設の総延長は、約２５,８００mとなる。

・計画地の東側と西側に隣接
している河川（もしくは農業用
水路）がある。
・それらを排水先として活用可
能との前提で下図のような雨
水排水ルート案とし、必要な雨
水排水施設の総延長は約３４,
５００mとなる。

・既往計画における給水エリアより全域に給水する。
・給水量は、下記想定で約１８,５００m３/日必要とな
り、必要な給水配管の延長は、幹線（６０m道路、イン
フラ幹線用地）約１０,１００m、枝線約１５,３００mとな
る。

各種インフラシステムの設計

インフラシステムの基本的な設計等

 事業モデルケース①の工業団地事業として、各種インフラシステムを下記のとおり設定し、コスト試算
 事業モデルケース②のプラグアンドプレイ型事業について、インフラシステムは事業者である州政府が提供す

るため設定しない

土地利用
面積

(ha)

給水原単位

(m３/日ha）

給水量

(m３/日）

工業用地 ３０５.２ ３７ １１,２９２

住宅用地 ２４.８ ８３.３ ２,０６６

商業用地 ９.９ ６１.７ ６１１

インフラ用地 ５６.２ １２.３ ６９１

道路用地(６０m) ３３.９ １２.３ ４１７

道路用地(４５m) ４６.９ １２.３ ５７７

道路用地(３０m) ８９.４ １２.３ １,１００

緑地 ８.５ ０ ０

ガスライン用地 ３.１ ０ ０

電気ライン用地 ６.２ ０ ０

合計 ５８４.１ １６,７５４

給電システム施設 給水システム施設

汚水処理システム施設雨水排水システム施設

(出所) 州政府資料、設計事務所ヒアリングに基づきみずほ銀行国際戦略情報作成
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土地利用計画、取得状況や取得予定の検証
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サナンドⅢ工業団地の土地収用状況確認（土地デューデリジェンス）

土地収用状況

サナンドⅢ工業団地 土地デューデリジェンス方法

法律事務所が各種機関や情報ソースから土地所有関連データ入手

近隣のサナンドⅡ工業団地で土地DD実績のある法律事務所に外注

日本専用工業団地の土地収用状況および4ヶ所ランダムで抽出したヶ所の利権問題確認

1 2 3 4Items

土地用途

GIDCの土地取得状況

抵当権抹消状況 *3

訴訟状況

工業用地*1

*2 済 済 済

済 済 済 済

*4 なし なし なし

Department
（照会先）

GIDC
（工業団地
開発公社）

Revenue
Department

Sub Registrar Office
Litigation
Database

Evidence
（入手物）

全体について
Consent
Awards 

サンプル10ヶ所
Registered Sales 

Deed

サンプル10ヶ所
Encumbrance 

Certificate

サンプル10ヶ所
Court 

Litigation
(Civil Suit)

Checked
Contents
（確認内容）

Title owner
is GIDC/

Land Type
Title owner is GIDC

Pending Loan
History

Pending 
Civil Suit
History

サナンドⅢ工業団地全体の約8割について、GIDCは土地を取得済。
サンプルDD（日本専用工業団地４ヶ所、それ以外の区画６ヶ所）を
行った結果、日本専用工業団地地域で右のとおり一部課題があり。
工業団地の利用をするためには、州政府が手続きを完了する必要
がある。

(出所) 州政府資料、松田綜合法律事務所資料に基づきみずほ銀行国際戦略情報作成

*1：GIDCより購入済みの用地は工業用地へ転換済み
*2：GIDCより土地購入済みだが、土地所有権書類に移転されていない

*3：日本工業専用団地の4ヶ所ランダム調査には、土地未払い債務はないが、それ以外のエリアに関して、
土地未払い債務情報があり

*4：GIDCより土地購入済みだが、現在訴訟履歴がまだ残っている状況

全
体
の
土
地
収
用
状
況

3

2

4
1

日
本
専
用
工
エ
リ
ア
内
サ
ン
プ
ルD

D

ヶ
所

*黄色区画は州政府
購入済（約8割）
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工業団地として利用するにあたって

土地収用状況

1.土地利用

2.土地の所有権

3.法律事務所の
助言等

・農地から工業用地に転換されたターゲットとなる工業団地エリアの土地利
用の特定のためにデューデリジェンスを実施

・提供を受けた工業団地エリアの所有権を特定するためにデューデリジェン
スを実施
・提供を受けた工業団地エリアの所有権をサポートするためのエビデンスを
州政府へ問い合わせ

・土地デューデリジェンスに関して法律事務所からのその他助言

 インドの土地利権は複雑なため、利用に当たっては、土地が真に利用可能かどうかを確認する必要有
 実際にサナンドⅢ工業団地の土地を購入するにあたり、入居企業（または事業者）に対して下記を推奨する

(出所) 州政府資料、松田綜合法律事務所資料に基づきみずほ銀行国際戦略情報作成
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工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証



アーメダバード周辺の主なホテル、サービスアパートメント等マップ
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Area Map ( Mandal-Becharaji-Khoraj )

ホテル

サービスアパートメント

２

② Le Tokyo

INR ３,９５０ to INR ５,５００ per Night

３

④ Hotel Safar

INR １９００ to INR ２,５００ per 

Night

⑤ Hotel Royal Palace

INR １,２００ to INR １,５００ per 

Night

⑥ Pearl of Heaven The Hotel

INR ３,３００ to INR ４,３００ per 

Night

⑦ Hotel Saffron

INR ９００ to INR ２,５００ per Night

③ Pam Inn Residency

INR ２,３００ to INR ２,７００ per 

Night

４

１

１

① Aju Japanese Hotel

INR ５,０００ per Night

５

Around Changodar

*アーメダバード南部

６

７

８

⑧ The Habitare

-

① Club O７

INR ４,５００ to INR ５,５００ per 

Night

⑨ Tokyo Ryokan

-

９

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



アーメダバード周辺の主なホテル、サービスアパートメント等マップ
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Area Map ( Mandal-Becharaji-Khoraj )

駐在員向け住宅

＊駐在員向け住宅はサービスアパートメント
としての活用が概ね

Name

Type Configuration
Rate (INR/ Sq. 

Ft. of SBUA)

＊凡例

① ７８

Apartment ３-４ BHK ６,０００-８,０００

② Riviera Greens

Villas ４-５ BHK ６,０００-９,０００

③ The Meadows

Villas ３-４ BHK ４,３００-７,３００

１
２
３

④ Safal Vihaan

Villas ４-５ BHK ５,０００-７,０００

４

⑤ Gala Lotus Villas

Villas ４ BHK
７,０００-１２,００

０

５

⑥ Kalhar Blue & Greens

Villas ４ BHK ５,０００

８

６

⑦ Arvind Uplands

Villas ４-６ BHK ３,７００

７

⑧ Shilpgram ６

Plots & Villas - ３,５００-４,０００

⑨ Glade １

Plots & Villas
１-４
BHK

３,５００-４,０００

９

Around Sanand

Around Thoi

*Sanand北部

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



（ご参考）アーメダバード周辺の主な日本食レストランマップ
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Area Map ( Mandal-Becharaji-Khoraj )

日本食レストラン

４

１

７

６

２

５

⑤ Kuro 

(Renaissance Hotel内)

⑥ Restaurant

(Le Tokyo Hotell内)

① Miyabi

④ Restaurant

(Aju Japanese Hotels内)

⑦ Sakura Ryokan

③ Sakura Restaurant

Location is unknown.

② Tokyo Ryokan

３

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



（ご参考）アーメダバード周辺の主なショッピングモール
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Area Map ( Mandal-Becharaji-Khoraj )

ショッピングモール

② Ahmedabad One Mall

１

④ CG Square

③ ISCON Mega Mall

⑤ Gulmohar Park

① Acropolis Mall

２

３

４

５

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成



（ご参考）アーメダバード周辺の主な大規模病院
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Area Map ( Mandal-Becharaji-Khoraj )

（出所）各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

病院

② Apollo Hospital

① Zydus Hospital

１

２

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証
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工業団地の内部におけるインフラの導入可能性検証

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

集中排水処理
システム

• サナンドⅢ工業団地入居企業はゼロ・ディスチャー
ジとして排水・廃棄物の処理を自前で行う必要があ
る。近隣工業団地入居企業は自前の排水処理シス
テムを導入する必要があり、コスト負担が大きい。

ハ
ー
ド
面

インフラシステム

 ケース①工業団地事業、ケース②プラグアンドプレイ型事業について、サナンドⅢ工業団地内のハード・ソフト
面のインフラの現状と導入可能性を検証

 事業者へのヒアリングや現地不動産コンサルによる競合分析をもとに検証実施

現状分析 導入可能性

• インドで実績のある日系水処理事業者
による集中排水処理システムを導入は
入居企業への誘引効果となる。

• 水処理事業者の収益性は要検証。

廃棄物処理
リサイクル

• サナンドⅢ工業団地の入居企業はゼロ・ディス
チャージとして排水・廃棄物の処理を自前で行う必
要がある。近隣工業団地入居企業は地場の処理業
者が固形廃棄物を引き取る。

• 工業団地内での廃棄物処理・リサイク
ル設備の導入は入居企業にとってはメ
リットが多いが、現状日系企業からの
参画意向は聞かれず実現性は低い。

団地内住宅
サービスアパート

• 他のインドにおける工業団地では州政府・民間双方
で民間デベロッパーによる工業団地内住宅ないし
サービスアパートが展開されている。

• サナンドⅢ近郊は地場企業の住宅開発事業あり。

• 既に近隣に競合が多く、また賃料も安
いため、日系デベロッパーが新規に工
業団地内に住宅等を設置するには、
単体事業としてのハードルが高い。

レンタル工場
• 近隣では日系事業者によるレンタル工場設備があり

複数の日系製造業が事業を展開。日系以外の事業
者はレンタル倉庫が中心。

• 初期投資を抑えたい日系製造業にとっ
て、レンタル工場の設置は誘引効果あ
り。

• 日系事業者次第では導入可能。
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工業団地の内部におけるインフラの導入可能性検証

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

ビジネス/採用
支援

• 日本企業は個別に会社設立、人材採用等を実施
• アーメダバード市内には複数のサービスプロバイ

ダーが存在

ソ
フ
ト
面

インフラシステム

 ケース①工業団地事業、ケース②プラグアンドプレイ型事業について、 サナンドⅢ工業団地内のハード・ソフト
面のインフラの現状と導入可能性を検証

 事業者へのヒアリングや現地不動産コンサルによる競合分析もとに検証を実施

現状分析 導入可能性

• 日本企業のニーズが高ため、日系事
業者がプラグアンドプレイ形式で会社
設立、人材採用支援等が可能

ジャパンデスク

• ASEANの日系工業団地では工業団地事業者が日
本人によるジャパンデスク設置するケースが太宗

• インドの州政府工業団地では一部JETROが対応。
GJ州はジャパンデスクを設置するが日本人職員は
いない。

• 工業団地事業/プラグアンドプレイ型事
業者が日本人が在籍するジャパンデ
スク設置し、入居企業へのサービスが
提供可能

通勤支援

• インドにおいては一般的に製造業がバスをチャー
ターし従業員の近隣都市からの通勤を支援

• 近隣地域ではプラグアンドプレイ型事業による、入
居企業へのバスチャーター事業を行う日系事業者
あり

• プラグアンドプレイ型事業による工業
団地内入居企業に対する通勤バス支
援導入可能性が高い

防犯

• アーメダバード近郊のエリアにおいては従業員の防
犯に不安を持つとの声が日系企業がある

• インド北部では日系企業が工業団事業者から委託
を受け防犯サービスを提供する事例あり

• 日系防犯事業者の参画や防犯カメラを
活かしたインフラの導入可能性が高い
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周辺におけるインフラの導入可能性検証

工業団地及び周辺のインフラ（ハード面、ソフト面）導入及び導入可能性の検証

近隣の住宅
サービスアパート

• サナンドⅢ工業団地はアーメダバード市内から車で
３０分ほどの距離であり、通勤圏内。

• アーメダバードおよびサナンドⅢ近郊は地場企業に
よる住宅・サービスアパートメントが展開されてい
る。

ハ
ー
ド
・ソ
フ
ト
面

インフラシステム

 サナンドⅢ工業団地周辺におけるインフラの導入可能性を検証

現状分析 導入可能性

• アーメダバードからの通勤圏内でニー
ズは限定的。また地場企業の住宅・
サービスアパートメントがあり競争環境
は厳しい。

交通
• サナンドⅡ工業団地へは近隣都市からの公共交通

機関はない。入居企業はバスをチャーターし従業員
の通勤を支援。

• 公共交通機関が無いため、サナンドⅢ
工業団地においてプラグアンドプレ型
事業での個別企業の負担削減となる
通勤支援が現実的。

日本食
• アーメダバード市内からベチャラジ地域にかけて既

に１０店舗近いインド人事業者による日本食レストラ
ンが存在

• 既に近隣に競合があり、また酒類が州
規制により提供できないため、日本の
外食企業の新規参画ハードルは高
い。
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事業規模等の算出（土地取得、造成、運営、保守・メンテナンス費用を含むコスト分析等）
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【ケース①】事業規模等の算出（土地取得、造成、運営、保守・メンテナンス費用を含むコスト分析等）

事業規模等の算出

土地取得
コスト

 GIDCからの提示価格は、土地代Rs.３８００/㎡(≒USD５４/㎡)＋外部インフラ整備
コスト相当USD３.５/㎡ ※2018年12月時点の為替レートUSD/0.014INRにて算出

州政府によると近隣州政府工業団地（サナンドⅡ）と同レベルに設定とのこと

造成・
インフラ
コスト

項目 内容

全般
設計コンサルタントによるヒアリング結果、類似工事積算などを参考に
単価を設定し、概算数量をもとに概算開発費用を算出。
⇒結果、造成・インフラコストはUSD２３/㎡となった。

給水
浄水は個別入居企業が行うことを想定し、造成費用にいれず。
約２１kmの導水管費用のみを想定。

汚水処理 集中汚水処理施設、及び中水ネットワーク構築分を想定。

給電 ３３kV/１１kVの変電所設備及び１１kVの給電ネットワーク整備を想定。

造成
既往洪水水位を勘案しても、客土は不要。
エリア内の切盛りで造成することを想定。

売上原価

全体のコストは、USD８０.５/㎡(USD５４/㎡＋USD３.５/㎡+USD２３/㎡)

販売可能面積は、全体の５８.２％であるため、
売上原価はUSD１３８.５/㎡(=USD８０.５/㎡÷５８.２％) 

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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【ケース①】事業規模等の算出（土地取得、造成、運営、保守・メンテナンス費用を含むコスト分析等）

事業規模等の算出

開発主体

日本専用エリア開発を日本企業が工業団地事業者として開発を行うことを想定
*試算対象エリアは州政府提示の６１２ヘクタールから緑地部分を除いた５８４.１ヘクタールとする

開発事業体は、日系デベロッパーが出資するシナリオを想定

インフラ整備

インドにおける各州政府の工業団地は、土地の素地売りのみで、電気・水等について
は入居企業が自ら手配する必要がある中、今般の事業性検証においてはインドでは
比較的レベルの高いインフラ整備の導入を想定（役割分担は下記を想定）

電力 給水 排水処理

入居企業の
契約相手方

電力会社 州政府 工業団地事業者

州政府の役割
送電線（変電所⇒工業
団地）の整備

浄水処理
工業団地事業者へ委
託

工業団地事業者
の役割

エリア内配電網整備 エリア内給水網整備
二次処理／処理水は
各工場へ戻す
（一次処理は各工場）

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）



83

【ケース①】事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

 一定のケース分けの下、キャッシュフローシミュレーションを実施、事業採算性の検証を行った

総開発／販売可能面積： ５８４.１ヘクタール / 販売可能エリア(５８.２％)

土地購入単価： Rs３,８００/㎡+USD３.５/㎡

土地購入時期： 初年度に全面積５８４．１ヘクタールを一括購入

販売価格上昇率： ４.３％/年 ・・・将来５年間インフレ率平均（IMF）

造成コスト： 設計コンサルタントへのヒアリング結果をもとに試算

共通の前提事項

当初販売価格（USD/㎡） ①２００ ・・・理想ケースとして設定(インドネシアの工業団地を参考に）
②１５０ ・・・開発コストを考慮した価格ベース
③１２５ ・・・民間工業団地の分譲価格（チェンナイ）

販売ペース（ha/year） ① ３５ ≒７～９社程度/年・・・現地事業者が理想とするペース
② ２１ ≒４～５社程度/年・・・デリー地域工業団地の過去ペースの平均
③ １５ ≒３～４社程度/年・・・悲観シナリオペースとして設定

ケース分けパラメーター

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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【ケース①】事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

 ケース毎のIRRは下記の通り
 リスクの高い新興国での工業団地開発ではIRR１５~２０％が一般的な目線。
 下表試算では一定の利益を求める場合はUSD２２５/㎡、販売ペース３５ha/年が投資判断として必要な水準。

開発にかかる費用は４５０億円超となり、日系や外資デベロッパーへのヒアリングの結果、近隣にて州政府や
民間企業が安価な工業団地を供給する中、将来的な工業用地不足が見込まれるとしても、参画意向を示す企
業はなかった。

結論

本案件は日本企業集積が期待できる地域
に位置しており、立地を踏まえれば相応の
事業ポテンシャルがあるものの、工業団地
事業として利益をもとめることは簡単ではな
い

（出所）各種資料を基にみずほ銀行国際戦略情報部作成

事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

【他インド国内工業団地販売価格（参考）】
Sri City（AP州民間）：約USD３０/㎡
Mahindra World City（TN州民間）：約USD１２０/㎡
GIDC Mandal（サナンドⅢ近隣州政府） ：約USD３８/㎡
Mascot(サナンドⅢ近隣民間) ：約USD８４/㎡

15ha/年 21ha/年 35ha/年

USD225/㎡ -2.3% 5.2% 17.8%

USD200/㎡ -4.2% 2.9% 14.4%

USD175/㎡ -6.2% 0.6% 10.8%

USD150/㎡ -8.4% -2.0% 7.2%

USD125/㎡ -10.7% -4.7% 3.4%

USD100/㎡ -13.6% -7.9% -1.3%

当
初
販
売
価
格

IRR
販売ペース
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【ケース②】プラグアンドプレイ型事業のモデル

事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

 ケース②のプラグアンドプレイ型事業について、サナンドⅢ工業団地内のハード・ソフト面のインフラの現状と
導入可能性を検証

 事業者へのヒアリングや現地不動産コンサルによる競合分析もとに検証を実施

プラグアンドプレイ型事業のメニュー

レンタル
工場

ビジネス
支援

・敷地５０エーカーに
４棟のレンタル工場
（最大１５社の入居）
・電気、上下水は事
業者が入居企業に提
供

・レンタル工場に加
え、下記ハード・ソフト
インフラを提供
①リサイクル施設
②共用食堂
③通勤バス支援
④会社設立支援
⑤人材採用支援
⑥物流支援
⑦日本人による対応
⑧防犯等

ターゲットおよび誘引効果

・ターゲットは投資額５億円以下の日
系中堅中小企業で、下記の誘引効
果が期待できる。
①自社工場に比べ初期投資コスト減
②進出リードタイムの短縮
③ランニングコスト減

・ターゲットは投資額５億円以下の日
系中堅中小企業で、下記の誘引効
果が期待できる。
①自前での食堂、バス、防犯等アド
ミニコストの削減による管理負担減
②設立支援や人材採用支援など管
理面での負担減
③日本人職員による対応が可能で、
インド進出やグジャラート進出がはじ
めての中堅中小企業にとって安心で
きる環境

イメージ図

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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【ケース②】プラグアンドプレイ型事業の収益性

事業性分析（販売価格/ペース検証、ケース毎IRR算出等）

投資コスト（開発費用等）

 ケース②のプラグアンドプレイ型事業について、日系事業者が参入する場合の収益性を検証
 事業性の検証に当たっては、ケース①で実行した販売価格/ペース、IRR算出ではなく、各事業メニュー全体を

勘案しての検証実施

プラグアンドプレイ型事業のメニュー 収益性

結論

プラグアンドプレイ型事業について、レンタル工場やビジネス支援だけでは大きな収益は見込めず、その他付随事業
への波及効果を勘案した投資判断が事業者には必要となる

レンタル
工場

ビジネス
支援

その他
付随
事業

・５０エーカーの敷地にてレン
タル工場（建屋９万㎡）事業を
実施

・工業団地内の企業ニーズに
応じた会社設立、人材関係、
通勤支援のサービス提供

・プラグアンドプレイ型事業以
外の自社ビジネス（製造、物
流、その他）を実施

・土地代USD５４/㎡および建
屋・敷地インフラ整備費用USD
２３９/㎡を勘案し、投資額は４
０億円超(土地代だけで約１３
億円)

・各サービスは日本の事業者
が現地パートナと協力し実施
するため、投資負担は限定的

・投資コストは実施する事業に
順ずる

・近隣レンタル工場賃料はUSD３.９/
㎡/月であり、仮に２倍の賃料を設定
し、初年度より入居率１００％となっ
た場合でも投資回収には５年以上が
必要となり、単体での大きな収益は
見込めない

・現地パートナーとの協業を想定して
おり、収益性については限定的

・プラグアンドプレイ型事業をきっか
けとした自社内他事業への波及効果
（マーケティング効果）としては相応
の効果が期待できる

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成

※コストの試算は、2018年12月時点の為替レートUSD/0.014INRにて算出



87

日本企業集積に向けたサナンドⅢ工業団地開発コンセプト
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検証結果のまとめと開発方針

日本企業集積に向けたサナンドⅢ工業団地開発コンセプト

事業検証結果より

対象地域の現状

 今後日本企業が集積する可能性のある当地域
において、進出検討中の日本企業が求めるもの
は工業用地、人材採用、共用サービスなど入居
に必要なサービス等

 しかし、対象地域においては、新規で日本企業
が進出できる日本専用工業団地は無く、近隣の
州政府・民間工業団地で享受できるサービス支
援は限られている

 前項にて、サナンドⅢ工業団地における①工業
団地事業および②プラグアンドプレイ型事業の
収益性を検証した結果、双方単体のビジネスモ
デルでは日本の事業者の参画は難しい

 一方で物流等の付随ビジネスを勘案してプラグ
アンドプレイ型事業での参画に興味を示す事業
者は存在する

 初期投資額が小さく、共有サービスで誘引効果
の高いプラグアンドプレイ型事業での進出が考
えられる

開発の方向性

 プラグアンドプレイ型事業にて、サナンドⅢ工
業団地のうち日本専用エリア全体に対して、
日本の事業者がレンタル工場やバス、食堂な
どの共有サービス、産業人材育成支援などソ
フト・ハード面でのインフラを提供し、日本企業
がアーメダバード地区に進出しやすい環境を
醸成する
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サナンドⅢ工業団地開発コンセプト

da

これまでのモデル

州政府サナンドⅡ工業団地（日本企業約５社入居）

入居する日本企業は各種インフラを自前で手配するため、
初期投資やランニングコストの負担が大きい

レンタル区工場内部
でプラグアンドプレイ型

事業実施

州政府マンダル工業団地（日本企業約１０社入居）

JIM

RBFSoft

Hard

レンタル工場外の工業団地入居企業
はサービスを享受できない.  

 サナンドⅢ工業団地の日本専用エリア（６１２ha）でレンタル工場を含むプラグアンドプレイ型事業を実施し、ソフト面、
ハード面で入居企業の支援を行うことにより日本企業が進出しやすい地域とする

日系事業者がプ
ラグアンドプレ型

事業を展開

１, レンタル工場スペース(RBT)
レンタル工場を最大１５社に提供し
初期投資コスト削減に貢献

４, ハードインフラ
提供（Hard）
日本専用エリア内
企業に通勤バスや
社員食堂を提供し
ランニングコスト削
減に貢献

５, ソフトインフラ提供（Soft）
共用サービスとして会社設立支
援、採用支援、事務支援などの
シェアドサービスを提供

３, 日本人会の支援
日本専用エリア内にて日本人
会の組成支援

２, 産業人材育成
新しい産業人材育成機関を
日本専用エリアに設立し地
域の人材育成に貢献

プラグアンドプレイ型事業モデルを幅広く実施し、入居企業を手厚く支援

日本企業集積に向けたサナンドⅢ工業団地開発コンセプト

日本専用エリア（６１２ha）ではレンタル工場を含めて５０社以上の
日本企業が安心して操業できるプラグアンドプレイ型事業を実施

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成



Land use
Total Land Use
Ratio from
Master Plan(ha)

Proposed Land
use for Japan
Industrial
Township(ha)

Ratio

Industrial & 728.0 305.2 49.9%
P&P Center 0.0 20.8 3.4%

Mixed Land Use
& Commercial

79.0 66.1 10.8%

Training Center - 0.7 0.1%
Residential 57.0 24.8 4.1%
Green Open 64.0 8.5 1.4%
Road. Etc 510.0 185.9 30.4%
Total Area (acer) 1438.0 612.0 100.0%

区画割およびイメージ図

サナンドⅢ工業団地のうち６１２haを日本専用エリアとして
開発

レンタル工場他

(２０.８ha)

日本専用エリア
(６１２ haを予定)

サナンドⅢ工業団地日本専用エリア

日系事業者

土地割り当て
(２０.８ ha)

レンタル工場
(最大１５社入居可能)

個別入居日本企業
(約４０社を日本専用エリアで想定)

新しい産業人材育成機関を
日本専用エリアに設立

Soft

Hard
Rep

州政府から土地支援
(０.７ ha)

日本企業集積に向けたサナンドⅢ工業団地開発コンセプト

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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個別企業ごと土地割り当て
(３０５.２ ha)



91

資金調達方法の検証
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 サナンドⅢ工業団地の開発で、日本の事業者は下記の資金調達方法が考えられる

JICA

サナンドⅢ工業団地の開発が住宅等を含む都市開発として位置づけることができれ
ば、出資等が取り組み可能なプロジェクトJOIN

土地を担保とすることで、開発コスト見合いの資金を金利１０％前後で借入可能
⇒インドの他の工業団地開発プロジェクトに比べても妥当な水準地場銀行

政策的意義について説明ができれば、海外投融資の実現可能性はある。

想定されるファイナンス手法

資金調達方法の検証

州政府からの要望があれば、人材育成事業等への出資検討可能。DMICDC

自社調達
プラグアンドプレイ型事業においては出資については規制なし。

親子ローンは製造業でない場合、利用が困難。

(出所) ヒアリングに基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成



国外

（出所） RBI資料などに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

調達

手法
増資

出資者

貸出人

既存株主

第三者割当
銀行

借入 or 社債

銀行 or 投資家

輸入金融

銀行

輸出者

通貨

建値

資金使途 制限なし

ルピー or 外貨

運転

設備
輸入決済

借入期間 nil
短期

長期

非資本財：船積から１年以内

資本財 ：船積から５年以内

ECB対象

国内

借入

輸出金融

外貨ルピー or 外貨

短期 or 長期

運転資金 or 設備資金等
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Trade Credit対象

想定されるファイナンス手法

資金調達方法の検証

 資金調達規制はインド準備銀行により随時変更・更新が行われるため、最新の情報や規制詳細については都
度確認が必要



（出所） RBI資料などに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

Master Direction

External Commercial Borrowing

銀行により輸入
代金の立替決済

輸出者による
決済期限の繰延

バイヤーズ

クレジット

サプライヤーズ

クレジット
オフショア借入 マサラ債

Trade Credits

海外向けルピー
建て債券

親子ローン等
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資金調達規制のフレームワーク

資金調達方法の検証



（出所） RBI資料などに基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

貸付人

・外国銀行 ・外国資本市場
・他国籍/政府系/地域金融機関 ・海外長期投資家
・輸出信用機関 ・設備輸出業者
・外国株主※定義は後述 ・地場銀行海外拠点

●TrackⅠから、地場銀行
海外拠点を除いたもの

●TrackⅡと同一
※マイクロフｧイナンス/非営利団体/NGOは、

海外機構・個人からのECBが可能

借入人

対象業種

・製造業 とソフトウｪア開発業 ・海運/航空会社
・Small Industires Development Bank ・Export Import Bank
・SEZ内企業 ・インフラ関連企業/ノンハﾞンク(インフラフｧイナン
ス/アセｯトフｧイナンス) /持株会社/コアインヘﾞストメントカン
ハﾟニｰ/住宅金融/港湾関連
⇒インフラ関連企業以下は、最低平均借入期間３年

資金使途

【ネガティブリスト】
●全Trackに適用
・不動産投資と土地購入（政府認定アフｫｰタﾞフﾞルハウス、

SEZ/工業団地/総合都市の開発を除く）
・資本市場への投資
・株式投資
●TrackⅠ&Ⅲに適用
※外国株主からのロｰンで、平均借入期間５年以上の

ケｰスを除く
・運転資金目的
・経費性目的（General Corporate Purposes）
・ルピー建て借入の返済
●全Trackに適用
・上記を目的とした転貸

●TrackⅠに以下を加えたもの
・REITとSEBI規制上のインフラ投資

信託

●TrackⅡに以下を加えたもの
・中銀管轄のノンハﾞンク・SEZ/NMIZテﾞヘﾞロｯ
ハﾟｰ・マイクロフｧイナンスを行うNGO/非営利団
体・サｰヒﾞス業(R&D、教育機関を除く研修)、イ
ンフラ支援、ロシﾞステｨクス、修理メンテ、貨物
輸送

上限金利 ・６m LIBOR or 指標金利+４５０bp ・違約金利は契約金利＋２％以下 ・該当期間のインド国債利回り＋４５０bp

・USD５０M相当以下： ３年以上 ※製造業は１年以上
・USD５０M相当超 ： ５年以上

・１０年以上 ・TrackⅠと同一
最低平均

借入期間

【TrackⅠ：外貨建】 【TrackⅡ：外貨建】 【TrackⅢ：ルピー建】Track
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【ポイント】

 外国株主（例えば親会社）からのローンで、平均借入期間５
年以上の場合、運転資金や経費性資金目的でのECBは可
能 ⇒ 自動承認ルート

 外国株主以外からのローン（例えばオフショア銀行ローン）
で、運転資金や経費性資金目的でのECBとする場合、
TrackⅡ（外貨建・期間１０年以上）に該当する必要あり ⇒
該当する場合、自動承認ルート

 設備資金については、ネガティブリスト対象外

ECB規制： Track別の主な内容

資金調達方法の検証
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JICA円借款「グジャラート州投資促進プログラム」

 JICAの円借款「グジャラート州投資促進プログラム」（借款金額：１６８億２,５００万円）は、GJ州において、財政支援を通じて
海外直接投資等の民間投資促進や産業振興、産業人材育成に関連する政策・制度の改善を促すとともに、同州の道路、
電力、水道などのインフラ投資環境の改善を図り、同州に対する海外直接投資等の民間投資増加に貢献するもの（JICA
「事業事前評価表」より抜粋）

 以下に示した政策項目及び政策アクションと連動した事業展開が期待される

NO 政策項目 達成目標 主な政策アクション

１

グローバル企業のニーズに
合致した工業団地を開発す
るための、産業開発公社の
能力強化

• グローバル企業のニーズに合致した工業団地の開発能力獲得
• 工業団地開発における持続可能性重視と緑化促進
• インフラ改善によるビジネス環境の改善
• 工業団地内企業のニーズへの適時対応

• 産業開発公社の事業計画（５年計画）を策定
• 産業界のニーズに沿った計画策定等を行うタスクフォースを設置
• 環境負荷低減策を推進（工業用水の使用量削減など）
• 産業開発公社の駐在員事務所を工業団地内に設置

２
産業開発公社管轄の工業団
地のための投資窓口の一元
化

• 産業開発公社管轄域内での新規投資・操業・拡張に係る許可を完全オンライン
にて実施

• 申請書提出や支払の機能をオンラインシステムに統合
• 部署間の手続き書類の授受をオンライン上で実施

３
(産業開発公社管轄の工業団
地を除く）新規投資のための
投資窓口の機能強化

• 一元オンライン投資窓口の構築・運用
• 投資手続の進捗をモニタリングする枠組みの構築

• 新規に開発される一元的オンライン投資の窓口に、新規投資に係る申
請手続を統合。併せ、セキュリティ機能やオンライン支払機能を構築

• 申請から許可までの所要期間をモニタリングする枠組みを構築

４
投資促進局の機能強化 • 事業概要・産業情報・国別レポート等を備えた包括的なデータベースの構築

• 新規投資申請完了後の投資家に対する支援（工事開始に向けた許可取得等）
• 投資促進局において政策研究室を設置し、投資環境分析を通じて政策

提言を実施

５

PPP専門チームの能力強化 • PPP事業実施能力の強化を通じた、州内インフラ事業への民間セクターの参画
促進

• PPP事業の理解・実施能力強化に向けた担当職員向けトレーニングを
実施

• 事業モニタリング表を作成（５案件分）
• 事業モニタリング表に沿ったモニタリングを実施

６
産業人材育成のための州立
最高訓練機関設置・教員向
けトレーニングの実施

• 州立最高訓練機関の新設による職業訓練教育の質改善 • 官民連携で州立最高訓練機関を運営するための計画を策定
• 外部機関の指標を用い、教員・生徒の水準を査定

７

産業人材育成機関の機能強
化及びスキルギャップ分析

• 州及び郡の二段階でのスキルギャップ分析実施
• 職業訓練分野での民間セクターとの協働
• スキル認定プログラムの実施による、従来スキルとして認識されてこなかったス

キルの可視化

• 州及び郡の二段階でのスキルギャップ分析の実施
• 雇用需給ギャップ分析に基づいたトレーニングコースの導入、カリキュ

ラムの更改

８
インフラ事業の実施促進 • 小規模インフラ開発促進委員会による小規模インフラ事業の優先順位付け及び

予算配賦
• 各機関による適切なモニタリング及び実施促進

• 小規模インフラ開発促進委員会による優先小規模インフラ事業の選定
• 事業進捗監理表に沿った事業実施促進

想定されるファイナンス手法

資金調達方法の検証

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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 インフラ整備において、JOIN等の公的支援機関の活用も有効。投資決定には国土交通大臣の認可が必要
 JOIN（海外交通・都市開発事業支援機構）は、海外インフラ事業を実施する現地事業体に対して、民間との共同出資、役員・

技術者の派遣、事業に関する相手国との交渉等を実施。２０１４年１０月～２０１７年３月末の出資実績は約２０５億円（事業報
告より）

 ２０１７年１２月にはインドでの第一号案件が成立。三菱商事、NEXCO東日本及びJOINから成る日本企業コンソーシアムが、
グローバルインフラファンドI Squared Capital および国際金融公社より、インドの有料道路運営会社Cube Highways and 
Infrastructure Pte. Ltd. の株式を一部取得し、インドにおける有料道路運営事業の参画を表明した

JOINの事業スキーム JOINの投資決定プロセス

JOIN（海外交通・都市開発事業支援機構）

想定されるファイナンス手法

資金調達方法の検証

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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リスク分析（政治、経済、土地収用、住民反対、災害、その他遅延等）
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サナンドⅢ工業団地開発にあたって各種リスクの分析

リスク分析（政治、経済、土地収用、住民反対、災害、その他遅延等）

コマーシャルリスク

土地収用および認可
遅延リスク

 日本の事業者が参画を検討するうえで最も注意すべきはコマーシャルリスクである。インドの自
動車市場は毎年５％を超える成長をしており、対象地域エリアは日系自動車メーカーが今後も
増産を予定するなど、インドの他地域に比べて製造業の進出企業可能性が高い。

 しかし自動車市場は、原油価格高騰や自動車ローン金利上昇などのネガティブ要因もあり、今
後拡大ペースが縮小する可能性もある。また域内に安価で、誘引効果の高いサービス機能を持
つ競合工業団地が今後現れた場合は大きな脅威となりうる。

 既に州政府がサナンドⅢ工業団地エリアの８割ほどを収容済みであり、土地収用リスクは小さ
い。

 民間の工業団地に比べて、サナンドⅢ工業団地は州政府が主導するため、許認可リスクは極
小。

ポリティカルリスク

 州政府はサナンドⅢ工業団地の一部を日本専用地域として開発したい意向があり、日本側の協
力に期待。

 サナンドⅢ工業団地開発にかかる住民反対運動は、現段階では確認できず、事業開始困難と
なるリスクは小さい。

 １９９５年よりGJ州政府ではBJP政権が続いており、次回州議会選挙は２０２２年を予定。政権交
代や政策変更等による事業リスクは小さい。

環境リスク
 事業者は工業団地事業およびプラグアンドプレイ型事業いずれにしても、取得した土地の環境

認可を州政府より得る必要あり。両事業とも環境負荷が大きい業種ではないためリスクは低い。

水・電気・道路等の
インフラ建設遅延リスク等

 州政府によると２０２０年中にはインフラが完成予定。既に幹線道路との接続道路および工業団
地内の道路は着工済みであり、電力・ガス等も隣接するサナンドⅡからの延長工事となるため、
開発遅延のリスクは少ない。

サナンドⅢ工業団地および周辺地域の開発にあたってのリスク分析を下記に示す

(出所) ヒアリングに基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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事業実施体制、事業スケジュール検証
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プラグアンドプレイ型事業における役割分担

役割分担

 事業実施にあたって各社の役割や日本政府・GJ州政府への期待事項は下記のとおり

 土地収用の速やかな完了

 水・電気・道路・港湾等の周辺インフラの整備

 進出企業に対するインセンティブの付与

 関連許認可関連支援（ワンストップ窓口整備等）

 関連する機関への協力要請（GIDC等）

 人材育成機関の設立支援（土地提供）

GJ州政府
 事業体の組成（出資やパートナー選定等）

 日本水準の施設設計・運営ノウハウ提供

 各種共有サービスの提供

事業者（商社等）

 ファイナンス

 日系企業進出支援

邦銀

 インフラマスタープラン作成・詳細設計

開発コンサル

 円借款の供与や政府間協議等を通じた周辺インフラ整備
サポート

 プロジェクトへの低利融資・出資

日本政府／関係機関

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_India.svg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_India.svg


事業スケジュールは下記のとおり

事業スケジュール検証

FY２０１９ - ２０ FY２０２０ - ２１ FY２０２１ - ２２ FY２０２２ - ２３ FY２０２３ - ２４ FY２０３０-

GJ州産業動向

日本企業投資

サナンドⅢ工業
団地開発

プラグアンドプ
レイ型事業

サナンドⅢ工業
団地における産
業人材育成

サナンド・マン
ダル・ベチャラ
ジ域内開発

土地取得

レンタル工場
建設

土地取得

日系事業者によるソフトサービス
(会社設立支援など)

建設

マーケティングおよび事業策定

事業作成

開校準備

日系事業者によるソフトサービス (会社設立支援など)

アーメダバード域内の

自動車生産能力１００万台
へ

アーメダバード域内の

自動車生産能力２００万台
へ

アーメダ
バードメトロ

開通

新幹線
開通

アーメダバード域内で日本企業
５０社が新規の工場設立（２０２

５年にかけて）
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新しい日本専用工業団地の検討・開発着手
(Vanodやその他州政府（GIDC)管轄エリア)

プラグアンドプレイ型事業の開始
（レンタル工場および共有サービス全般）

事業の開始

アーメダバード域内で日本企
業追加５０社が新規の工場
設立（２０３０年にかけて）



⑤. 日本およびインドへの裨益効果
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相手国への当該プロジェクト実施による裨益 P.１０４

日本への裨益（経済効果）予測 P.１０６
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相手国への当該プロジェクト実施による裨益
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日本からのFDI(直接投資）

進出日系企業による
現地での原材料・設備調達促進

雇用創出

５０社（２０３０年まで）
１社あたりの直接投資金額を１億～最

大２００億円(平均１０億円)と仮定
１０億円×５０社＝５００億円

各社投資規模の５０％にあたる設備・
原材料を２０３０年までにインドで現地

調達すると仮定
５００億円×５０％＝２５０億円

２０３０年までに５０社が現地で操業し、それ
ぞれが１０名～２００名（平均１００名と設定）

ほどの管理職、ワーカーを雇用する
１００名 × ５０社 = ５,０００名

当該プロジェクトの推進によりサナンドⅢ工業団地には２０３０年にかけて５０社ほどの日本企業が入居する
ことを想定。それにより７５０億円及び５千人新規雇用の経済効果を見込む。

２０３０年までに
投資・現地調達で７

５０億円、
新規雇用５千人の

経済効果発生

インドへの裨益効果

相手国への当該プロジェクト実施による裨益

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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日本への裨益（経済効果）予測
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 サナンドⅢ工業団地にて日本専用エリアを設置し、５０社の日本企業が工場を設立する前提で、①プラグアンドプレイ
型事業の事業回収分、②水処理や住宅・サービスアパート事業等の関連ビジネスの実施、③進出日本企業による設
備の本邦調達、④進出日本企業による原材料本邦調達、配当・ロイヤリティ等が想定される。

 １０年間で日本への経済効果は６８０億円規模と見込む。

サナンドⅢ工業団地日本専用エリ
アでプラグアンドプレイ型事業

関連事業
（水処理・住宅等有望分野）

日本企業進出による
設備の本邦調達

日本企業による
原材料の本邦調達、配当等

日系事業者投資回収分（１０年）
４０億円

水処理や住宅・サービスアパー
ト、防犯事業等のスマートインフ
ラで日本の事業者が参画し、本
邦調達実施（１社３億円と仮定）

３社×５億円＝１５億円

５０社が日本より原材料調達・ロ
イヤリティ・配当実施

（１社１億円を１０年と仮定）
５０社×１億円×１０年＝５００

億円

合計６８０億円の日本への
経済効果

日本への裨益（経済効果）予測の考え方

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報部作成

日本への裨益（経済効果）予測

日本への裨益（経済効果）予測

５０社（投資額の２５％）を本邦調
達と仮定（１社２.５億円と仮定）
５０社×２.５億円＝１２５億円



⑥. その他、日本企業誘引に必要なインフラ・サービス参入可能性の検証
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政策支援等の活用見込み（招聘・専門家派遣等の各種ツールの活用可能性の検討等） P.１０９

事業実施過程において、相手国関係者に要望・指摘された事項への対応等、プロジェクト
提案の充実化に必要な調査 P.１１１

他国等への横展開の可能性及び展開促進策 P.１１４

我が国企業が事業に参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策 P.１１７

工業団地および関連事業の他で日本から参加可能な事業（住宅やスマートコミュニティー、
水処理、防犯、給食、通勤等）の検証 P.１２０

その他必要となる調査等（環境面、社会面への影響等） P.１２４
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政策支援等の活用見込み（招聘・専門家派遣等の各種ツールの活用可能性の検討等）
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各種活用できる機能についてヒアリングを実施

政策支援等の活用見込み

JICA

・投資促進プログラムによる州
内のインフラ開発支援、産業人
材育成支援

・専門家派遣制度

・産業人材育成支援

・進出日本企業の要望が強い
サナンドⅢ工業団地周辺の道
路開発
・産業人材育成の拡大

・GJ州に対してはプログラムローンを実施しており、州
政府は一定の進捗を果たしている。１９年度以降の継
続は他地域も含めて今後検討。

→周辺道路開発や人材開発等で継続支援を期待

・各種出資等

・サナンドⅢ工業団地開発の事
業体（工業団地またはプラグア
ンドプレイ型事業）への専門家
派遣による現地進出日本企業
の支援や州政府との窓口

活用できる主な支援機能

JETRO

AOTS

JOIN
DMIC開発公社
NSDC

活用方法（案） コメント・評価

・既にインドへは複数の専門家を派遣しており、新規
の派遣については見当が必要

・専門家派遣制度

・専門家派遣制度は対象地域に未進出の日本企業に
対して提供するものであり、サナンドⅢ工業団地の開
発事業に当該企業が参画すれば利用可能。

→事業者次第での活用

・産業人材育成支援

・AOTSは既にインド、グジャラートにおいて日本式も
のづくり学校のテキストや教師育成の実績があり、サ
ナンドⅢ工業団地における産業人材育成も検討可能

→次年度以降の産業人材機関の組成段階から支
援可能な範囲について関係者と協議したい

・各種出資等

・JOINは住宅等を含めた複合都市開発への出資は検
討可能
・DMIC開発公社は州政府要望があれば出資検討可
能。
・NSDCは民間企業、教育機関への出資制度あり。

→次年度以降の産業人材機関組成にあたり出資可
能性を協議

 日本企業の誘引効果を高めるために、サナンドⅢ工業団地および周辺の開発で活用できる制度等を関係各
機関にヒアリングしまとめたもの

(出所) ヒアリングに基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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事業実施過程において、相手国関係者に要望・指摘された事項への対応等、プロジェクト
提案の充実化に必要な調査



GJ州政府から期待のある産業人材育成機関をサナンドⅢ工業団地に設立

協力・提携可能先

サナンドⅢ工業団地
内における学校用地

建屋、設備等

運営

・GJ州政府、GIDC

・現地パートナー（実績のある教育機
関）が日系事業者と実施
・DMIC開発公社、JICA、NSDC 

・現地パートナー（実績のある教育機
関）が日系事業者と実施

・サナンドⅢ工業団地の土地提供

・産業人材育成機関の運営や授業は経験のある事業者が、
現地教育機関と提携

その他 ・AOTS等.
・既にインドで実施中の日本式ものづくりに関する教材作成
や教員向けトレーニングの実施

・DMIC開発公社、JICA、NSDCからの出資や融資を得ることで
建屋、教育設備導入係る支援の仕組みを構築

協力・提携内容案

事業実施過程において、相手国関係者に要望・指摘された事項への対応等、プロジェクト提案の充実化に必要な調査

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成

 州政府GIDCからは産業人材育成をサナンドⅢ工業団地で行って欲しいとの期待あり
 日系事業者へのヒアリングの結果、「土地や設備等の負担が少ないモデルで参画検討可能」との回答があり、下記のと

おり各関係機関との提携可能性を下記のとおりまとめる
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（ご参考）サナンドⅢ工業団地充実化に向けて

検証にあたって

 工業団地機能に加え、衣食住の多機能を備えた複合都市と開発すべく、各種専門家の意見を取り入れる
 充実化の方針としては、MBISR等との連携した産業 ネットワークを形成、環境共生型工業団地の視点、住

宅、教育、娯楽、医療施設等があるアーメダバードの衛星都市、日本式のコンセプトと地元企業との共存が上
げられる

協力・提携内容案

事業実施過程において、相手国関係者に要望・指摘された事項への対応等、プロジェクト提案の充実化に必要な調査

(出所)独立行政法人都市再生機構協力のもと、みずほ銀行国際戦略情報部作成

 サナンドⅢ工業団地をより日本企業にとって魅力ある地域とするため、日本の都市開発の視点から盛り込む
 州政府や事業者が開発を進めるにあたって、今後これらのポイントも参考にしたい

開発の現状

 GIDCヒアリングによるとサナンドⅢ工業団地は西側（Japanese Zone）からインフラ整備が進行中。幹線道路等
基幹インフラは2018年中に完成予定。幹線道路整備後、区画道路は2019年3月に完成予定。マスタープラン
の土地利用計画は決定済。

 北側を東西に高圧線、中央部にガス・パイプラインが埋設されており、当該沿線での建築は認められない。
 地区中央南側で地区外密集集落（約800世帯、4000人、寺院が複数立地）と接している。集落の北側には池あ

り。

今後の開発で参考と
したいポイント

 周辺都市および近隣集落とのアクセスを確保する交通ネットワーク：サナンドⅡとの産業道路新設、周辺コミュ
ニティーとの道路ネットワーク開発、地域内道路網整備による利便性向上

 各エリアに立地が想定される施設・機能を考慮した最適な配置計画：工業用地を西側、中央部に、流通地区を
北東に集約。複合施設、住宅地を南東エリアに集積し、既存集略や池と間を緑地化・公園を設置

 省エネ、ゼロディスチャージを実現するための再生エネルギーシステム：集中排水処理、域内バスセンター設
置、公共施設（病院・教育施設）、防災小堤構築、調整家構築、洪水等災害対策電源設備の設置

 増加が予想される産業従事者の育成を担う拠点機能、地区外近隣地域から集客が期待される商業施設機能
 アーメダバードからMBSIRに従事する従業員・日本人向けの住宅機能、セキュリティーシステムの設置。
 地域の健康促進、スポーツレクリエーション機能
 工業団地の防災機能
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他国等への横展開の可能性及び展開促進策
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近隣諸国の日本企業進出可能性分析

他国等への横展開の可能性及び展開促進策

Bangladesh Pakistan Sr i  Lanka

現在
・サプリメンタル・デューティー及び関税が高く、自動
車関連産業の参入が難しい状況

×
・2017年（暦年）の総生産台数は250,740台
*過去最高の生産台数を記録
・2015年以降市場規模は拡大傾向

○ ・中古車が主流の市場 ×

将来 ・税制度やポリシー等の改正見込無 ×

・2020年代前半には年販売台数が約50万台に到
達する見込
・2019年以降、日系企業各社及び韓国勢が現地生
産検討中

○
・人口規模やワーカー賃金等から現地生産は難し
く、現地生産は難しい

×

総括
・税制度やポリシー等の改正がない限り、自動車関
連産業の発展可能性無

×
・四輪者市場は日系3社（スズキ、トヨタ、ホンダ）が
95%以上のシェアを持ち、さらなる事業規模拡大を
検討中

○ ・中古車や輸入車が主流の市場が続く見込 ×

現在
・ホンダが2工場を稼働中で、生産台数は18万台/
年

△

・FY2016/2017（2017年6月期）の生産台数は約
250万台に到達
・ホンダが最大シェア（39 .8%）を持ち、生産能力は
135万台規模
・ヤマハの2015年の生産台数は3万台
・スズキの2016年度の生産台数は1万9千台

○ ・中古車が主流の市場 ×

将来
・ホンダの事業動向により、他日系メーカーの参入
可能性有

△

・所得水準の向上により、二輪車市場は堅調に拡
大見込
・低価格帯の国産車増加傾向
・ヤマハは2020年までに年度30～40万台の生産
目標

○
・人口規模やワーカー賃金の高さ等から現地生産
は難しい

×

総括
・ホンダが現地でサプライチェーンを築けた場合、市
場規模拡大の可能性有

△

・中国メーカーのOEMである地場企業の低価格二輪
車が増加傾向。一方で、ホンダ二輪車は高級ブラン
ドとしてのイメージが定着
・日系企業の事業拡大が進む見込

○ ・中古車や輸入車が主流の市場が続く見込 ×

生産規模
（販売規模）

4W

2W

2W

4W 0社
6社

*スズキ・トヨタ・ホンダ・いすず・日野・ダイハツ
＊2020年に日産生産再開予定

0社

進出日系企業数
269社

2018年5月時点
＊駐在員事務所形態での進出が多数

1社
*ホンダ

83社
2017年8月時点

3社
*スズキ・ホンダ・ヤマハ

130社
2016年7月時点

0社

日系自動車
OEM企業数

近隣諸国の自動車（四輪・二輪）生産規模（販売規模）の比較及びトピック

パキスタンへの進出日系企業に関して

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成



 日本専用工業団地の整備及びプラグアンドプレイ型事業の採用により、日系自動車関連企業が進出しや
すい環境を整備
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日本専用工業団地の展開可能性および展開促進策

他国等への横展開の可能性及び展開促進策

Bangladesh Pakistan Sr i Lanka

現在
・日系専用工業団地無
・住友商事がアライハザール工業団地開発中

×
・日系工業団地無
・ヤマハはカラチ近郊のビンカシム工業団地で工場
稼動

× ・日系工業団地無 ×

将来
・二輪車市場動向により、日本専用工業団地の需
要が高まる可能性有

△
・四輪車・二輪車共に裾野産業まで日系企業の事
業展開余地が多分にあり、今後日本専用工業団地
ニーズ高まる見込

○
・中古車や輸入車が主流の市場が続き、日本工業
団地の需要は低調に推移する見込

×

日本専用
工業団地需要

（自動車関連産業）

日本政府の展開促進策案

フェーズ１

フェーズ２

 インド近隣諸国においては、パキスタンが自動車市場の拡大ポテンシャルが高いため、日本政府による展
開促進策が期待される具体的には下記調査が必要となる

・パキスタンにおける自動車市場の実態調査
・パキスタンにおける日本専用工業団地実現可能性調査

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成

 特に、パキスタンにおける四輪車市場は日本の自動車メーカーが９５％以上のシェアを持ち、裾野産業も拡大中
 二輪車市場に関してもホンダが最大シェアを持つ他、ヤマハも増産体制を整えているため、今後も市場は明るい見通し
 四輪車及び二輪車ともに日系サプライヤーの進出が増加にともない、質の高い日本専用工業団地が求められる
 足許、バングラデシュは関税等が高く、製造業のサプライチェーンを築きにくい状況だが、ホンダの二輪車工場建設を皮

切りに、今後二輪車市場が拡大する可能性有。また、アパレル産業の集積も相まって、国内の工業団地は慢性的に余
力がなく、工業団地整備ニーズは高い

 スリランカは人口規模が小さく中古車市場が主流であり、製造業の急激な拡大は望みにくい



117

我が国企業が事業に参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策



118

インドにおける日本企業の進出の課題を整理

我が国企業が事業に参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策

外的要因

 コスト意識が極めて強いインド市場において、日本企業が得意とするハイエンド製品のニーズは未だ限定的。
日本メーカーの製品スペックとインド市場のニーズとのミスマッチによりボリュームゾーンを取り込めない。

内的要因

 日本企業の海外展開において人的リソースが限定的であるとの意見も多いが、インド人材の活用やグローバ
ル化が進んでいないことが原因とも考えられる。インドのインテリジェンスを積極的に活用できるかがポイント。

低価格市場

インド市場への適応力

高品質ニーズが限定的

インドリスク許容度

グローバル生産戦略

グローバル化・インド人材の活用

脆弱なインフラ環境

産業集積が発展途上

 安価で低品質な製品を活用しインド市場のボリュームゾーンを取り込む日本企業は少ない。ハイスペックな製
品に固執したり、インドでの投資に躊躇するケースも散見される。

 中国やASEANに生産拠点を先行投資している日本企業が太宗。インド市場のポテンシャルは高いとの認識で
あるが、インドに大規模工場を新設することにより、他拠点の工場稼働率が低下する懸念も多い。

 インドではプロジェクトが遅延したり、計画どおりに実行されない案件や資金回収に苦労することも多く、計画
的な生産を行うことができない等との理由で現地生産を躊躇するケースが多い。

 インド国内マーケットは価格競争が大変厳しく、収益性が低い。期間損益黒字化に時間を要する他、工場設立
に関わる設備投資を回収が見込めない等の理由で進出を断念するケースも多い。

 低価格と高品質を両立する製品を製造するためには現地調達による製造コストの低減が不可欠であるが、イ
ンドでは産業集積が進んでいないことに起因し、現地調達できない部材も多い。

 インドの脆弱な電力や水などのインフラ環境によりハイテク産業などが安定的に現地生産を行うことは困難。

(出所)平成２８年度新興国市場開拓等事業相手国の産業政策・制度構築の支援事業：日本企業の現地化のためのビジョン、ロードマップ策定調査報告書、みずほ銀行国際戦略情報作成

 下記は過去調査にてインド進出済日系製造業からのヒアリングにより作成したインド進出の課題となる要因
 市場特性である外的要因として日本製品と現地ニーズのミスマッチ、低価格市場が主流であり収益性が出ないことがあ

げられ、また企業の内的要因としてその市場に適応できていないことが伺える
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 参入領域を製品の価格・品質で４つに分け、日本企業の参入方法についてのイメージを下記に示す
 一部の日本企業は①現地向け商品開発や現地調達比率の向上によるコストダウン、②現地企業買収による新興国領

域への参入で成功を収めるケースがみられる

求められる品質 高

高

低

低

輸出
で

参入

価格

設備をインドへ輸出
（高品質・高コスト）

*価格面でインドでのニーズが
限られるため、コスト競争力の
強化にはならない。市場規模が
限定的であり本格的な市場参入
は難しい。

買収
で

参入

②現地企業買収

【コスト競争強化策】
*既に成功を収める現地企業に出資
*自社のみでは展開できない現地で
受け入れられる領域へ進出

独資
合弁
で

参入

①現地化

【コスト競争強化策】
*現地向けの商品開発
＊コストダウンには現地調達比率の
向上が重要（日系自動車は家電では
現地調達比率８０％超を達成）

日本企業参入領域（イメージ）

事業ハードルが高い

新興国領域 現地化でコストダウン

先進国領域

【日本企業事例】
*日系設備（買収）

【日本企業取り組み事例】
*日系家電（独資）
*日系自動車（合弁）
*日系日用品(独資）

我が国企業が事業に参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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工業団地および関連事業の他で日本から参加可能な事業（住宅やスマートコミュニティー、
水処理、防犯、給食、通勤等）の検証
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導入可能性分野特定と検討

概要検証対象事業 検証結果

産業人材育成
産業人材育成機関を設
立し、人材育成事業を実
施

・対象地域は１０年ほど前から完成車メーカーが数多く進出し、現地での産業人
材確保が難しい状態。日本政府が支援する日本式ものづくり学校（JIM）のような
人材育成機関新設ニーズは高く、日系事業者もサナンドⅢにおける産業人材育
成事業への参画に興味を示すところがあった。

住宅・サービスアパート
日本企業による住宅事
業、サービスアパート事
業

・対象地域では産業集積に伴いマネジメントレベルやワーカーの住宅需要が伸
びることが予測されているものの、既に日本人向けの住宅、サービスアパート、
ワーカー向けのアフォーダブル住宅が供給されている。またサナンドはアーメダ
バードから車で３０分ほどの通勤圏であり住宅需要にも限りがある。
・ヒアリングおよび机上調査の結果、投資対象としてはデリー、ムンバイといった
大都市での住宅需要が高いため当地域を優先的に検討する日系事業者は限ら
れる。

日本の事業者による当
地進出日系製造業が利
用できる共用サービス事
業

共用サービス
（食事・通勤、防犯等）

・日系事業者へヒアリングした結果、他のインドの工業団地で共用サービスを実
施している事業があり、相応のニーズがあるとみられる。
・プラグアンドプレイ型事業の一部として、参画を示す企業が複数あり、導入に向
けた検討が可能。防犯についてはサービスだけではなく、機器やシステム面でも
参加を検討する日本企業があるため具体的な導入に向けた検討を行う。

集中排水処理や個別排
水処理

水処理設備

・日系事業者へのヒアリングの結果、当地域の製造業は工場からのゼロ・ディス
チャージ（自前で処理）が求められるため、工業団地事業者による集中排水処理
（CETP）導入や個々の企業による個別排水処理（ETP/STP）の導入可能性があ
り、発注者次第で参画が可能とのこと。

工場からの廃棄物処理
やリサイクル事業

廃棄物処理
・日系事業者へのヒアリングの結果、廃棄物処理のニーズは高いものの、地場
競合企業が安価にサービスを提供するため、日本からの事業者の参画は非常
に難しいとのコメントがあった。

導入可能性

○

△

○

△

×

工業団地および関連事業の他で日本から参加可能な事業検証

 日本の事業者が参画可能な事業についてヒアリングを実施し、導入可能性を示す
 導入可能性：○事業者が興味を持ち具体的に検討可能、△一定の条件で検討可能、×現状では難しい

(出所) ヒアリングに基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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• サナンドⅢ工業団地に産業人材育成機関を設立し、職業訓練等日本企業で働くベースとなる知識や技能の習得を推進
する。平日就業し、週末に技能を学ぶ仕組みや現地政府の支援などを関係者で協議する必要あり。

• 日本の事業者が現地パートナーとサナンドⅢ工業団地での産業人材育成事業への参画に興味を示している。

 現在、日本式ものづくり学校（JIM）等の日本政府が支援する個別企業による産業人材育成の取り組みがアーメダバー
ド近郊で２件実施されているが、当地域全体では２０３０年までに２０万人近い雇用が想定されており更なる産業人材の
育成が必要とされている。州政府からの要望もありサナンドⅢ工業団地にて日本の事業者による産業人材育成が必要

事業概要

産業人材育成事業の可能性と留意点

利点・留意点:
• 進出済企業にとっての不安材料である優秀な産業人材の採用が容易となる。
• 事業者単体にとっては収益モデルを描きにくく、インド側教育機関のパートナーや現地政府関係の出資等の協力も模索し

ていく必要がある。特に初期コスト負担となる施設の土地や建物・設備等は現地側からの協力を得られるよう呼びかけた
い。

産業人材育
成教育機関

産業人材育成機関をサナン
ドⅢ工業団地内に設立し、
地元の人材が日本企業に
就職できるような教育の機
会を提供

工業団地および関連事業の他で日本から参加可能な事業検証

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成

２０１８年１０月１２日付Times of India記事より

アーメダバードの労働者の半数は他州からの出稼ぎで構成されると
の報道。アーメダバード近郊進出済の日本企業からは「現地での産
業人材育成が十分でない」との声がヒアリングにより聞かれた。
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• サナンドⅢ工業団地日本専用エリアに入居し、共有サービスを希望する日本企業に対して日系事業者が提供。入居企業
にとって自社で設備等をゼロから手配する手間やコストを軽減することが可能。

• 通勤バス、食堂、簡易診療所やシェアドサービス支援などがインドの他地域でも実施されておりニーズが高い。
• ヒアリングでは日本の事業者も参画に興味を示す。

 今回の調査で実施した日本企業へのアンケート結果では、工業団地に求める機能として「共有サービス」が最も高い割
合（全体の２５％）を示しており、日本の事業者による参画可能性がある

事業概要

共用サービス事業（給食・通勤等）の可能性と留意点

利点・留意点:

• 特に中堅中小企業は内部リソースも限られるため共有サービスは事業を提供することで、進出ハードルが低くなる。
• 具体的には①リードタイムの短縮、②初期投資低減、③ランニングコストの低減効果が見込まれる。

工業団地および関連事業の他で日本から参加可能な事業検証

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成

提供機能 具体例

① 土地・建屋の手配 ・日本企業専用工業団地内に準備・提供

② 会社設立・許認可
    取得申請支援

・申請書類作成、州政府との折衝支援

③ 共通インフラの提供
・道路、受電設備、給水タンク、排水処理、守衛、ファーストエイド、
　緑化など

④ 事業インフラの提供
・内陸輸送・倉庫・組付等、物流機能、製造設備、原材料供給、
　完成品在庫・輸出

⑥人事総務情報共有会 ・社長会、人事・総務系インド人幹部会実施

⑤ 共通機能の提供

・総務ｻｰﾋﾞｽ（食堂、通勤用乗合バスほか）、各種マネジメント
　サポート
・各種保険付保、IT環境整備、工場常備品在庫・供給、
　ユニフォーム

立上げ

リードタイム

の短縮

初期投資

の低減

ランニング・

コストの低減

メリット通勤バスを事業者が手配 食堂を事業者が手配

簡易診療所を事業者が手配 シェアドサービス支援

会社設立支援
人材採用支援

州政府交渉支援
その他事務支援

日本企業
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その他必要となる調査等（環境面、社会面への影響等）
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GJ州では工業団地、工場設立において州政府所管機関（GPCB）の認可が必要

その他必要となる調査等（環境面、社会面への影響等）

• 環境クリアランスは、環境アセスメント通知（Environment Impact Assessment Notification）において分類され
たカテゴリーA またはB に該当する産業についてのみ必要とされています。したがって、いずれのカテゴリー
にも該当しない産業は、その規模を問わず環境クリアランスが不要です。

• 正確な判断は、分類リストを参照の上、不明であれば当局（GPCB）に問い合わせるなどして確認されるのが
安全です。

• 環境クリアランスが通常必要ない産業の例

⇒自動車部品・組立/家電/繊維産業（綿衣類など）/プラスチック合成

• 環境クリアランスが通常必要な産業の例

⇒化学肥料/農薬/合成有機化学品（染料・染料中間体）/統合塗装産業

• プロジェクトを立上げるには、一般的に、①水質汚濁防止管理法（Water (Prevention and Controlof Pollution) 
Act, １９７４）（以下「水質法」）および②大気汚染防止管理法（Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 
１９８１）（以下「大気法」）に基づき、立上げの前にCTE（Consent to Establish）あるいはNOC（Non Objection 
Certificate）を取得する必要があります。

• 例外規定：「小規模」産業および環境への悪影響が無いとしてGPCBが指定する１６８ 種類の小規模家内工
業に該当する場合は不要とされています。

※投資額が５０００ 万ルピー未満の場合は「小規模」にあたります。

環境クリアランス

（必要に応じ、建設前）

環境法上の設立許可

（建設前）

環境法上の操業許可

（操業前）

GPCBの許認可の種類

• プロジェクトの操業を開始するには、その開始前に、①水質法、②大気法、③有害廃棄物管理規制
（Hazardous Waste (Management, Handling and Trans-boundary Movement) Rules, ２０１６）（以下、「有害廃棄
物法」）の下、 CC&A(Consolidated Consent & Authorization)あるいはConsent to Operateを取得する必要が
あります。

• プロジェクトを開始する者全員の提出が求められ、例外規定はありません。

※ 標準開発管理規則においても一定の環境汚染管理のためのルールが規定されています。

詳細については、GPCB のウェブサイト（www.gpcb.gov.in）に記載

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成
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その他工業団地および関連事業で関するインド中央政府・GJ州政府の環境法令

その他必要となる調査等（環境面、社会面への影響等）

i. 水 質 汚 濁 防 止 管 理 法・同規則
（ Water (Prevention and Control of Pollution) Act, １９７４ and Rules, 
１９７５）

ii. 大気汚染防止管理法・同規則（Air (Prevention and Control of 
Pollution) Act, １９８１ and Rules, １９８２）

iii. 環境保護法（Environmental Protection Act, １９８６：EPA）
１. 環 境 ア セ ス メ ン トに関する通達（ Environmental Impact

Assessment Notification, ２００６）
２. 騒音公害規制管理規則（Noise Pollution (Regulation and Control)

Rules, ２０００）
３. 有害廃棄物管理規則（Hazardous Waste (Management, Handling

and Transboundary Movement) Rules ２０１６）
４. プラスチック廃棄物管理処理規則（Plastic Waste (Management

and Handling) Rules, ２０１６）
５. 生物医療廃棄物管理処理規則（Bio-Medical Waste (Management

and Handling) Rules, ２０１６）
６. 建設・解体廃棄物処理規則（The Construction and Demolition

Waste Management Rules, ２０１６）
７. 電気電子廃棄物管理規則（The E-Waste (Management) Rules, 

２０１６）
８. 電池管理処理規則（Batteries (Management & Handling) Rules, 

２００１ as amended）
９. 有 害 化 学物質の製造・保管・管理・輸入に関する規則

（Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules,
１９８９）

１０. 有害微生物遺伝子操作微生物細胞の製造・使用・輸入・輸出
・保管に関する規則（Rules for the Manufacture, Use, Import, 
Export and storage of Hazardous Micro-Organism 
Genetically Engineered Organism Cell, １９８９）

１１. オゾン層破壊物質規制管理規則
(Ozone Depleting Substance(Regulation and Control) 
Rules, ２０００）

１２. 沿 岸 規 制 区 域に関する通達（ Coastal Regulation Zone 
(CRZ) Notification, ２０１１）

１３. 飛散灰利用の方針に関する通達（Utilization of Fly Ash-
Notification of Direction, １９９９ as amended）

１４. エコマーク採択（Eco-mark Resolution, １９９１）
iv. 第三者責任保険法
（Public Liability Insurance Act, １９９１）
v. 環境監査スキーム
（Environmental Audit Scheme, １９９６）

(出所) 各種資料に基づき、みずほ銀行国際戦略情報作成



本報告書は、株式会社みずほ銀行を主たる受託者が日印両国におけるヒアリングおよび分析

を通じて取りまとめたものであり、業務委託者である経済産業省の意見を表明するものではあ

りません。
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