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インドと日本のきずな
継続的な外交関係とコラボレーション

マラバル海軍共同演習 - 17 

共同防衛コラボレーション継続的な外交関係 コラボレーション

両国は様々な分野において
強固な関係を確立しています。

► 文化、教育、および人間同士の交流

► 科学技術協力

► 地域的および多国間協力

► 包括的な経済連携協定（CEPA：
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement）

► 原子力平和利用協力

► 政治的および安全保障関係

► 防衛協力
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貿易概要と注目分野 - インドと日本

国 インドの輸出品目 インドの輸入品目 ジャールカンド州と
相乗効果を生む重点

分野

日本 石油製品、化学要素/化合物、魚
類と魚類調製品、非金属鉱物製
品、金属鉱石とくず、衣料品と
アクセサリー、鉄鋼製品、織物
用糸/布地、機械類、および動物

のための動物用飼料

USD46.6億の輸出相当額

機械類、鉄鋼製品、電気機械
類、輸送機器、化学要素/化合
物、プラスチック素材、金属製
造物、精密機器、製造ゴム、石

炭/コークスと練炭

USD98.5億の輸出相当額

ESDM、鉄鋼、自動車
と自動車部品、織
物、建設・採掘機
材、医薬品、エネル

ギー、および
スマートシティ

貿易概要 - インドと日本
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► -世界の最も急速に成長している経済の1つ

► -世界で3番目の魅力的な外国直接投資先

► -若い人口、65%は35歳以下

► -安定している決定的なリーダシップ

► -ビジネスの競争的なコスト

► -有利なビジネスと政策環境

► -ビジネスの容易さ

インドの強み
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インドとジャールカンド州
概要

GDPの成長率(5年間CAGR)

2011 – 12 から 2015 – 16 

6.8% 

インド

GSDP の成長率 (5年間CAGR)

- 2011 – 12 から2 015 – 16 

8.8% 
ジャールカ
ンド州

工業40％

サービス38% 

農業13％

総人口の60％が労働年齢層にいます
2016年時点

33.3%

0～14歳

60%

15～59歳
6.7%

60歳以上

Gender 

Ratio 

男性1000人に対する女
性は、全国平均の940人
を超える948人となって

います

GDP成長率 ジャールカンド州の人口統計

Sources: Census of India
* GSDP: Gross State Domestic Product

人口：3300万

製品や補助金などに
対する税金 9%
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GSDP成長％（2014～15年）

22.2%

76.0%

77.8%

(0.96)

3.34 

5.76 6.11 6.15 6.24 6.67 6.76 
7.33 7.48 7.70 7.79 7.85 7.98 7.98 

8.65 

11.04 

15.56 

J&K Assam Maharashtra Rajasthan Uttar
Pradesh

Odisha Kerala Madhya
Pradesh

Uttarakhand Himachal
Pradesh

Gujarat Karnataka Chhattisgarh Andhra
Pradesh

Haryana Tamil Nadu Jharkhand Bihar

✓ 最も著しい経済成長を成し遂げているインドの州の一つ。

✓ 2014年～2015年の間のジャールカンド州のGSDPがUSD 

330億となっており、〜11％のGSDP成長で、インドの主要な20州の間で2番目となりました。

GSDP成長％（2014～15年）

ジャールカンド州
州内総生産
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シングルウィンド
ウ通関

オンライン申
請と承認

定期的な工業関連
相談

期限付きの苦
情処理

事業遂行の
手軽さ

ビジネス活性化要因

シングルウィンドウ
www.advantage.jharkhand.gov.in 
ヘルプライン電話：0651-6556666

異なる奨励金の共通申請D

奨励金支出のオンライン監視E

タイムライン付きの苦情処理F

承認用双方向システムG

A SMS/メールによる状況通知

B 通関手続き関連の共通ヘルプライン電話番号

C 資格あり、また必要なツールを備えている関係役員

強固な政策枠組みH

ジャールカンド州
有利な投資環境
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ラジャスタン州
電力料金：1.55
熟練労働者の賃金：1.0
CPI: 25.47

グジャラート州
電力料金：1.11
熟練労働者の賃金：1.40
CPI: 22.70

マハーラーシュトラ州
電力料金：1.67
熟練労働者の賃金：1.47
CPI: 28.93

カルナータカ州
電力料金：1.5
熟練労働者の賃金：1.27
CPI: 25.90

ウッタル・プラデーシュ州
電力料金：1.77
熟練労働者の賃金：1.53
CPI: 24.85

ジャールカンド州
電力料金：1.17 
熟練労働者の賃金：1.39
CPI: 24.33

マディヤ・プラデーシュ州
電力料金：1.24
熟練労働者の賃金：1.61
CPI: 26.09

チャッティースガル州
電力料金：1.27
熟練労働者の賃金：1.19
CPI: 22.7

アンドラプラデーシュ州
電力料金：1.36
熟練労働者の賃金：1.91
CPI: 23.85

事業遂行の競争的コスト
低価格の電力料金と熟練労働者の賃金

* 電力料金と熟練労働者の賃金はベースが1でコスト指標として示されています。CPIは首都の消費者物価指数（Consumer Price Index）のことを指します
（www.numbeo.comより）。
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ジャールカンド州の交通施設
インド全州と世界各地への便利なルート

15線の国道路（NH：National Highways）が当州を

渡っています

鉄道線全長は、2182km

数港から近距離

ラーンチー。インド主要都市への直行便

バンガロール

コルカタ

ムンバイ

アーメダバード

ジャイプール

デリー

ハイデラバード
アムラーバティ

パトナ

チェンナイ

ティルヴァナンタプラム

インド主要な水路のNW 1がサヒブガンジを渡ってい
ます
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ジャールカンド州のエネルギー分野
インド最低価格の電気料金の一例

注意：1) MW - メガワット 2) IPP - Independent Power Producer（独立発電事業者） 3） UMPPS - Ultra Mega Power Projects（超大規模発電プロジェクト） 4） UMPP - Ultra 
Mega Power Project（大規模発電プロジェクト）

5) EPC- Engineering Procurement Contract（設計調達契約） 6) PSS- Power Supply Systems（電力供給システム） 7) MVA – メガボルトアンプ

 4000 MWの発電能力のUMPPが計画中で

す

 石炭ブロック/石炭リンケージの機会

 PPP経路の下で開発が提案された〜Rs

3000 Cr相当額の配電システム。

 ～Rs.9,000 Cr相当額の配電関連の機

会。

 約2 4 6の新しいP S Sが委託予定です発

電能力が3818MVAから7412MVAに上が

る見込みです

 投資額がRs.1万4000 Cr.です

投資機会

掘削と発電 送電 配電
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投資機会 – 再生可能エネルギー

• PPPモード様々な箇所において、0.7MW～24MWまでの水力発電プロジェクトにおける投資機会。

• 当州が2022年までに2600 MWの太陽光発電能力に達する目標を設定しているので、ソーラーパネルの製造業者、およ

びインバーター製造業者にとって莫大な投資機会があります。

• 官庁ビル上（5 MW）、私有屋根と商業と工業施設上（50MW）に、グリード接続の屋上太陽光発電システムを設立す

る投資機会

太陽 風 廃棄物をエネルギー再生に 小規模水力
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建設・鉱山機械の製造業界の機会

探鉱と採掘 処理と精製 運輸
ブレンディングと市場探索

機会

✓ 探鉱機器の製造
✓ 探鉱車両の製造

✓ 処理・精製機器の製造 ✓ 牽引車などの輸送車両の製造
✓ 補機車両の製造

ジャールカンド州に機器製造設備を設立する利点

✓ アジアの自動製造クラスターの最大のハブの一つ
✓ 鉱物生産の面でインド第3位に並んでいます（インドの鉱物埋蔵量

の40%）

✓ メガプロジェクトの開発に対する魅力的な奨励金

価値連鎖

日本のトップ企業
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電子的システム設計・製造（ESDM：Electronics System Design & 
Manufacturing)業界の機会

製品アイデア - 革新 研究開発と製品設計 コンポーネント 組み立て（SMT）とテスト実
施

機会

✓ 携帯電話の製造
✓ タブレットの製造

✓ 白物家電/家電の製造 ✓ カメラの製造
✓ コンピューターアクセサリの製造

ジャールカンド州に電子的システム設計・製造設備を設立する利点

✓ アディツアプールの電子機器製造クラスター（EMC：Manufacturing 
Cluster）は最先端のインフラストラクチャ－を実現しています

✓ Tata Motorsやその他の補助ユニットのために生まれる自動車用電子製品
の制御可能な需要

✓ 州内のESDMを支持するための専用のESDM政策

✓ ESDM政策の下で利用できる様々な財政的奨励金

価値連鎖

日本のトップ企業
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自動車と自動車部品製造業界の機会

インバウンドロジスティ
クス

作業/組み立て アウトバウンドロジ
スティクス

マーケティングとセー
ルス

機会

✓ 自動車部品の製造 ✓ 自動車の製造 ✓ タイヤの製造

ジャールカンド州に自動車と自動車部品設備を設立する利点

✓ 1950年から、Tata Motorsなどインドの自動車業界の大物を集めています
✓ ジャムシェードプルとアディツアプールに、800以上の自動車補助ユニッ

トと自動車部品ユニットが設立されています

✓ 当州の自動車業界を促進するための専用の自動車と自動車
部品政策

✓ アディツアプールに自動車と自動車ベンダー団地を設立す
る提案

価値連鎖

日本のトップ企業

サービステスト実施
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情報技術業界の機会

戦略からポートフォリオ
へ

デプロイするための要件 要求から遵守へ

機会

✓ コンピューターソフトウェアサービス
の提供

✓ ITセキュリティーサービスの提供 ✓ ネットワーク統合、システム統合、お
よびビジネスプロセスアウトソーシン
グサービスの提供

ジャールカンド州に情報技術設備を設立する利点

✓ ラーンチーに専用のIT団地が設立されています
✓ 巨大な人材プールおよび熟練したサポート人員
✓ ラーンチーにIIMアーメダバードのサポートで革新/企業支援センターお

よびファブラボが設立されています

✓ 州内のIT業界を支持するための専用のIT/ ITeS政策

✓ ジャールカンド州ラーンチーにインドソフトウェア技術団

地（STPI：Software Technology Parks of India）が設立

されています

価値連鎖

日本のトップ企業

検出から修正へ
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織物、アパレルと履物の製造業界の機会

原材料ネットワーク コンポーネント生産 アパレル生産

機会

✓ 糸や繊維の製造
✓ アパレルの製造

✓ 衣服の製造
✓ 履物の製造

✓ 繊維団地の設定
✓ 工業用繊維品の製造

ジャールカンド州に織物、アパレルと履物の設備を設立する利点

✓ ラーンチーのIRBAに専用の織物とシルク団地が設立されています
✓ 世界最大のタサールシルク生産国
✓ Shahi Exports、Matrix Clothing、Orient Craft、Tangerine Design、

Prem Footwearなど、大活躍者を集めています

✓ 当州の織物、アパレルと履物業界を推進するための専用の
織物、アパレルと履物政策

✓ 織物、アパレルと履物ユニットの設立に対する巨大な奨励
金

✓ 豊富な職人

価値連鎖

日本のトップ企業

マーケティングネット
ワーク

輸出ネットワーク
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食品加工業界の機会

インプット 生産 調達/保存

機会

✓ 有機農産物と香辛料
✓ 園芸 ✓ 乳加工

✓ 森林生産物
✓ 漁業と食肉

ジャールカンド州に食品加工設備を施設する利点

✓ ラーンチーに大規模の食品専用団地が設立されています
✓ Mother Dairy、Parle、Safal、Moreish、Real Agro Foodなど、多くの大

活躍者を集めています

✓ 州の食品加工業界を推進するための専用の食品加工政策

✓ 食品加工ユニットの設立に対する巨大な奨励金

価値連鎖

日本のトップ企業

小売加工
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探鉱業界の即時投資機会

整理
番号

鉱山 所在地

石灰岩鉱山

1 Benti-Bagda ラーンチー

2 Semra-saltua パラム

3 Salhan ラーンチー

黒鉛鉱山

4 Muhagain-Tulbla パラム

5 Koiri-Pathra パラム

藍晶石鉱山

6 Jyoti Pahari 東シングブーム

7 Sirboi 東シングブーム

採石場

8 Chandula-Simalgoda サーヒブガンジ

石炭ブロック

9 Jagaldaga block ラテハル

10 Gowa ラテハル

銅ブロック

11 Ramchandrapahar 東シングブーム

石灰岩

藍晶石

黒鉛

採石場

石炭

銅
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インドにおける日本感の存在感

▪ 自動車： 

▪ 白物家電： 

▪ ESDM： 

▪ 銀行と金融： 

▪ 医薬品： 

▪ 建設と採掘機器： 

▪ 織物 

▪ 食品加工 

インドで活躍するの日本の主要な企業
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当州の産業環境 – 既存企業

▪ 重電

▪ 重工業と道具

▪ 自動車と自動車部品

▪ 低技術製品

▪ 高技術製品

▪ その他の業界

主要な業界
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奨励金 範囲 適用

包括的プロジェクト投資助
成金（CPIS：Comprehensive 
Project Investment 
Subsidy）

20%
MSMEの固定資本投資への投資
（Rs 2 Crの上限額まで）

20% 非MSMEの固定資本への投資（Rs 20 Crの上限額まで）

品質登録支援奨励金 50% Rs. 10.00ラークを上限額とする品質認定支出

特許登録支援 50%
特許につきRs. 10ラークを上限額とする、支出額の
50%の財政援助。

VATに対する助成金/奨励

金

80%
5年の間に、新たなMSMEユニットの支払うべき純VAT額

に適用します。

75%
5年の間に、新たな大規模プロジェクトの支払うべき

純VAT額に適用します。

ジャールカンド州に投資する利点
それぞれの業界のニーズに合った政策



Page 22

ジャールカンドと中央の両方に安定している決定的な政府

日本の製造業企を対象にして、日本の国際協力銀行（JBIC：JapanBankforInternational
Cooperation）が実施した最新の調査によると、インドは最も魅力的な投資先となってい
ます

インドに(日本企業も含め)存在の大規模な多国籍企業を確立

信用できるパートナーシップと確立されたジャークハンドと日本の関係

2017年2月16日と17日に日本はモメントム・ジャールカンド・グローバル投資者サミッ
トのパートナー国でした。

ジャールカンド州に存在の日本企業は日本スチール&住友金属、京セラと日立

ダイナミックなリーダーシップ、革新的な政策、産業遺産と豊かな地理を考慮すると、
ジャールカンド州は産業化と成長の巨大な潜在能力があると言えます

ジャールカンド州に投資する利点
決心があり、安定している、強固で革新的な政府



ありがとう


