Part 3

インドの主要産業における
投資とビジネス機会

に達し、世界第11位の規模に発展した。PPP（購買

1． はじめに

力平価）ベースではGDP約４兆ドルで、世界第４位
に浮上している。また、ここ数年の世界不況にもか

インドは世界で最も著しい経済成長を遂げる国の
ひとつであり、名目GDPにおいて世界第11位の経済
規模にまで成長した。インド経済は、経済自由化政
策による国内需要と輸出の拡大によって牽引され、
過去５年の年間GDP経済成長率は、世界的景気低迷
にもかかわらず平均で8.5％を記録した。国外情勢の
影響を大きく受ける輸出牽引型の他の新興国経済に
比べ、内需主導型の経済成長はインド経済固有の特
長といえる。
日本からインドへの直接投資はここ数年増加して
おり、2010年度には約5000億円に達した。しかし、
日本からの投資額は海外直接投資額全体におけるほ
んの一部分を占めるにすぎず、日本が世界第３位の
経済大国であること、そして、資本輸出大国の一国
である事実を考慮すると、まだまだ少ないといえる。
このたび提案が行われた日印間の包括的経済連携協
定（CEPA）の調印により、直接投資の伸びにさら
なる弾みがつくものと期待される。

2． インドのマクロ経済と
投資の最新動向
インド経済は2010年に名目GDPが１兆3700億ドル
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出所：当日資料（以下同）
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かわらず、過去５年で平均8.5％の経済成長率を達成

発会議（UNCTAD）のレポートでは、グローバル

しており、最も経済成長の著しい国のひとつとして

企業にとって、インドは世界第２位、中国の次に魅

重要視されている。

力的な海外直接投資先として選ばれた。

インドの強みは７億4800万人という世界第２位を

豊富な若年労働人口と内需に支えられたインド市

誇る労働人口、そして全国民の平均年齢25歳という

場は、輸出ベースの東南アジア経済とは異なる特異

その若年層の豊かさにある。労働人口は毎年1300万

な成長モデルであり、確実な成長余力から将来性も

人のペースで増加を続けており、現時点で国民全体

高く、多くの投資家にとって魅力的な市場となって

に占める割合が58％、2020年までに64％に上昇する

いる。

と予測されている。日本の平均年齢が43歳、アメリ
カのそれが36歳であることからしてみても、いかに

3． 課 題

インドが若い国であるかがうかがえる。増大するイ
ンドの若年人口は2020年に中国を追い抜くとも予想

投資戦略の中で、多くの企業が直面する問題はい

されており、労働人口の増加もあり、インド経済は

くつかあるが、その中でも主要なもののひとつに、

継続的に拡大していくという比較優位を持ち合わせ
ているといえるだろう。

「パートナー企業の選定」があげられる。多くの日本
企業がパートナーシップによるインド市場への進出

インドでは1990年代に都市化が進み、人々の生活

を求めているが、一方で、質の高いパートナーの選

にも変化が生じた。現在のミドルクラス（中間所得

定が行えないことに難しさを覚えている。また、
「投

層）の人口は総人口の34％を占め、2010年度の個人

資すべき案件（プロジェクト）の選定」についても

消費額は8000億ドル（GDP比60％）にのぼってい

難しいと感じる企業が多いようだ。多くの日本企業

る。一方、インドにおける個人の年間貯蓄率はGDP

がインドでの経験が少なく、まだ学習の途上にある

比34％（2010年時4500億ドル）と高く、この貯蓄率

といえるが、最近では、投資を検討すべきプロジェ

は今後も雇用の増加に応じて上昇していくと予想さ

クトの見極めも以前ほど困難ではなくなってきてい

れている。

る。

インドは2030年までに名目GDP6.7兆ドルで世界第

しかし、インフラ、金属・鉱業分野に興味のある

３位の経済となり、2050年までにその額は38兆ドル

企業においては、土地の確保、環境クリアランス、

になると予測されている（ゴールドマンサックス）
。

労働法など、新たな課題の克服に懸念が抱かれてい

国際協力銀行（JBIC）はインドを2011年の最も魅力

る。そのほかにもインフラの未整備、熟練労働者の

的な投資先のひとつに位置づけており、国連貿易開

確保やヘルスケアといった課題も多く残されている。
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課

題

詳

細

投資機会

・高い経済成長にとって大きな足か ・電力、道路、港、鉄道などに大き
せとなっている
な投資が求められる
・効率、生産の遅延の原因となって ・政府は民間の参入を現在の 20％
インフラの いる
台から 50％台への引き上げを検
未整備
・拡大する人口の高まりに応えられ 討している
ない
・2012 〜 17 年の５年間でインフラ
への投資 1.4 兆ドルが試算されて
いる
・識字率は人口の 65％で世界標準 ・人的資本強化に投資が必要
・質の高い労働力によりサービス分
教育・熟練 以下
・熟練した人材供給のため、質の高 野が利益を得る
労働者
い教育が必要
・増加する人口基盤によってヘルス ・保健インフラに重点がおかれ、よ
ケア機関が必要とされる
り多くの投資が必要
ヘルスケア ・平均寿命は以前の 58 歳から 63 歳 ・手頃な価格の医薬品、医療設備の
まで上がる
巨大なマーケット
・生活習慣病の増加
・普及率上昇による健康保険の機会

た、保険市場は政府系機関によってほぼ独占されて

4． 投資機会

いるものの、民間企業の存在感も高まってきた。民
間保険業の2005年度から2010年度にわたる年平均成

このような状況下で、今後整備が進む分野への投
資機会は拡大しており、投資家にとって非常に魅力
的なものとなっている。特に以下の分野においては

長率をみると、生命保険料収入（初年度）は47％、
損害保険料収入は32％の伸びを記録した。
保険業界においては、まだ外資への投資規制が敷

多くの投資機会が存在している。

かれており、100％外国資本による投資が認められて

・金融サービス（保険、プライベートエクイティ、

いないため、生命保険・損害保険における合弁事業

不動産）

設立による投資機会がうかがえる。

・航空機、船舶を含むアセットファイナンスなど
・金属・鉱業
・石油・ガス
・電力・交通・インフラ

（2）アセットマネジメント
インドにおける資産運用市場の成長は世界でも最
速で、2003年度から2009年度にわたる年間平均成長
率は世界全体で９％、アジアで12％であるのに対し、

5． 金融サービス（BFSI）

インドでは28％を記録している。また、家計の金融
貯蓄において投資信託の占める割合は、2001年には

インド金融市場は８％を超える経済成長に支えら

1.3％であったのに対し、2008年には7.7％にまで拡大

れた底堅い成長市場ではあるものの、市場における

した。一方で、経済成長とともに貯蓄が増加してい

金融商品の浸透率がきわめて低く、また、インド準

るにもかかわらず、他の先進国と比べ、個人投資家

備銀行（RBI）
、インド証券取引委員会（SEBI）
、イ

層に対する資産運用サービスの浸透率はきわめて低

ンド保険規制開発庁（IRDA）の厳しい業界規制によ

く、ブローカー業やアセットマネジメント会社など

り、非常に保守的な市場となっている。

多くの分野で、大きな投資・ビジネス機会がもたら

一方、教育の機会を得た若年労働人口の増加、可

されている。

処分所得の上昇、GDP比30％に及ぶ高い貯蓄率など

具体的な投資機会としては、インドを中心とした

にけん引され、金融市場への高い資金流入が期待さ

ファンド（プライベートエクイティ、不良債権ファ

れている。

ンド、不動産ファンド、長期ファンドなど）を調達
する合弁事業や、海外向け投資（機関投資および個

（1）保険業
インドの保険料収入額はGDP比4.5％と低く、ま
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人投資）を目的としたアセットマネジメント会社と
の戦略提携、およびアセットファイナンスやリース
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2010年度

2015年度（予測）

生命保険料

4000億ルピー

１兆 7300億ルピー

損害保険料

1400億ルピー

5000億ルピー

アセットマネジメント会社による資産運用

1820億ルピー

5000億ルピー

ノンバンク＆マイクロファイナンス

事業に特化した合弁事業などがある。

全人口のたった 13％に値する、１人当た
り所得が５万ルピー超の者のみが、銀行
からの借り入れが可能
人口のおよそ 53％は、銀行以外の貸付機
関および非機関貸付者から借り入れを行っ
ている

ーとしてはいまだ組織化されていない状況にある。
建機・鉱山用機械の産業規模は2015年までに４倍

（3）バンキング

に成長すると予測されている。

インドでは全人口のたった13％（１人当たり所
得が５万ルピー超の人々）のみが銀行からの借り

7． 石油・ガス

入れが可能という現状で、人口のおよそ53％は、
銀行以外の貸付機関および非機関貸付者から借り

インドは原油輸入で世界第６位であるにもかかわ

入れを行っている。こうした非銀行系金融を利用

らず、経済成長と需要の伸びが追いつかず、深刻な

する人々をターゲットとするノンバンク（NBFC）

需要と供給の不一致が生じている。

およびマイクロファイナンス機関（MFIs）の成
長が期待される。

エネルギー消費に占める天然ガスの割合は世界で
は23％であるのに対し、インドでは10％にすぎない。
ガス・インフラも未整備であるため、やはりここで

6． 金属・鉱業

も需要と供給のバランスが合わず、不足分を液化天
然ガス（LNG）で補わざるを得ない状態にある。

金属・鉱業分野においては、外国投資家を引き付

このように、エネルギー不足による国への影響は

けるため、政府による好意的な規制措置がとられて

今後も続くものと予想されており、石油の需要は向

おり、100％外国資本による投資が認められている。

こう10年間で３〜４％成長すると見込まれている。

また、コストの低さや熟練した労働力、製品開発能

天然ガスについては、2014〜15年にはONGC社、

力、新興成長市場に近いロケーションなどの優位も

GSPC社のKGガス資源から２万m3分の追加供給が期

あり、ますます投資が加速すると予測される。

待されているが、中長期的に需要の伸びは６〜10％

鉄鋼は、高い設備稼働率（アジア最大の90％）と
１人当たりの使用量の低さから、長期的に内需向け

に拡大するとみられ、慢性的な不足が生じると予測
されている。

で魅力的な市場となることは確実である。また、イ
ンドの鉄鋼生産量は9000万トンなのに対し、2015年
時の消費量は１億500万トン近くまで増加すると予測

（1）探査と生産
このような状況を打開するため、新探査免許政策

されることから、いっそうの輸入拡大も見込まれる。

（NELP）によって国内の石油・ガス鉱区235ブロッ

先述のとおり、100％外国資本による投資も認められ

クが探査鉱区に指定されており、現在までに26ブロ

ているが、技術提携もひとつの投資手法である。ほ

ックにおいて87の発見がなされている。最近の成功

とんどのインド鉄鋼大手はすでに技術提携先をもっ

事例として、Cairn Rajasthan社、RIL KG basin社

ているが、準大手も積極的に事業を拡大しており、

による発見があげられる。同分野には140億ドルの投

技術提携パートナーを必要としている。

資が確定しており、限界油田（マージナル油田）開

非鉄では、川下のニーズが増大する一方、セクタ

発への投資も行われている。
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（2）精 製

第11次計画における投資総額300億ドルの地域間送電

石油製品の国内消費は2010年以降の10年間で３％

容量拡大計画では、20GWが増設され、従前の2.5倍

の成長が見込まれている。この成長に対応するため、

となった。政府はさらに2012年度から５年間で1100

三大精製所、およびその他精製所の精製容量を拡大し、

億ドルを投資し、90GWの追加を予定している。ま

国内における年間生産量を現在の１億8500万トンか

た、インドの再生可能エネルギーは2032年時点で

ら2016年度には３億200万トンに引き上げる予定であ

180GWのポテンシャルがあると予想されている。

る。一方で、2016年度以降は主要精製所の容量拡大
計画はなく、精製所の容量不足が懸念されている。

現在、ほとんどの港湾が稼働率90％以上と、最小
限のインフラでの稼働を強いられている。そのため、
接岸までの待機時間が長く、積み下ろしにかかる時

（3）天然ガス：輸送

間が増加している。一方で、港湾取引量は第11次計

政府による環境規制により、天然ガスの使用が義

画において10％の成長が見込まれており、取引量増

務づけられたこと、またその価格が一般の自動車燃

加に伴う港湾拡大が不可欠となってきている。その

料より断然安いことから、天然ガス需要が急激に増

ため、政府は100％外国資本による港湾建設投資に対

大している。供給シナリオは楽観的にみても不足が

し、既存の事前認可取得制度を廃止し、自動認可ル

明らかで、インド政府は200を超える地域を天然ガス

ートのもとで開放した。また、港湾産業における特

拡大地域として選択し、既存の幹線パイプライン１

別なタックスインセンティブやタックスホリデーも

万2000km（総容量１日３億スタンダードリューベ）

設け、投資の促進を推し進めている。

に加え、１万6000km（総容量１日４億スタンダード
リューベ）を追加し、インド全土を結ぶ大掛かりな
計画を立てている。

鉄道分野においては、Indian Railways（IR）が
「Vision 2020」の中で輸送量を年平均成長率８％、

その他のパイプラインも、それぞれ計画段階、承

19億トンにまで増加させることを目論んでいる。ま

認段階、実行ステージにあるが、国内の天然ガス市

た、近年、東部州での鉄鋼生産の増加が、鉄鉱石や

場の成長には、インフラ開発が不可欠となっている。

鉄鋼用鉄道の交通量を押し上げている。そのため、
新規鉄道や高速専用線の導入、国際水準の駅舎建設

8． 電力・交通・インフラ

などが必要とされ、これにかかる投資額として3050
億ドルが計画されている。また、PPP主導によるプ

経済成長に伴い電力需要も急激に増大している。
分

野

ロジェクト履行のため、モデル文書の作成や効率的
投資機会

電

2012 年度から 2017 年度にかけての成長予測８％、新規発電設
備容量 90GW追加予定（1100億ドル）

地域間送電

キャパシティは第 11 次計画で 20GW 増、従前の 2.5 倍になる予
定（300億ドル）

発

再生可能エネルギー 2032年までに 180GW増のポテンシャルと予想（2150億ドル）
港湾取引量

第 11 次計画では 10％の成長予定。主要なキャパシティに制限
有（200億ドル）

Indian Railways（IR）

2020 年までに、輸送量を年平均成長率８％、19 億トンにまで増
加させる予定（3050億ドル）

空港インフラ

2020年までに 300億ドルの投資

2010 年の 800 億ドルから 2016 年時 1450 億ドルに市場規模が拡
自動車および自動車
大すると予測される（GDP比 2010年６％から 10％に上昇）
部品
2006〜 16年自動車政策（Automotive Mission Plan）
航空セクター

市場への浸透率の低さと所得水準の上昇により、2020 年までに
新型航空機への投資が 800億ドルに達する見込み

今後３〜４年で、船舶買収、内航海運、内陸水路輸送（IWT）、
海運・造船セクター 造船業に対する 90億ドルの投資が見込まれている
国家海事開発計画（National Maritime Development Programme）
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な手順を構築するための専属組織も設置されている。

当日プログラム

インドの国内旅行者数は、2010年度の年間4600万
人から2020年までに１億8000万人に到達すると予想
されており、Airport Authority of India（AAI）は、
主要都市ならびに地方都市の空港開発および近代化の
ため、５年間で30億7000万ドルの支出を予定してい
る。また、37の地方都市空港の近代化、および７つ
の新空港の開港も決定された。これにより、インド投
資委員会（Investment commission of India）は、
2020年までに空港のインフラ整備にかかる費用とし
て300億ドルの投資が行われると予測している。外国
資本による投資は新規の空港開発プロジェクトなら
100％まで、既存の空港近代化プロジェクトは74％ま
での出資が自動認可ルートで可能となっている。
自動車分野においては、100％外国資本による投資
が自動認可ルートのもとで認められており、2005〜
11年度における外国直接投資の年平均成長率は21％
を記録している。また、先日覚書が締結された日印
貿易協定の発効により、今後さらなる投資が見込ま
れている。
その他、包括輸入許可制で認可された範囲におい
て、船舶買収に対する100％外国直接投資が可能であ
ることや、自動認可ルートのもとで、国内航空会社
への外国直接投資が49％まで認可されているなど、
政府による規制の緩和、そして、新興市場に近いと
いう地理的優位性や高い製品開発能力など、さまざ
まな要因により、インフラ整備への投資がますます
加速すると期待される。同時に、外国投資家による
投資機会も増大している。
＊本稿は、2011年２月８日に開催したセミナーを一部抜粋してお届けす
るものです（主催：プロアクティブ・ユニバーサル・グループ（PUG）、
マユールバトラ会計事務所、海外投融資情報財団（JOI）。後援：駐日イ
ンド大使館、日本政策金融公庫 国際協力銀行（JBIC）
）
。

第一部
「開会挨拶」
一般財団法人海外投融資情報財団
「在日インド大使館よりご挨拶」
在日インド大使館 公使（経済・商務担当）
アルン・ゴヤル氏
「インドマクロ経済と投資の現状」
プロアクティブ・ユニバーサル・グループ（PUG）代
表取締役（元オーストラリア・ニュージーランド銀行
（ANZ）PSFアジア統括）
ヴィカス・バトラ氏
第二部／業界別動向と投資機会
「銀行・金融サービス・保険」
PUG 常務取締役（元モルガン・スタンレー、ILFS勤務）
ヴィプール・ダラル氏
「石油・ガス」
PUG 取締役（元インド石油会社（IOC）会長）
サルターク・ベフリア氏
「電力およびインフラ」
PUG 投資調査統括（ユーティリティアナリスト、元
スタンダードチャータード銀行エクイティリサーチ共同
部門長）
プラサード・ダハプートゥ氏
「金属、鉱業およびセメント」
PUG 金属・セメント部門アナリスト（エクイティア
ナリスト、元HSBC銀行勤務）
ジャティン・コティアン氏
「交通（自動車、海運、航空）」
PUG 投資調査統括（ユーティリティアナリスト、元
スタンダードチャータード銀行エクイティリサーチ共同
部門長）
プラサード・ダハプートゥ氏
「M&Aにかかる規制の枠組み」
マユールバトラ会計事務所 マネージングパートナー
マユール・バトラ氏
「閉会挨拶」
マユールバトラ会計事務所 ジャパンデスクマネージャー
山根亜紀子氏

＊本稿、またはインドへの投資案件、業務に関するお問い合わせは、PUG（infopug@proactiveuniversalgroup.com）までお願いします。
＊プロアクティブ・ユニバーサル・グループ（PUG）
PUGは2001年の設立以降、インド経済の主要セクターに重点をおき、国内企業、およびインド市場に関心を示す大手多国籍企業・機関
とのビジネスを構築してまいりました。各専門分野における専門家をはじめ、異なる文化や国際的なマーケットでのビジネス経験豊富
な経営陣で組織され、金融サービス、資本財・資本設備におけるクロスボーダー案件、不動産投資・アドバイザリー、およびITサービ
ス／ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）およびナレッジプロセスアウトソーシング（KPO）に関するサービスを企業の皆さま
に提供しています。
具体的には、インドの大手アセットマネジメント企業やアジア投資機関のアドバイザー、資金調達やリースファイナンスのサポート、鉄
鋼、石油・ガス、電力など各分野における戦略提携先（パートナー）のアドバイスなどを手掛けており、多くの成功を収めております。
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