
 
 

事業事前評価表 
 

１. 案件名（国名） 
国名：インド 
案件名：タミル・ナド州投資促進プログラム 

L/A 調印日：2013 年 11 月 12 日 

承諾金額：13,000 百万円 

借入人：インド大統領（The President of India） 

 

２. 事業の背景と必要性  
（1）当該国における投資環境に係る開発実績（現状）と課題 
インド経済は 1991 年に本格的な自由化政策を導入して以来、堅調な経済成長を維持している。第

11 次 5 ヶ年計画（2007 年 4 月～2012 年 3 月）では、計画期間中の年平均経済成長の目標を 9.0%に

定め、実際の平均成長率は年平均 8％を超えた。購買力平価ベースの一人当たり GDP は、2011 年に

は 3,600 ドルを上回っている。2025 年には一人当たり個人消費が 2005 年比で 3 倍に拡大し、消費

規模の大きさではドイツを上回り世界第 5 位に高まると試算されるなど、中間層の台頭と共に今後

も内需が拡大することが見込まれている。この内需の拡大と潜在需要に注目し、近年、インドに対す

る海外直接投資活動が活発化し、2011 年度の海外投資額(流入額)は前年比 34％増の 469 億ドルに達

しておりインド経済の成長に貢献している。 
他方で、同国に対する海外直接投資を加速化させるための課題として、ハード・ソフトの投資イン

フラの未整備が顕在化している。例として、在印日本商工会議所が 2012 年 2 月にインド政府に提出

した建議書では、税制、運輸インフラの整備、労働者の社会保障制度、労働ビザ、金融規制緩和など

の各分野における課題及び具体的な改善案が提示されている。世界銀行が世界各国の投資にかかる制

度を評価する Doing Business 2013 では、インドは 185 ヵ国中 132 位に位置付けられており、特に

投資手続きの数やかかる日数・コストを指標とした「ビジネスの開始」のランキングが 173 位、建

設許可手続きの数や日数・コストを指標とした「建設許可」のランキングが 182 位と、海外投資家

を更に呼び込むうえで特に投資開始時点に係る制度面の投資環境整備が課題となっている。 
（2）当該国における投資環境整備に係る開発政策と本事業の位置づけ 
インド政府は経済の阻害要因となりうるインフラのボトルネックを解消し、更なる投資環境の整備

を図る方針であり、これにより第 11 次 5 ヶ年計画では GDP に占めるインフラ投資のシェアが 5.7%
から 8％まで増加している。第 12 次 5 ヶ年計画（2012 年 4 月～2017 年 3 月）においては、5 年間

で 1 兆ドル規模のインフラ投資が掲げられる等、引き続きインフラ投資を加速する方針が記述され

ている。また、インド政府は、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想（DMIC）に続く産業回廊として、

カルナタカ州バンガロールとタミル・ナド州チェンナイを基軸とした周辺地域の経済開発を一体的に

進めるインド南部中核拠点開発構想(CBIC)を立ち上げており、タミル・ナド州はインドの経済発展

の重要地域と位置付けられている。 
タミル・ナド州が 2023 年までに目指す姿を示した「Vision Tamil Nadu 2023」（2012 年 3 月）の

中では、以後 11 年間の州の GDP 成長率の目標を年率 11％に設定し、2023 年には州民一人当たり所

得を現在の 6 倍の 45 万ルピーに増加させるなど、経済指標の大幅改善を掲げている。そのためには

民間投資の加速が不可欠であり、投資誘致を積極的に行うと共に投資環境の整備を推進することとし

ている。本事業は「Vision Tamil Nadu 2023」に示されている同州の政策方針のうち、特に投資誘致・

投資環境整備に資する取組みを支援するものである。 
（3）投資環境整備に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

国別援助計画（2006年5月）においては、対インドODAの重点目標の一つとされる「経済成長の

促進」に向けて、インド国内6大都市圏（デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、バンガロール、

ハイデラバード）やデリー･ムンバイ間産業大動脈に位置する経済特区、経済回廊等の産業集積地域

を中心に、地域経済開発の促進、物流効率化、外国資本による投資拡大に資する、幹線鉄道・道路、

円借款用 



大規模空港・港湾をはじめとしたインフラ整備への支援を行うこととしている。また、インフラ整備

の事業効果を高めるための政策・制度の改善といった、ハードとソフトを有機的に連携させた支援を

行うとしている。 
更に、インド南部中核拠点開発構想を後押しする観点から、2011年1月に我が国経済産業省がタミ

ル・ナド州政府と同州のインフラ開発支援に関する覚書を締結し、我が国の企業の投資誘致や同州の

投資環境の改善に共同で取り組むことで合意している。これを受けて同年11月に開催された経済産業

省とタミル・ナド州政府によるインフラ整備に係る第2回ワーキンググループにおいても本事業が取

り上げられており、本事業は日印両国の協力関係の中で重要案件として位置づけられている。 
（4）他の援助機関の対応 

世界銀行は、インドの都市インフラの未整備と労働者の未熟練が同国の経済成長を阻害していると

して、電力や道路を始めとする都市インフラ整備を重点分野と位置付けている他、PPP 案件形成の

ための技術協力等を行っている。 
（5）事業の必要性 

インド南部に位置するタミル・ナド州は、東南アジア地域とのシーレーンに位置し、その豊富な労

働力や一貫した外資誘致政策等から、自動車製造業やエレクトロニクス産業等が集積している。また、

日印政府イニシアティブにより進められている南部中核拠点開発構想を構成する州であり、州都チェ

ンナイ市を中心に本邦企業の進出が増加し堅調な経済発展が見込まれる。本邦企業では、日産、三菱

自動車、ブリヂストンなど自動車関連産業を中心に進出が加速しており、2008 年 1 月時点のタミル・

ナド州における本邦企業拠点数は 77 社であったが、2012 年 10 月には 344 社 となっており、5 年

弱で 4 倍以上に増加している。 
他方で、同州に投資を行っている本邦企業からは、道路、電力、上下水道等のインフラの未整備に

つき、改善を求める建議書が 2011 年 10 月 4 日に提出されている。また、世界銀行がインドの投資

環境を分析した「Doing Business in India 2009」においては、同州チェンナイの投資環境は対象 17
都市中 15 番目に位置付けられており、チェンナイ都市圏におけるインフラ環境及び制度・手続き面

の不備が更なる海外直接投資を呼び込むための妨げとなっている点が指摘されている。 
投資環境整備は、ハードインフラの整備推進及び制度面の改善が必要であり、本事業は「Vision 

Tamil Nadu 2023」にて示されている同州の政策方針のうち、特に投資誘致・投資環境整備に資する

取組みを支援することで、日印政府イニシアティブで進めている南部中核拠点開発構想の実現に資す

るものである。 
更に、2013年1月11日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」においては、その

具体的施策としてODAを活用した本邦企業の海外展開支援が掲げられている。チェンナイでは今後

中小企業を含めた本邦企業の進出が増加する見込みであり、本事業は同地の投資のボトルネックを解

消することで本邦企業の海外展開にも資するものである。 
以上の観点より、インフラ整備及び政策・制度改善を通じた同地域の投資環境改善を図る本事業は、

インド政府の開発政策及び、我が国・JICAの支援方針と合致しておりJICAが本事業の実施を支援す

ることの必要性・妥当性は高い。 
 
３. 事業概要  
（1）事業の目的 

本事業は、インド南部タミル・ナド州政府において、投資を促進する政策・制度の改善を促すと共

に、主に道路、電力、上下水道等のインフラ整備の早期実施を促進することで、同州投資環境の整備

を図り、もって同州に対する海外直接投資の増加を図るものである。 
（2）プロジェクトサイト/対象地域名：タミル・ナド州チェンナイ市及び周辺地域 
（3）事業概要 

本事業では「Vision Tamil Nadu 2023」にて掲げられている政策方針のうち、主に①投資環境整備

に資する政策・制度・手続きの改善、②道路、電力、上下水道等のインフラ整備への取組みにつき、

2012～2014 の各年度に達成すべき政策アクションを政策マトリクスとして整理し、本借款の各トラ

ンシェに結び付けてその達成を同州政府と JICAの双方でモニタリングを行うことで同マトリクスの

達成を促進する。 
特に本邦企業を始めとする海外投資家からの要望が大きい小規模インフラプロジェクトについて



は、小規模インフラプロジェクト特別委員会がプロジェクト管理マトリクスを作成し、整備に向け迅

速な対応がなされるよう実施管理・促進することを、政策アクションとして設定している。 
政策 目標 主要政策アクション 

インフラプロジェ

クトの調整と優先

順位づけ 

* 関連規制部局の次官が委員となるタミ

ル・ナド州インフラ開発委員会 (TNIDB) が
プロジェクトの優先順位づけと部局間調整

を行い、プロジェクト実施を加速する。 

* TNIDB の設立を定める州法

が成立する 

* 小規模インフラプロジェクト特別委員会

を設立し、委員会が特定した優先度の高い

インフラ整備に対して優先的に予算を措置

すると共に、遅延が生じないよう同委員会

が適切に進捗管理を行う。 

* 優先小規模インフラプロジ

ェクトが進捗管理表に沿って

実施促進される 

投資申請プロセス * 投資申請プロセス、関連規制やその運用

について包括的な見直しを行う Business 
Process Reengineering (BPR) 調査を通し

て、投資申請プロセスの改善を行う。 

* BPR 調査の提言に基づいた

アクションプランが策定され

る 

投資家のためのシ

ステム統合 
* 投資家向けのトラッキングシステムによ

り投資申請プロセスの透明性を高め、投資

家の満足度向上につなげる。 

* 関係部局と必要な協議を行

った上でトラッキングシステ

ムの仕様が起案される 
中小企業向けビジ

ネス環境整備 
* 中小零細企業の投資課題に係る調査結果

に基づいて商工業総局 の機能が中小零細

企業のシングルウインドウとして強化され

る。 

* 中小零細企業の投資課題に

係る総合調査が実施される 

* 中小零細企業がオンラインで利用できる

投資ガイドや投資システムが構築され、中

小企業の投資手続きの負担が軽減される。

* 海外の中小零細企業投資家のための情報

提供やワークショップが行われる。 

* 中小零細企業向けの投資ガ

イドブックがオンライン上で

公開される 

人的資源開発 * 包括的な技能開発アクションプランが実

施され、投資家の労働力需要への対応に貢

献する。 

* タミル・ナド州技能開発の総

合的な長期アクションプラン

が発表される 
Land Pooling 制度 * 地主に対して州道小規模港湾局が購入し

た土地による補償を実施できるようにな

り、Land Pooling 制度の活用によりインフ

ラ開発が加速される。 

* タミル・ナド州道路法改正が

最終承認される 

マスタープラン策

定/土地用途変更 
* 土地計画マスタープランを新たに策定

し、適切に工業用地を定めることで用途変

更が短縮され工業投資が容易になる。 

* フェーズ Iのマスタープラン

が完成し、官報にて公開され

る 
 

（4）総事業費： 
円借款対象額 13,000 百万円 

（5）事業実施スケジュール（協力期間） 
本事業の対象期間は 2012 年 4 月～2015 年 3 月。最終貸付実行（2015 年 6 月を予定）をもっ

て、本事業完成とする。 
（6）事業実施体制 
 1）借入人：インド大統領（President of India） 
 2）事業実施機関：タミル・ナド州政府財務局（Finance Department, Government of Tamil Nadu） 
 3）事業実施体制：各政策アクションは州政府の各担当部局が遂行する。政策アクションの進捗状

況は、タミル・ナド州財務局 Principal Secretary を委員長とし州政府関係部局の Secretary を委

員とする計画モニタリング委員会(Program Monitoring Committee)により原則4半期に1度確認



され、その結果が JICA に報告される。JICA は年度初めの計画モニタリング委員会にて、前年

度の政策アクションの達成状況の評価と次年度のアクションの合意を行う。当該委員会の開催

等の調整及び JICA との窓口については財務局内に設置される計画実行ユニット（Program 
Implementation Unit）が担当する。 

 4）資金管理体制: 借款資金はインド国政府の中央銀行口座を通じてタミル・ナド州政府の総合口

座に転貸されるため、借款資金はタミル・ナド州政府の一般財政として管理される。借款資金

の使途については、インド国会計検査院による年度毎の証憑及び口座の監査で確認され、JICA
に報告される予定。 

（7）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 
1）環境社会配慮 
①カテゴリ分類：C 
②カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）

上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 
（8）他スキーム、他ドナー等との連携：有償勘定技術支援による専門家派遣等を通じて政策アクシ

ョンの達成を支援予定。 
（9）その他特記事項：本事業の進捗状況はチェンナイ領事館主催の Joint Working Committee や日本

政府（経済産業省）とタミル・ナド州間で開催される定期協議にて報告・協議される予定。 
 
４. 事業効果 
（1）定量的効果 
 1）運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2012 年度実績値） 
目標値（2014 年度）

【本事業終了時】

タミル・ナド州インフラ開発委員会により優先付されたプ

ロジェクト（数） 
－ 10 

小規模インフラプロジェクト特別委員会により実施促進さ

れたプロジェクト（数） 
－ 10 

Guidance Bureau（投資窓口）の機能に満足した投資家の

割合（％） 
－ 50 

新しいシングルウインドウ機能を活用した中小零細企業の

数（社） 
－ 40 

海外の中小零細企業の投資を呼び込むためのワークショッ

プの開催回数（回） 
－ 2 

タミル・ナド州能力開発ミッションによる研修員の数（人） 50,000 72,500 

Land Pooling System を活用したプロジェクト（数） － 1 

土地計画マスタープランが存在する範囲（km2） 7,444 
8,447 

（既存のマスタープランの

アップデートも含む） 
2）内部収益率：算出せず。 

（2）定性的効果：チェンナイ都市圏の経済発展の促進、道路交通の快適性の向上と交通渋滞の緩和

等の都市環境改善、移動の定時性確保による利便性の向上、投資手続きの簡素化、投資に関する行政

側業務の効率化、インフラ事業の調整能力の向上。 
 
５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
（1）類似案件の評価結果 

フィリピン「開発政策支援プログラム（II）（III）」の事後評価から、特に現地進出本邦企業等の

民間セクターへの情報発信・共有により、投資環境及びインフラ整備に焦点を絞ったプログラムロー

ンの実効性強化・効果向上が期待されることが指摘されている。 
（2）本事業への教訓 



本事業においては、上記提言を踏まえ、政策マトリクスの策定にあたって現地進出本邦企業等との

意見交換を実施しており、また政策アクション達成のモニタリングにあたっては、必要に応じて

JETRO チェンナイ事務所との連携を図り、民間セクターへの情報発信、共有を促進する予定である。 
 

６. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 
1) タミル・ナド州インフラ開発委員会により優先付されたプロジェクトの数 
2) 小規模インフラプロジェクト特別委員会により実施促進されたプロジェクトの数 
3) Guidance Bureau（投資窓口）の機能に満足した投資家の割合 
4) 新しいシングルウインドウ機能を活用した中小零細企業の数 
5) 海外の中小零細企業の投資を呼び込むためのワークショップの開催回数 
6) タミル・ナド州能力開発ミッションによる研修員の数 
7) Land Pooling System を活用したプロジェクト数 
8) 土地計画マスタープランが存在する範囲 

 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成時 

 

以 上 

 


