
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：インド 

案件名：インド工科大学ハイデラバード校整備事業 

L/A 調印日：2014 年 1 月 28 日 

承諾金額：5,332 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) 当該国における教育セクターの開発実績（現状）と課題 

近年、インド経済は急速な成長を遂げているが、同時に人口も増加を続けており、特に技術革新が求められる製造業

の更なる振興を通じた雇用の創出が喫緊の課題となっている。こうした中、同国の研究開発を先導して技術革新を進め、

更には産業界のニーズを捉えて必要な知識と技能を備えた人材を訓練･育成する役割を担う工学系高等教育機関を拡

充する必要性が高まっている。2010 年時点におけるインド国内の高等教育への粗就学率（GER：Gross Enrollment Ratio）

は 17.9％と、世界平均の 29.1％、インドが分類される低中所得国の 23.5％と比べても低い水準にとどまっており、今後の

インドの経済成長の阻害要因となることが懸念されている。そのため高等教育機関の拡充が不可欠として、第 11 次 5 ヶ

年計画（2007 年 4 月～2012 年 3 月）においては、公立大学 30 校、インド工科大学（以下、IIT）8 校、インド経営大学院 7

校が新設された。また、高等教育機関の量的な拡充とともに、特に新設された教育機関における研究・教育水準の維持・

向上が課題となっており、世界水準の最先端分野の研究及び教育の実現と関連施設設備の整備が必要とされている。 

(2) 当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

インド政府は、第 12 次 5 ヶ年計画の終了(2017 年 3 月)までに高等教育への GER を 25.2%まで向上されることを目指し、

より多くの国民に質の高い高等教育を提供することとしており、理工学系の人材育成を強化・拡大するため、新設 IIT8 校

のうち 1 校の支援を 2007 年に我が国に要請した。2007 年 8 月の日印共同声明では、新設 IIT への協力を検討する意向

が確認され、2008年10月の「日印戦略的グローバル・パートナーシップの前進に関する共同声明」では、IITハイデラバー

ド校（以下、IITH）を協力対象とすることで合意した。その後、2009 年 1 月の政府ミッションにおいては、我が国産官学が協

力し、ODA を活用して支援を行うことが確認された。 

(3) 教育セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

2006 年 5 月に日本政府が策定した対インド国別援助計画では、「人材育成・人的交流の拡大のための支援」を重点目

標に掲げ、大学間交流等の既存の人材の研修・交流計画の一層の強化を図るとともに、自然科学、社会科学、人文科学

分野での知的交流を総合的に推進するとされている。対インド事業展開計画（2011 年 6 月版）においては、特別課題とし

て「科学技術等の分野における学術交流推進への支援」を掲げており、本事業は同課題の中核に位置付けられるもので

ある。JICA 国別分析ペーパー（2012 年 3 月版）では、理工系高等教育はインドの産業を支える人材育成の重要な機能を

担っており、かつ日印関係強化の観点からも、日印の産学ネットワークを強化する意義が高いとの認識に立ち、高等教育

支援を行うこととしている。同課題に対して、これまで JICA は技術協力により 2006 年に「IIT カンプール校に対する品質管

理及び製造管理指導」を支援している他、2007 年～2011 年に「製造業経営幹部育成支援プロジェクト」を支援している。

IITH に対して JICA は、「自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究」（地球規模課題対応科学

技術協力）（2010 年～2015 年）、「学際的研究交流を通じたインド工科大学ハイデラバード校キャンパスデザイン支援プロ

ジェクト」（円借款附帯プロジェクト）（2011 年～2014 年）を通じた支援を行っている他、6 件の有償資金協力専門家派遣を

行っている。また、2011 年より協力準備調査「インド工科大学ハイデラバード校整備事業準備調査」を実施しているほか、

ＩＩＴＨと本邦大学の学術交流の促進を支援する「日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクト」（円借款附帯プロジェク

ト）（2012 年～2020 年）を 2012 年 1 月より開始している。 

(4) 他の援助機関の対応 

円借款用 



旧ソ連、UNESCO：1958 年に IIT ボンベイの設立を支援 

米：米国内 9 大学のコンソーシアムにより、1959 年に IIT カンプールの設立を支援 

独：1959 年に IIT マドラスの設立を支援 

英：1961 年に IIT デリーの設立を支援。英国内各大学との連携を促進 

(5) 事業の必要性 

インドが持続的な成長を遂げるためには、理工学系の分野で十分な知識とスキルをもった優秀な人材を育成する必要

がある。IITは国内最高峰の理工学系高等教育機関として1960年代までに7校が設立され、これまでも国内人材の発掘･

育成に貢献し、国内外に人材を提供してきた。ＩＩＴＨは、理工学系の教育及び研究においてインドの発展に貢献する優秀

な人材を育成することを使命として 2008 年に新設されており、開校後 5 年目を迎えた 2012 年度の学生数は 1,065 名（学

部・大学院の合計）であるが、開校後 20 年となる 2028 年には学生 20,000 名、教員及び研究職 2,500 名、その他職員な

ど合計約 28,000 名が在籍する大学となることが見込まれている。IITH 新キャンパスのためにインド政府はハイデラバード

郊外に約2km2の用地を確保しており、2014年末から段階的に新キャンパスに移行する予定である。IITHが作成している

新キャンパス整備のマスタープランでは、新キャンパスは将来的に約 3 万人のキャパシティを有する施設群となる予定で

あり、インド政府は本事業を高等教育機関施設整備モデルと位置づけ、高い優先度を付している。 

本事業は、理工系人材育成の視点から国家的な役割を担う IITH において、施設建設・資機材の導入を支援し、世界水

準の教育・研究環境を整備するものであり、インド政府の開発政策、我が国及び JICA の援助方針に合致することから、

JICA が本事業の実施を支援する必要性・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アンドラ・プラデシュ州ハイデラバード市郊外において、IITH の施設整備を行うことにより、教育・研

究環境整備を図り、もってインドの工学・科学技術分野における人材育成、及び人的・学術的交流を通じた日印関係の強

化に資するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

アンドラ・プラデシュ州 ハイデラバード市郊外メダック地区 

(3) 事業概要 

① 国際交流会館及び学生会館の建設 

② 対象施設に係る関連資機材調達・据付 

③ コンサルティング・サービス（詳細設計、入札補助、施工監理等） 

(4) 総事業費 

6,318 百万円（うち、円借款対象額：5,332 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2014 年 1 月～2017 年 7 月を予定（計 43 ヶ月）。施設供与開始時をもって事業完成とする。 

(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：インド工科大学ハイデラバード校（Indian Institute of Technology, Hyderabad） 

3） 操業・運営／維持・管理体制：2)に同じ 

(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：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（2002 年 4 月公布）

に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影

響は重大でないと判断される。 



③ 環境許認可：同国国内法に基づき、IITHは本事業に係る環境影響評価(EIA)報告書の作成が義務付けられてお

り、2012 年 8 月にアンドラ・プラデシュ州環境影響評価庁（The State Environment Impact Assessment 

Authority (SEIAA)）によって承認済。 

④ 汚染対策：工事中は、大気質、水質、騒音、土壌、振動等について、散水や荷台への覆いによる粉塵等の緩和、

排水の適切な処理と再利用、車両や重機の適切な選定と管理等の対策が取られる。事業完成後は廃棄物、

排水、水質、大気質及び騒音等に関するモニタリングを行い、必要に応じて適切な緩和策を取る。なお同モニ

タリング報告書は、現地ステークホルダーに対して適切に情報公開される。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該当せず、自然環境へ

の望ましくない影響は最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業はハイデラバード工科大学所有の敷地内での事業実施であるため、用地取得は伴わな

い。 

⑦ その他・モニタリング：本事業では、工事中は、大気質、水質、騒音、振動について、事業完成後は廃棄物、排

水、大気質及び騒音について、実施機関がモニタリングを行う予定。 

2） 貧困削減促進：特になし。 

3） 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等）：施設建設にあたっては、

障害者等にも配慮したバリアフリーの設計とする予定。また、建築工事段階において建設事業者が工事労働者及び近

隣住民に対するエイズ対策を確実に実施するよう配慮する予定。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携 

我が国のIITH支援コンソーシアム（外務省が事務局を務める）の枠組みのもと、官民によるIITH支援が行われている。

支援コンソーシアムでは、5 つの支援重点分野および各分野における協力大学が日印で合意されており、研究協力の枠

組みの検討や共同研究・学術交流等が円借款附帯プロジェクト「日印産学研究ネットワーク構築支援プロジェクト」等を通

じて進められている。5 つの支援重点分野及びそれぞれ中心となる支援大学は、環境・エネルギー（大阪大学）、デジタ

ル・コミュニケーション（慶應義塾大学）、デザイン＆マニュファクチャリング（早稲田大学）、ナノテク・ナノサイエンス（東京

大学）及び都市工学（東京大学）である。 

また、東京大学による都市工学分野の協力の一環として円借款附帯プロジェクト、「学際的研究交流を通じた IITH キャ

ンパスデザイン支援プロジェクト」（2011 年～2014 年）を実施しており、本事業の支援対象となる国際交流会館及び学生

会館の概念設計を行ってきている。同学は、引き続き建設時のデザインの適切な実現に係る助言を行う予定である。 

 (9) その他特記事項 

  特になし。 

 

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 年実績値） 

目標値(2019 年) 

【事業完成 2 年後】 

学生数（学部課程・修士課程・博士課程） 1,065 7,500 

教官・研究者数 94 750 

開設されているコース数 170 350 

ビジネス・インキュベーションセンターの入居率（%） ‐ 75 

中央図書館の利用者数（年間） ‐ 100,000 

国際会議場で開催される国際・国内会議数（年間） ‐ 21 



国際ジャーナルにおける研究論文発表数（査読有、

年間） 
84 350 

受託・共同研究プロジェクト数（年間） 31 200 

日系企業・日本の大学と関係する受託・共同研究プ

ロジェクト数（年間） 
4 20 

2） 内部収益率 

教育事業の収益性計算は適当でないとの理由から算出しない。 

(2) 定性的効果 

 インドの工学・科学技術分野における人材の育成、産業振興及び競争力強化、並びに日本と IITH の交流の促進 

 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

インド及び事業対象周辺地域の政治経済情勢の悪化並びに自然災害 

 

6. 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 

高等教育セクターの案件であるインドネシアの「ムラワルマン大学整備拡充事業」の事後評価において、「機器の利用・運

営・管理に関する総合計画を策定し、有効活用を進める」との教訓が導かれている。また、同じくインドネシアの「ガジャマ

ダ大学整備事業」の事後評価等では、支援分野によっては機器の詳細なニーズを事前に十分に把握することが難しいこ

と、技術革新、機器の更新期間が短いなどの理由から、高等教育機関への設備・機材整備の支援において、機材が十分

に使用・維持管理されていない事例が報告されている。 

(2) 本事業への教訓 

本事業においては、施工監理コンサルタント及び円借款附帯プロジェクトを通じて、実施機関の運営体制の強化や施設

の活用方針の具体化を働きかけていくこととする。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1） 学生数（学部課程・修士課程・博士課程） 

2） 教官・研究者数 

3） 開設されているコース数 

4） ビジネス・インキュベーションセンターの入居率（%） 

5） 中央図書館の利用者数（年間） 

6） 国際会議場で開催される国際・国内会議数（年間） 

7） 国際ジャーナルにおける研究論文発表数（査読有、年間） 

8） 受託・共同研究プロジェクト数（年間） 

9） 日系企業・日本の大学と関係する受託・共同研究プロジェクト数（年間） 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2 年後 

以 上  


