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1. ジェトロがインド投資・ビジネスミッションを派遣－参加企業の申込み受付中 

2. ノキア、チェンナイ工場を拡張－進むチェンナイの電子機器産業の集積 

3. 自動車関連産業以外の日系企業－ゼロ・サム、第一生命、三菱重工、エーザイなど、イ

ンドに現法を設立－成長するインド国内市場を狙う 

1. ジェトロがインド投資・ビジネスミッションを派遣－参加企業の申込み受付中 

ジェトロは来る 2008 年 2 月 3日（日）～10 日（日）の間、インドに投資・ビジネスミッ

ションを派遣することとなり、参加者の募集を開始した。デリー、ムンバイのほか、デリ

ー・ムンバイ間産業大動脈上にあって、インフラの改善により内需向け生産拠点、販売拠

点、輸出拠点として期待されるラジャスタン州、グジャラート州を対象として投資環境を

視察する。 

インドは順調な経済発展に伴い、新たな投資市場として日本企業の大きな注目を集めて

いる。一方、工業団地、港湾、道路などのインフラの未整備が、日系企業のインド進出に

あたって課題の一つとなっている。  

こうした状況の改善のため、2006 年 12 月、日印首脳の間で「デリー・ムンバイ間産業大

動脈」の開発を推進することが合意された。デリーとムンバイを結ぶ大容量の貨物鉄道建

設を中心に、周辺地域の工業団地開発、港湾などのインフラ整備が計画されている。  

デリー首都圏では、四輪のスズキ、ホンダ、二輪のホンダ、スズキ、ヤマハが立地し、

生産能力を拡充していることから、部品関連メーカーの進出が相次いでいるが、ハリヤナ

州やノイダ地区などは地価が高騰し、用地の確保は容易でない。かかる状況下、ラジャス

タン州政府は、日系製造業専用の「ニムラナ工業団地」を造成した。 

日信工業（四輪・二輪用ブレーキシステム）、三井化学グループ（ポリプロピレン・コン

パウンド）が、工場の建設を開始したほか、これまでに総計 11 の企業が同工業団地に進出

を決定している。さらに、多数の企業が進出を検討中である。ジェトロ・ミッションは同

工業団地の現地視察も行う。 

 インドへの投資計画をお持ちの方をはじめ、ビジネス拡大にご関心の皆様は、進出先

の決定などに絶好の機会です。是非、ご参加ください。参加要領は以下の通りです。 

【派遣期間】2008 年 2 月 3 日（日）～10 日（日）（成田発着および現地集合解散、機内

泊含む 7泊 8日） 

【訪問先都市】 デリー、ラジャスタン州（ニムラナ、ジャイプール）、グジャラート州
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（アーメダバード）、ムンバイ  

【募集対象】 インドへの進出、ビジネスに関心のある企業の方（原則として全行程へ

の参加が可能な方。研究機関等の情報収集を目的とされる方は、応募者多

数の場合はお断りする場合があります。） 

【募集定員】 50 名（先着順。海外からの参加者を含む。定員になり次第、締切ります。） 

【活動内容】  

・ デリー、ムンバイ、ジャイプール、アーメダバード周辺の進出日系企業、ローカ

ル企業および工業団地等訪問  

・ 日系企業専用のニムラナ工業団地視察  

・ 現地政府、経済団体、進出企業等との交流  

・ インド経済やビジネスの最新事情、留意点等の情報提供（投資環境説明会） 

【旅行代金】 

・ 成田空港発着：エコノミークラス 651,000 円、ビジネスクラス 995,000 円  

・現地参加：エコノミークラス 381,000 円  

 ※インド国内線はエコノミークラスの利用となります。  

 ※ジェトロ・メンバーズ は上の旅行代金より「一律 40,000 円引き」になります。

（現 地参加コースを除く）  

 ※その他料金設定、詳細は添付の募集要項をご参照ください。 

【ミッション企画・運営 】ジェトロ 

【後援】経済産業省  

【お申し込み締め切り】2007 年 12 月 26 日（水曜） 

【お申し込み方法】添付の募集要項をご覧いただき、専用フォーム（オンライン）ま

たは添付の申込書に必要事項をご記入の上、（株）日本旅行 赤坂公務営業部ビジネス

ミッションデスク（E-mail：businessmission_@nta.co.jpまたはFAX：03-3586-4735）

へお申し込みください。 

【お問い合わせ先】 

企画・内容について  

ジェトロ海外投資課（担当：佐藤、垣浦、請川）  

TEL：03-3582-5235 FAX：03-3585-7289  

E-mail：obb@jetro.go.jp  

お申し込み･旅行手続について  

（株）日本旅行 赤坂公務営業部ビジネスミッションデスク（担当：田仲、大場、小林）  

TEL：03-3586-4631 FAX：03-3586-4735  

E-mail：businessmission_@nta.co.jp 

募集要項     
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申込書  

2. ノキア、チェンナイ工場を拡張－進むチェンナイの電子機器産業の集積 

チェンナイが電子機器産業のハブとなる先駆けとなったフィンランドの携帯電話メーカ

ー、ノキアのインド現地法人、ノキア・インディアは設備拡張のため、新たに 7500 万ドル

を追加投資する。同社の幹部が記者会見で明らかにした。 

同社は当初 1億 5000 万ドルの投資により、2006 年 1 月から操業を開始した。チェンナイ

工場は同社の世界で 10 番目の工場で、生産量の多い普及品を生産している。07 年 8 月末時

点で 6000 万台を生産した。このうち輸出は 30％で、世界 58 カ国に輸出し、06 年度の輸出

による売上高は 120 億ルピー（約 3 億ドル）に達した。ノキアは輸出を全体の 50％に引き

上げる考えだ。従業員も当初の 550 人から、現在は 6000 人と拡大、70％近くが女子社員で

ある。 

電子機器産業が集積するスリペルンブドゥール工業団地の同社工場は、210 エーカーの経

済特別区（SEZ）を形成しており、SEZ 内には 7 社の部品業者が入居する。フィンランドか

ら Salcomp、Perlos、Aspocomp が、台湾から Foxconn（鴻海精密）と Wintek が、また米国

の Jabil Circuit と英国の Laird Techonologies が進出する。全部の入居が完了するのは

08 年 7月頃になるという。ノキア SEZ は、2010 年までには、就業人口が全体で 3万人を超

す規模になるとしている。 

チェンナイの生産を担当するのは、同社のノキア・オペレーション部門であり、インド

国内の販売はハリヤナ州グルガオンにあるノキア・セールス部門が担当する。ノキア・セ

ールスは、世界のノキア工場のどこからでも輸入できる。逆に、ノキア・オペレーション

の販売先も自由に決定できる体制をとっている。 

スリペルンブドゥール地区では、ノキアの他、フレクストロニクス、フォックスコンが

携帯電話の生産を開始し、モトローラもまもなく生産を開始する。この他、立地は必ずし

もスリペルンブドゥールではないが、電子部品で米国サンミナ－SCI、半導体テスティング

の Spel Semiconductors、中国の BYD、半導体パッケージングとテスティングのテソルブチ

ェンナイに進出しており、チェンナイでのエコシステムが確立しつつある 

3. 自動車関連産業以外の日系企業－ゼロ・サム、第一生命、三菱重工、エーザイなど、

インドに現法を設立－成長するインド国内市場を狙う 

日系企業各社が、ここにきて自動車関連部門以外でも、インドに販売・製造拠点を構え

始めた。携帯電話、生命保険、電力、医薬品など、成長するインド国内市場を狙う。以下

最近発表されたプレスリリースから紹介する。 

【ゼロ･サム】 

携帯コンテンツのプロバイダー、株式会社ゼロ・サム（本社：京都）は、毎月の携帯加

入者が 700～800 万人のペースで急成長しているインドの携帯電話市場に、コンテンツを配

信すべく、本年 1月にカルナータカ州の古都マイソールに、完全子会社であるゼロ・サム ワ
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イヤレス ソリューションズ インディアを設立した。また、優秀なインド人技術者を雇用

してゼロ・サム・グループの開発力強化を図る。  

インドの携帯電話市場も、音声通話と SMS だけの機能から、カメラ、ゲームなどの高機

能の携帯電話が普及し始め、年間市場規模も 2007 年の 1485 億円から、2008 年には 2460 億

円に達するという。このため、ゲーム、着メロ、壁紙を始めとする日本の高品質のコンテ

ンツや、日本発の種々の携帯サービス・ソリューションをインド市場で拡販して行く考え

だ。 

また、現地の携帯電話事業者やブランデッド企業と緊密は関係を構築し、同社が日本で

行っている裏方的サービスである MVNE（Mobile Virtual Network Enabler）の機能の提供

も視野に入れてゆく方針である。 

【第一生命】 

第一生命保険は 12 月 6日、バンク・オブ・インディア（BOI）、ユニオン・バンク・オブ・

インディア（UBI）両行と生命保険会社を設立する合弁契約書に調印した。インドの生命保

険市場の将来性に着目し、日本の生命保険会社として初めてインドにおける生命保険元受

事業へ進出する。海外生命保険市場に対する同社の事業展開としてベトナムに続くもの。 

社名は「スター・ユニオン・第一ライフ」（本社ムンバイ）。資本金は 25 億ルピー（約 70

億円）。出資比率は BOI が 51％、第一生命は外資の上限である 26％（約 19.5 億円）、およ

び UBI が 23％。２銀行の 5000 以上の支店網と約 4300 万人の顧客基盤を活用したバンカシ

ュアランス(銀行による保険販売)を主として事業展開する。 

【三菱重工】 

三菱重工業は、インドのラーセン・アンド・トウブロ（Larsen & Toubro Limited：L&T）

と合弁で、火力発電所向け蒸気タービンと発電機の製造・販売会社「L&T-MHI タービン・ジ

ェネレーター（L&T-MHI Turbine Generators Private Limited）」を同国に設立すること

で合意し、契約を締結した。経済成長に伴い急拡大を続けるインドの電力需要に対応する

もので、新合弁会社は 2007 年 12 月に発足、2009 年 5 月から生産を開始する。 

 2010 年度約 150 億円、2012 年度約 330 億円の売上げを目指す。そのため、出力レンジ 50

万～100 万 kW の超臨界圧蒸気タービンと 15 万／30 万 kW のボトミング用蒸気タービンの設

計・製造技術を新合弁会社へ順次供与する。 

 新合弁会社の資本金は約 7,500 万ドル（約 87 億円）で、出資比率は L&T51％、当社 39％。

また発電機の技術供与を行う三菱電機株式会社が 10％を出資する。建屋面積約 3万 6,000m2

と同約 1万 3,500m2 の 2 工場を建設、それぞれ蒸気タービンと発電機の生産に充てる計画

で、その所在地を現在検討中。同国西海岸の都市ハジラのほか、東南海岸のエンノールな

どが候補地に上がっている。設備投資額は約 250 億円。従業員は当面約 530 人体制でスタ

ート、生産が軌道に乗った段階で 900 人規模に増員する。 



 経済成長著しいインドであるが、電力の需給ギャップは一段と深刻となり、今後 10 年間

に 1億 4,000 万 kW 規模の大型石炭火力発電設備の新設が計画される事態となっている。 

  インドの火力発電設備市場は現在、インド国営の重電公社（Bharat Heavy Electricals 

Ltd.: BHEL）がほぼ独占しているが、今後予想される需要の伸びを 1社で満たすことは不

可能な状況。新合弁会社は最新の技術を駆使して高効率・高性能な製品を製造・販売、こ

の旺盛な需要の拡大に応えていく。 

 さらに、三菱重工業は、インドの耕運機・トラクターメーカーである VTTL 社

（V.S.T.Tillers Tractors Ltd.）と共同で、小型ディーゼルエンジンの製造・販売会社

「MHI-VST DIESEL ENGINES PRIVATE LIMITED」を設立した。好調な経済成長を背景に、携

帯電話の中継基地向けや電力不足対応の発電セットの需要が急増するなど、小型エンジン

市場が急拡大している同国へ本格的に参入し、メインプレイヤーとしての基盤を築くのが

狙い。ノックダウン方式で本年 12 月から生産を開始し、順次、現地調達率を拡大していく。

立ち上がり当初の年間生産能力は約 3万台。 

 資本金は約 11 億円。出資比率は三菱重工 90％、VTTL 社 10％。カルナータカ州の古都マ

イソールに本社・工場を構える。従業員数は当面約 60 人、3年後 145 人体制を目指す。 

 インドの小型エンジン（50 馬力=約 36.8kW 以下）市場は現在年間 50 万台規模。現地エン

ジン大手 2社が市場の過半を占める状況に対して、インドではほとんど見られない、軽量・

コンパクトな高出力エンジン（3,000rpm 仕様）を携えて、急拡大が予想されるインド市場

に挑戦する。 

 

【エーザイ】 

エーザイは、2010 年度を目途に医薬品製造、新薬の研究開発、臨床試験のデータ解析な

どを行う拠点を開設する。アンドラ・プラデシュ州ビシャーカパトナムの経済特別区（SEZ）

に５０エーカーの敷地を確保し、Eizai Pharmatechnology & Manufacturing 社を 07 年 3 月

に設立、12 月工場建設を開始した。 

2010 年度の生産・研究活動の開始を目指し、医薬品の原薬・製剤工場に、原薬・製剤の

研究機能を併せ持つ拠点を構築する。 

資本金 777 百万円。総投資額は 50 億円以上。 同社は 2005 年 9 月にムンバイに販売会社

を設立、インド国内市場向けにアルツハイマー型認知症治療薬、抗潰瘍剤の販売を開始し

ている。 

今回のエーザイの生産拠点設置は、インドの優れた技術レベルとコスト・パフォーマン

スに注目して、同社の生産・研究拠点のグローバル化の一環として進出するもので、原薬

生産では鹿島事業所との 2拠点体制として、グローバル・ロジスティックス体制を整える。 

 （了） 
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