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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして社団法人日本建設機械工業会に「我が国建設機械産業の

インド進出の課題と市場将来性に関する調査研究」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長 金 井  務 

 



序 

 
 本報告書は、日本自転車振興会の「自転車等機械工業振興事業」の補助を受けた社団

法人日本機械工業連合会の委託により、社団法人日本建設機械工業会が実施した「我が

国建設機械産業のインド進出の課題と市場将来性に関する調査研究」の成果を取りまと

めたものである。 
 インドは BRICs の一翼を担う国として、拡大を続ける経済等その市場潜在能力に大

きな関心が寄せられている。建設機械業界においてもインドは、経済発展に伴い、道路・

鉄道・交通等の交通網整備、ＩＴ関連の伸びによる通信網の整備、都市基盤整備その他

インフラ整備が急務となっており、また、鉄鉱石・石炭を初めとする鉱物資源が豊富で

一次産品の供給者として国際的にも高い注目を浴びている。 
 現在、日本メーカが既に数社インドへ進出しているものの、国際的に見れば本格的な

参入に至っていないのが現状であり、我が国建設機械業界が国際競争力を高めていくた

めにも、今後有望なインド市場の状況を把握する必要が生じている。 
 また、インドへは近年日本以外の国から日本製の中古建機が市場に流入している状況

である。こうしたなか、日本製品の品質・信頼性の確保といった観点からもインド建設

機械市場の現状と今後の動向を把握し、行動を取る必要がある。 
 本報告書は、インドにおける建設機械産業の実態と、建設機械産業の影響する社会経

済を踏まえた今後の方向性を示すことで、我が国建設機械産業の国際競争力強化を図る

ための指針を策定したものである。 
 本事業の推進にご協力頂きました関係各位に、心からの感謝の意を表するとともに、

本報告書が今後の日本メーカのインド進出にお役に立てば幸いである。 
  
 
 
平成１９年３月 
 
 
                        社団法人 日本建設機械工業会 
                              会長 島田 博夫 
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第Ⅰ章：インドのインフラ整備・投資環境及び建機市場の現状と中長期展望 

 

1.1 インフラ(道路、鉄道、港湾、空港、電力)整備の現状と展望 

 

インドへの進出で直面する課題の大きなもののひとつに、インフラの

未整備・整備不全がある。JETRO が毎年実施している日系企業に対する

アンケート調査でも、インドの投資環境上の問題点として、インフラ未

整備状況が常に上位に挙げられるという。 

ここでは、インドのインフラ整備の現状と今後の展望について、道路、

鉄道、港湾、空港、電力の各分野につき総括する。 

 

1.1.1 道路 

インドの貨物輸送の 70％、旅客輸送の 85％は道路輸送であり、近年そ

のウエイトはさらに拡大する傾向にある中で、主要都市間を結ぶ道路の

整備が益々重要視される。しかし、1990 年度から 2000 年度までの 10
年間に 2.2 倍に増えたトラックの交通量に対して、高速道路の総延長は

1.7 倍増に留まっており、道路建設の遅れが指摘されている。 

インドの道路の総延長距離は約 300 万 km といわれるが、全般的にメン

テナンスが適切になされてはおらず既存道路の状態はよくない。総延長

距離 57,700km、即ち全道路の 2%程度である国道及び州道に、道路輸送

の約 45％を依存している状況であり、国道、州道以外にはまだ未舗装の

道路も多いために雨季になれば道路の悪化は顕著になり、特に地方間で

の物流には大きな影響を及ぼしている。 

また、インドでは自動車の生産台数も激増しており、2005 年の 114 万

台から2010年の予測では200万台までさらに増えると見込まれている。 

JETRO によると今後 5 年間でのインフラ整備関連費用として 3500 億

ドルの資金が必要であると見込まれているが、そのうち道路の建設・整

備には約 500～600 億ドル必要とされる見込みである。因みに、2006 年

度の政府予算では、高速道路建設に総額 994 億 5000 万インドルピー（約

22.4 億ドル）が計上されている。 
このような状況下で、下記の国道整備計画（NHDP）に則り、主要４都

市（デリー・コルカタ・チェンナイ・ムンバイ）を結ぶ道路の整備計画

である「黄金の四角形」プロジェクトが進展するなど一定の改善が見ら

れるようになってきた。 
インド全国幹線道路局（NHAI）は、BOT（Build-Operate-Transfer）
や DBFO（Design-Build-Finance-Operate）方式による民間企業の参入

を奨励している。民間投資のインセンティブとして、自動承認ルート

（1.3.1参照）による 100％外国投資の承認、10 年間の所得税 100％免

除、有利子前渡金による助成等が設定されている。 
●国道整備計画（NHDP）の概要 



 

第 1 期：「黄金の四角形」（Golden Quadrilateral）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5952km 
    片側２車線化、2006 年末で 96％まで完成 
第 2 期：東西南北回廊（North-South/East-West Corridors） 7300km 
    片側２車線化、2008 年末完成予定（現在 817km 完成） 
第 3 期：国道 1 万 km 中 4000km を BOT 方式にて 2009 年末完成 
第 4 期：単線道路の片側 1 車線化、総延長 2 万 km 
第 5 期：国道 6500km ６車線化 DBFO 方式 50 億ドル 
第６期：アクセス管理型有料高速道路 1000km DBFO 方式 

①ムンバイ－ヴァドーダラ②デリー－チャンディガル③デリ

ー－ジャイプール④デリー－メラート⑤デリー－アグラ⑥バ

ンガロール－チェンナイ⑦コルカタ－ダンバードの７区間の

建設確定 
第 7 期：バイパス、高架、橋梁の建設 
 
 

 

 
バンガロール市内の道路工事現場。工事の進捗状況は「遅々として進まず」という印象。 

 

 

 
デリー市内のハイウエイ工事。一部で片側４車線の道路が完成し供用開始されている。 

 



 

 
２０１０年の英連邦競技会に向けて道路が整備され、路地のような道路も拡幅される予定。 

フルーツ売りなど軒先の出店は規制され、店舗内営業が条件とされるという。 

 

 

1.1.2 鉄道 

鉄道は道路に次ぐ主要輸送手段であるが、中央政府（鉄道省）の管轄下

に置かれた「産業政策決議」の規定に基づく公共部門であり、民間の参

入は認められていない。毎年 2 月下旬に一般予算とは別枠で鉄道予算

（Railway Budget）が組まれており、民営化される計画は今のところな

いようだ。鉄道省傘下のインド国鉄が全国を 9 地域に分割して運営して

いる。鉄道網はインド全土をカバーしており、総延長距離は 62,800km
に及び、アジアで最大の規模である。しかし、全体の 85％は独立前のイ

ギリス領時代に建設されたものであるため老朽化も懸念され、しかも鉄

道の保安に対する投資が不充分であったことも原因となり鉄道事故も

続発しており、輸送安全性が問題視されている。また、低所得層の乗車

運賃を低く抑える一方で、企業が利用する貨物鉄道向け料金は割高な設

定となっている。これらの安全性及びコストの両面からみても、鉄道の

生産性は極端に低いため、今後も鉄道貨物輸送の飛躍的な増加は見込め

ないのが現状である。但し、近年は高規格の貨物鉄道を整備する案件（デ

リー・ムンバイ間産業回廊建設案件）が日本の ODA 案件として検討さ

れている。 
 

 

1.1.3 港湾 

中央政府の管轄する 13 の主要港（メジャー港）は、東海岸に 7、西海岸

に 6 ヶ所あり、港湾管理局が所管する。この他に州政府の管理する地方

港（マイナー港）が 148 ヶ所存在するが、総貨物取扱量の 82％を主要

港が占めている。貨物取扱量は、2004-2005 年度で前年比 11％増の 5
億トンであり、主要港では能力以上の操業が続いている。また、全体の

2 割を占めるコンテナ貨物は、過去 5 年間で毎年 15%増の伸びを示して

いる。 



 

インドの港湾使用料は近隣諸国に比べて割高であり、平均滞船時間はシ

ンガポールの 6～8 時間に対してはるかに長い 3.53 日（2005 年 4-12 月

平均）を要し、バースの待ち時間でも平均 9.16 時間と非効率である。

このためインド発着の貨物輸送コストは割高になり、インド産業の国際

競争力を落とす結果になっている。例えば、インドから米国への貨物輸

送に要する時間は、6 週間から 12 週間といわれ、中国から米国への 1
ヶ月以内に比べて輸送距離を差し引いても非効率であることが分かる。 
インド政府は、国家海運開発計画（NMDP）にて、219 の主要港湾開発

案件を策定し、この内、6 割の案件で民間による開発を期待していると

いう。道路案件と同様に民間投資のインセンティブとして、自動承認ル

ートによる 100％外国投資承認、10 年間の所得税 100％免除等が設定さ

れている。2014 年までに 135 億ドルの投資ニーズがあり、埠頭及び港

湾設備の新設・改修や深水化浚渫工事、港湾アクセス改善等に投資機会

が見込まれる。 
 
 

1.1.4 空港 

インドでは、国内ビジネスの拡大により主要都市間での移動機会が増え、

航空便利用者が増加傾向にある。インド民間航空省は、国内航空需要（旅

客数）が 2004 年度の 6000 万人から、年率 15％のペースで増加を続け

て 2010 年には年間 1 億人規模になると予測している。また、貨物取扱

量も 2004 年の 130 万トンから年率 20％伸び続け 2010 年には 330 万ト

ンを見込んでいる。ここでも問題となるのは設備拡充の遅れであり、空

港の整備が、発着便数の増加に追いつかず、恒常的なダイヤの乱れが生

じていることである。インド政府は、空港の整備や新規建設のために、

今後 7 年間で 120 億ドルの資金が必要になると見ている。 
現在、インドの空港は全国に 125 港あり、すべてインド空港局が所有、

管理している。しかし、ムンバイ、デリーでは民営化の動きが進んでお

り、バンガロール、ハイデラバードの新空港建設は民間主導の合弁企業

による合計 6 億ドルの事業である。尚、2008 年開港予定のバンガロー

ル国際空港は、シーメンス・ユニークチューリッヒ・L&T による BOOT
方式によるものである。 
空港整備に関しても、民間投資のインセンティブが与えられており、新

規空港では自動承認ルートによる 100％直接投資が認められ、既存空港

の整備についても、74％超の投資の場合、FIPB（1.3.1 参照）の許可を

要するが、100％の直接投資も可能である。 
今後、新規空港建設事業としては、ゴア、プネ、ナビムンバイ、ルディ

アナ等で総額 150 億ドル規模が見込まれる。 
 



 

 

 
デリー空港の拡張予定地、写真奥後方に現在の空港がある。 

 

 

1.1.5 電力 

インドのエネルギー政策の中で、最も大きな課題は電力の安定供給であ

ろう。インドの最大電力需要に対する電力供給の不足率は、95 年度の

18.3％から、2004 年度には 12.1％に低下し、改善されてはいるものの

依然 1 割を超える高い水準である。停電が一般的な状況にあり、特に都

市部ではエアコンや家電製品の普及率も高まっており、5～6 月の酷暑期

には住宅地域で停電が頻発している。インド国内の 2005 年度の総発電

設備容量は、122 ギガワットであるが、同じく電力不足が深刻な中国で

の発電設備容量が 2004 年で 500 ギガワットといわれており、インドの

状況の一層の深刻さがうかがわれる。インド電力省は、実質経済成長率

が年率 8％で推移することを前提に、2012 年度までに 212 ギガワット

まで発電設備容量を拡大させる計画を発表している。将来的には原子力

発電を拡大していく計画もあるが、現在の主力電源は石炭を燃料とする

火力発電（発電設備容量の 66.1％）であり、エネルギー資源別の供給量

でも石炭の占める割合が最大で、エネルギー供給量全体（512.2 百万ト

ン、石油換算値）の約 31.9％を石炭に依存している。インドの石炭は推

定可採埋蔵量が 924 億トンといわれ、2005 年の産出量は、4.3 億トンで

世界第 3 位の石炭産出国である(以上 2005 年 BP 社公表データによる)。
ここ数年の鉱山機械需要の拡大の背景もここにあるといえる。 
電力の事業主体は、大部分が国営または州政府電力庁（SEB: State 
Electricity Board）であるが、IPP（民間発電事業者）の参入が増えて

いる。今後の能力増強投資の多くは民間資本頼みとなるのが実情である。

2006 年 3 月には米国独立系大手の AES コーポレーションが、12 億ド

ルの投資でチャッティスガル州に 1000 メガワットの大型石炭火力発電

所の建設を決めたが、2012 年までの民間投資機会の見込みは、約 2000
億ドルに上るものと見られる。 
また、電力供給の大きな問題点として、「盗電・送電ロス」と「逆ザヤ



 

料金体系」がある。盗電と設備の老朽化等による送電のロスが約 3 割に

も及ぶ上に悪化傾向にもあり電力コストアップの一因となっている。

「逆ザヤ料金体系」とは、「クロス・サブシディ（Cross Subsidy）」と

も呼ばれ、農業部門や低所得層家庭向けにコストを割る低料金設定をす

る代わりに、その穴埋めに工業・商業向け料金を高めに設定するという

もので、これにより工業部門の企業は見えない税金を払わされていると

も取れる。日本企業のインド進出上の問題点のひとつともいえるだろう。 
 
 

1.1.6 インド政府のインフラ整備方針 

インド政府によるインフラ整備の財源は以下を 2 本の柱としている。 
①外国援助（世銀、アジア銀、円借款）の活用 
特に二国間援助は、従来、日・米・英・独・露に限定して交渉を進めて

きたが、2004 年 5 月より G8（上記５ヶ国＋加・仏・伊）＋EU に拡大

された。 
②民間活力の活用 
外資によるインフラ投資額目標を今後10年間累計で1500億ドルに設定。 
また、インド政府は第 11 次５ヵ年計画（2007 年 4 月～2012 年 3 月）

を策定しており、９％の経済成長率を目標として、その必要なインフラ

開発資金は、14 兆インドルピー（約 3000 億ドル）を見込んでいる。7000
万人の新規雇用を創出し、農業部門の成長率倍増（2％から 4％へ）、所

得倍増（現在の 700 ドルから今後 10 年間で倍増）を目指すものである。 
ここまで見てきたように、インドにおけるインフラ整備は、今後益々、

更に本格化していくものと見られ、我が国建設機械産業にとっては現地

へ進出していく上での生産・物流面での問題点が克服されるばかりでな

く、そのインフラ整備過程で必要とされる建設機械の需要増大という側

面からも、大いに期待されるものであるといえよう。 
 
 
＊ 参考文献：上記報告上のデータは主に下記の文献より引用した。 
① 「ARC レポート 2005 インド」 

財団法人世界情報サービス(ワイス)刊 
② 「インド経済の基礎知識」 椎野幸平著 JETRO 刊 
③ 「大図解 インド経済の実力」 門倉貴史著 日本経済新聞社刊 



1.2 インド建機市場の概要 

 

1.2.1 建機の主要分野別市場特性 

建機の需要という観点から見た、主要分野毎の市場特性について紹介す

る。尚、ここでは、インド建機需要の主流となっている「一般土木建設」

及び「マイニング」の 2 分野を“主要分野”として挙げる。 

 

1.2.1.1 一般土木建設 

従来、インドの一般土木分野は、機械化・ 新技術の導入が遅れてい

た。機械化が進んでいたのは、資本投資が可能な大規模インフラプロジ

ェクトに限られていて、他の大半を占める中小規模建設プロジェクトは、

旧来の人力施工による労働集約型が多かった。ところが、1990 年代以

降、経済自由化により、①従来政府独占であったインフラ整備分野が民

間に開放されたこと、②経済拡大に伴い、インフラ整備関連をはじめ住

宅建設等が急拡大している点などから、建設機械の需要が大きく伸びて

いる。特に利便性・経済性の両面で優れる油圧ショベルとバックホーロ

ーダの拡大が顕著である。尚、一般土木向中小型機械は国産車が中心で

ある。 

 

1.2.1.2 マイニング 

インドは、石炭・鉄鉱石の生産量がそれぞれ世界第３位、４位と、世

界有数の鉱山資源産出国である。 
特に石炭はインドの主要電力源となっており、豊富な埋蔵量（2005

年可採埋蔵量ベースで 924 億トン）と生産量（2005 年：4.3 億トン⇒2010
年：5.5 億トン（+30%見込)）を誇る。 
 1990 年代前半迄、鉱山運営は全て政府管轄下にあったが、1991 年の

自由経済体制化に伴い、外資参加は 51%迄という制約はあるものの、民

営化が進んだ。しかし、インド政府系企業の Coal India 社に独占される

石炭業界をはじめ、インドの鉱山運営には、政府主導の産物といえる非

効率な面（労働力過剰、採算等）が随所に見られ、民営化スピードアッ

プによる経営の体質改善が急務となっている。 
 2004 年以降の世界レベルでのマイニング向需要急増に伴い、大型機

械の需要が増加、特にリジッド式ダンプの需要の伸びが著しい。又、ホ

イールローダも、経済自由化をきっかけに、特に 2004 年以降前年比約

+40%超と、需要が大きく伸びている。 
 

 



1.2.1.3 製品別市場規模から見た、インド市場の特長 

1.2.1.3.1 インド建機需要推移 

 一般土木建設・マイニング用建機を合算してインドの建機市場の特長

を見ると、下図からも明らかな様に、「油圧ショベル」と「バックホー

ローダ」がインド建機市場を圧倒的に占めている。この傾向は、1991
年の経済自由化によりコマーシャル市場が急拡大する 1994 年以降顕著

になっている。 
 又、全体の需要台数が特に 04 年以降大きく伸びており、2006 年は 1
万 8 千台と、2 万台に届く勢いである。  

ブルドーザは政府買付による需要が殆どで、1980 年代迄、高い構成

比を示していたが、1990 年以降、構成比を大きく減らし、1995 年以降

の推移を示す下表では構成に殆ど現れていない。これは、かつて経済自

由化以前は政府商談中心であったが、その後民間化へと市場環境が大き

く変化した影響によるものである。 
ちなみに、インド 大のブルドーザメーカーで政府系企業である

Bharat Earth Movers Limited（以下、 BEML）とコマツとの間で 1958
年に締結された技術援助契約は 1997 年に終了、以後、国産車として

BEML ブランドで生産が継続されている。 
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1.2.1.3.2 建機の地域別構成とインドの位置付け 

次に、一般土木・マイニング用建機を合計し、世界全体需要におけ

る地域別構成推移、及びインドの位置付けについて、過去 10 年間を 5



年毎(※)に区切って見たものが次の図である。 
（※）直近データについては、2005 年ではなく、2006 年実績を使用。 

                                     

世界の需要推移（一般土木＋マイニング用建機計）：
　地域構成とインドの位置付け

 (1995/2000/2006年)
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構成比：　需要台数ベース

     

インドの構成比は、2006 年実績ベースで 5%と、世界全体の需要に

占める割合は依然小さいが、1995 年から 4 ポイント増加し、着実に構

成比を伸ばしている。実台数で見ると、インド市場の需要台数は 2000
年の 4 千台から 2006 年には 1 万 9 千台（+300%超）と、急増してい

る。 
 

1.2.1.3.3 製品別市場の概要 

上で紹介した建機のうち、インド市場で特に需要のボリュームと伸 

率が大きい 4 製品（クローラ式油圧ショベル、バックホーローダ、リ 

ジッド式ダンプ、ホイールローダ）に焦点を当て、各製品市場の特長 

と状況を見てみる。 

 



①クローラ式油圧ショベル 

市場規模・特性 

クローラ式油圧ショベルは、インド市場で も重要なもののひとつ。

インド市場への油圧ショベル導入は、1970 年代後半、インド 5 大財閥

の１つで民間企業であるラーセン・アンド・トゥブロ社(以下、L&T)
が、フランス・ポクラン社の技術提携のもと生産を立ち上げたのが始

まり。（現在、L&T はコマツとの合弁により生産） 
1980 年代に入り、日立建機と Telco 社が技術提携を結び、

Tata-Hitachi ブランドとして 1983 年より油圧ショベルの生産を開始

した。また、この時期、コマツも BEML との技術提携で油圧ショベル

を生産開始している。 
インドのクローラ式油圧ショベル市場規模の推移は下表の通り。 

インド需要台数推移  (クローラ式油圧ショベル）
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2006 年の需要台数は 6 千台。1990 年代前半迄、5 百台以下の市場

規模で推移し、大きな変動は無かったが、1994 年より急増し、一挙に

1 千台市場となった。これは、1991 年の経済自由化を契機に、灌漑プ

ロジェクトを中心とする一般土木向需要が活発化し、旺盛な資本投下

がなされ、大量の油圧ショベル購入へつながったことによるもの。

2000 年に現地生産台数減の影響で、需要の伸びが一時期低下したもの

の、2001 年以降、前年比+20～40%強の高い伸率を継続。 
尚、インドの油圧ショベル市場では、クローラ式の需要がほぼ 100%

で、ホイール式の需要は年間数台程度。インドでの工事は現場間の長

距離移動が比較的少ないこと、又、移動で用いる機械には、価格的メ

リットから、バックホーローダが好まれることが背景にある。 
クローラ式油圧ショベルをクラス別に見ると、20 トン未満＋20 ト

ンクラス合計で全体の 80%を超す。その中でも特に 20 トンクラスが

インド市場では主流となっており、全体需要の約 50%を占める。 
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前述（主要分野別：一般土木）した通り、インドの一般土木分野は 

従来労働集約型の人力施工であり、油圧ショベル等の建設機械が使用 

されることは大規模工事以外稀であった。しかし、市場の民間化に伴 

い、大規模インフラ整備拡大や外資参加型工事が増え、工事の効率化・ 

プロ化・採算重視等のニーズ高まりと相まって、油圧ショベル化が進 

んでいる。 

 

メーカ別シェア状況 

油圧ショベルのメーカ別シェア（2004 年実績）は以下の状況。

Tata-Hitachi とコマツの二社で市場の四分の三を占めている 

その他：
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現代：
1%BEML：4%

JCB：5%

L&Tコマツ：
27%

Tata-
Hitachi：

49%

ボルボ：7%

CAT：
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インド メーカ別シェア構成： 油圧ショベル
2004年（暦年）

出典：Off-Highway Research
 



今後の市場動向 

インドにとって 大の外貨収入源である石炭・鉄鉱系鉱山、及び砕

石向けをはじめ、政府が推し進めるインフラ開発・整備向けを中心に、

今後もインドの油圧ショベル需要拡大は続くと予測される。 

 

②バックホーローダ 

市場規模・特性 

バックホーローダは、台数規模で見ると、インド市場では 大のマ

ーケットである。 
インド市場へのバックホーローダ参入は、常にインドのバックホー

ローダ市場で圧倒的トップシェアを占める JCB により、1980 年代初

頭に導入されたのがスタート。以後 10 年間は、年間数百台ベースの需

要規模で推移。 
下図が示すように、1991 年の経済自由化を端に発し、1990 年代後

半、市場規模は 2 千台に到達、需要の増加は続き、2006 年には 1 万台

を突破。この 10 年足らずで需要台数を 3 倍以上伸ばした。 

インド需要台数推移 (バックホーローダ）
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バックホーローダの台数が伸びた第一の理由は、前述（主要分野別：

一般土木建設）の通り、価格の割に機能性に優れている点が、経済自由

化以降の民間市場、特に一般土木分野でのニーズにマッチし、特に好ん

で使用されるようになったことにある。 
インドのバックホーローダ市場をクラス別に見ると、0～79HP クラス

が中心で、常に全体の 95%以上を占めるかたちで推移。2003 年頃より

90HP 以上の大型タイプも増えつつあるが、全体の 3～4%程度と、比率

は依然小さい。従来、79HP クラス以上の機械を必要とするユーザは油

圧ショベルを購入する傾向にあった。しかし、近年、バックホーローダ

の機能・市場優位性が十分認知され、大型タイプのニーズ高まりを受け、

各メーカで大型機械の開発・生産の動きが進む。 
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メーカ別シェア状況  
バックホーローダのメーカ別シェア状況(2004 年実績)は、以下の通

り。メーカ間の M&A の動きが大きい中、JCB は 80%近い圧倒的トッ

プのシェアを維持し、マーケットリーダとなっている。CAT は、2001
年のインド・ヒンダスタン社買収を契機に、自社ブランドとなる「424
シリーズ」を投入し、インドのバックホーローダ市場で積極的な拡販

を試みている。 
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インド メーカ別シェア構成： バックホーローダ
2004年（暦年）
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今後の市場動向 

インドの経済成長率が年率＋7～8%超で持続する中、バックホーロ

ーダがインフラ関連や一般土木等、経済成長に直接リンクする分野を

マーケットの主体とすることを考えると、今後もバックホーローダの

マーケットは経済成長と共に拡大を続けると思われる。又、製品の大

型化やレンジ拡大の動きと共に、今後はマイニング向けにもマーケッ

トが広がると見られる。 

 

JCB 製バックホーローダ （05 年 11 月末～12 月初旬にかけてバンガロールで開催さ

れた「EXCON2005」(India’s Construction Equipment and Construction Technology 

Trade Fair)での展示の模様） 

 

③ダンプトラック（リジッド式） 

市場規模・特性 

インドのダンプ市場はマイニング向け限定であるのが特長。インド

は前述の通り、世界有数の鉱物資源生産国（石炭：3 位、鉄鉱石：4
位）であること、又、石炭、鉄鉱石、金にはまだ手付かずの埋蔵量が

あり、将来的な市場としての有望性・潜在力の高さから、世界でも重

要なダンプ市場と見られている。 
インドでは、アーティキュレート式ダンプの需要台数は殆ど無く（年

間数台程度）、ほぼ 100%がリジッド式という構成。これは、インドの



場合、大規模鉱山ではリジッド式ダンプが主に使用され、又、中小規

模鉱山では低価格なコマーシャルダンプ使用が圧倒的に多いというこ

とが理由。鉱山開発時に必要となるアーティキュレート式ダンプは、

現在インド国産が無いため、非効率ながらも国産コマーシャルダンプ

やリジッド式ダンプの使用を余儀なくされているのが現状である。 
リジッド式ダンプの直近 5 年の需要を見ると、2002 年より前年比

+50%近い高いレベルでの伸びを維持している（下図）。かつて 1998
年の 7 百台をピークに、一旦台数が大きく落ち込んだ時期(2001 年)も
あり、この非常に高いレベルでの伸び継続は、ここ 2～3 年の動きであ

る。 

インド需要台数推移 (リジッド式ダンプ）
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クラス別に需要推移を見ると、インドでは、31～50 トンクラスが

大のマーケットである。このクラスで主流となるメーカは、ダンプ市

場トップ２を占める CAT と BEML である。その中でも、特に 31～40
トンクラスだけでリジッド式ダンプ需要全体の 50%近くを占める。内、

大需要の 32 トンクラスは、CAT-ヒンダスタン（Hindustan 1035）
と BEML（BH35）で２分している。 このクラスは、石炭鉱山や石灰

岩の砕石等で広く使われている。その上の 45 トンは、規模がやや大き

い石炭・鉄鉱山、及び電力プラント向けが中心。次に大きいのは、21
～30 トンクラスで、31～50 トンクラスと合算すると全体で 90%以上

を占める（2004・2005 年実績)。更にその上のクラスでは 75～85 ト

ンが中心で、大規模石炭鉱山や金属資源（鉄鉱・銅・亜鉛）鉱山向け。

大クラスの 100 トン以上は、インド政府系石炭会社の Coal India 向

をはじめ、 近では、豪州系等外国のマイニングコントラクタ案件向

け需要も出始めている。 
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メーカ別シェア状況 

インドのリジッド式ダンプ市場は、BEML、CATの 2社でシェア 80%
を占める（以下円グラフ参照）。インド 大のダンプメーカである

BEML は、得意とするマイニング向での CAT との鬩ぎ合いが厳しい

ものの、政府関連向に強みを持つ。又、BEML は 120～360 トンの超

大型クラスダンプの生産で米国・Terex 社との技術提携を新たに打ち

出し、製品レンジを拡大(150/240/360 トン)。これにより、今後、マイ

ニングセクタへの喰込みに弾みをつけるものと思われる。 

コマツ：
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Tatra：
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42%
CAT：
36%

インド メーカ別シェア構成： リジッド式ダンプ
2004年（暦年）
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 競合の CAT は、自社及びインド・ヒンダスタン社の両ブランド名で

25～230 トン迄を販売し、 大の製品レンジを誇る。 
 

今後の市場動向 

ダンプは通常 4～5 回の OV(オーバーホール)実施で生産性維持可能

な耐用年数が 12 年程度であるのに対し、インドではダンプの使用年数

が比較的長く、多くの鉱山で 10～15 年経過するフリートが稼動して

いる（年間平均稼働時間は 4 千時間程度）。 しかし、特に 2002 年以

降ユーザの購買力が高まっており、鉱山分野中心に新車購入・切替え

のサイクルに入りつつある。 
インドのダンプ需要は、マイニング向けが主である傾向は今後も変

動はなく、更に莫大な市場へと拡大していく将来性を秘めており、引

き続きマイニング向けを中心に大きく伸びると見られる。 
 

④ホイールローダ 

市場規模・特性 

インドのホイールローダ市場は、ここ 2～3 年は前年比+30%超で需

要を大きく伸ばし、年間 1 千台を超えたものの、同じ BRICs 地域で世

界 大のホイールローダ市場である中国の 10 万台と比べると、市場規

模の差が際立っている。ホイールローダ市場が依然小さい理由は、イ

ンドでは油圧ショベルとバックホーローダがホイールローダの代替製

品となっている点にある。 
とはいえ、ここ 2～3 年、鉱山・砕石セクタやインフラ関連での民間

向を中心とした需要が拡大していることを受け、下図が示す様に、ホ

イールローダの需要全体を大きく伸ばしている。 
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クラス別の需要推移を見ると、101～150HP の中型クラス（1.7～2.0
㎥バケット）が常に全体の 80%以上を占める（次図参照）。このクラ

スは、生産能力・品質信頼性・アフターサービス面いずれもユーザ評

価が高いことが、突出した需要の背景。内、CAT-ヒンダスタン製 112HP
タイプのみで、このクラスの構成比で半分以上を占める。100HP 以下

の小型クラスの需要はごく僅か（全体の 1%）。このクラスの場合、イ

ンドのユーザは、コストメリットを考え、バックホーローダを使用す

るケースが殆どである。 
又、 近、ワンランク上の中型クラス（150～250HP）の需要台数

が徐々に増える傾向にある。これは、特に 2004 年以降、民間系の鉄

鉱や砕石（石灰・大理石等）向に中国製が多く出始めたことによるも

の。  
300HP 以上の大型クラスも、全体の 1～2%程度と、100HP 以下同

様需要は少ない。 
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メーカ別シェア状況 

ホイールローダのメーカ別シェア状況（2004 年実績）は以下の通り。

CAT が市場の 50%以上を占めているが、これは、2001 年のインド・ヒ

ンダスタン社買収によるもの。次いで、Tata(Telcon)と JCB２社。Tata
は 135HP タイプのみ、JCB は 127HP タイプを中心に生産・販売。ま



だシェアは少ないが、柳工（Liugong）社等の中国メーカが低価格を武

器に近年台数を伸ばし、シェアに喰い込んで来ている。 
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今後の市場動向 

ここ 2～3 年の著しいインド経済成長率に牽引され、ホイールローダ

需要も他の建機製品同様に伸長。今後も引き続き、石炭・鉄鉱石等の

鉱山向けを中心に、伸長すると見られる。 
 
 
以上、日本メーカがインド市場に進出し、かつ市場状況を把握して

いる製品について紹介してきた。インド市場にまだ日本のメーカとし

て現地生産進出していない製品の内、クレーンと道路機械については、

既に現地へ進出しているメーカの活動状況を中心に情報収集した内容

を、後の項（3.4－3.5）で触れることとする。 
 



 

1.3 インドの投資規制等進出関連法規制の現状と将来性 

 

インドでは 1991 年の「新産業政策」以降、産業ライセンス制（後述）

の大規模な廃止、外資および技術移転誘致政策、従来公共部門に留保さ

れていた領域の多くが開放されるなどの経済自由化、対外開放への改革

が進められており、従来外資に対して閉鎖的であったが新政策導入後は

外資を積極的に誘致する方向へ動いており、投資規制も大幅に緩和され

ている。  
特に 2000 年 2 月には海外直接投資の認可が従来のポジティブリスト

方式（自動認可対象業種をリストに表示したものに限定）からネガティ

ブリスト方式（自動認可対象外の業種を限定し、それ以外は自動認可）

に変更し原則自動認可されるようになった。  
 
1.3.1 外国投資認可制度  
①海外直接投資（FDI）の方針  

外国企業はインド国内に 100％子会社を設立することが認められてお

り、一部の特定の営業活動を除いて、外国投資促進委員会（FIPB:Foreign 
Investment Promotion Board）や外国為替管理当局の事前承認も必要な

い。一方で、投資は所定のガイドラインに沿って行われる必要があり、

所定の期限内に当局に投資についての詳細を提出する必要がある。FDI
には自動承認ルートで承認されるケースと政府の事前承認（いわゆる

FIPB ルート）を必要とするケースとがある。  
 

②自動承認ルート  
インド政府の事前承認が必要な営業活動を除き、100％までの出資が

自動承認ルートを通して行われる（新会社設立及び既存の会社への出資

とも）。政府の事前認可は不要で、インド準備銀行（RBI：Reserve Bank 
of India）への事後届出でよい。  

既存の会社の株主から株式を買い取ることで FDI を行う場合は以下

の条件を満たせば自動承認ルートで FDI が認められる。  
a.被投資会社が FDI ガイドラインでの自動承認ルートに沿った営業活

動を行っており、当該株式の移転が 1997 年 SEBI（Securities and 
Exchange Board of India）規則の中の「株式の購入及び企業買収

に関する規則」に抵触しない。  
b.株式移転後も非居住者の持分比率が FDI 政策で定められた外資規制

範囲内である。  
c.株式の売買価格が SEBI 及び RBI のガイドラインに従っている。  
 
 



 

③FIPB ルート  
 以下に掲げた FDI のケースについては FIPB を通してインド政府の承

認が必要である。  
 

a.産業ライセンスが必要なケース（※）  
 b.外国企業が以前に同種のビジネスにおいてインド国内でジョイント

ベンチャーを設立した、あるいはインド国内で他社と提携関係を持

っていた場合。  
 c.金融業務を営む既存のインド企業の株式を買収する場合。  
 d.敢えて自動承認ルートを通らず、FIPB 申請すると決めた場合。  
 e.FDI 政策で決められている外資規制を超える投資を行う場合。  
 
※ 産業ライセンスを必要とする業種  

・ アルコール飲料の蒸留及び醸造  
・ 葉巻及びタバコ  
・ 電子宇宙航空及び防衛産業  
・ 工業用爆薬、火薬類  
・ 危険（有害）化学品  
・ 薬剤及び製薬  

 
④FDI が禁止されているビジネス  

・  賭博  
・  宝くじ  
・ チットファンド（構成員が決められた期間内に抽選や競売によって

金銭を集め、配分するなど金銭貸借をし、監督をする機関）  
・ ニディカンパニー（同上）  
・ 住宅、不動産業  
・ 移転可能開発権利の売買（注：中央政府や州政府が公共の目的のた

めに土地を地主から明け渡してもらう際に金銭を支払う代わりに

譲渡する開発権利であり、これを開発業者などに売却すれば利益を

得ることができる）  
・ 小売業（※）  
・ 原子力  
・ 農林業  

 
 ※2006 年までは小売業への FDI は一切禁止されていたが、インド政

府は 2007 年 1 月に小売分野に関し、「単一ブランド」扱いに限り FDI
を 51％まで認めることを決定し、2 月 13 日に単一ブランドのガイド

ラインを公示した。現地各紙報道によると単一ブランド認定では、国



 

際的に同一ブランドで売られ、製造段階でも同一のブランドが表示さ

れていることが必要。従って、複数ブランドを置くスーパー、コンビ

ニなど流通チェーンの進出は認められず、メーカーのいわゆるブラン

ド品ショップは認められる。この原則によれば、建機メーカーの販売

店も認められるものと考えられる。  
  
1.3.2 進出形態の種類  
 インドに進出する際の形態としては、駐在員事務所、支店、プロジェ

クト事務所及び現地法人が考えられる。各々の概要は次表の通り。  
 

  外国会社としての事務所開設  
インド会社法に基づ

く現地法人の設立  

進出形態  駐在員事務所  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｵﾌｨｽ 支店  
①合弁会社の設立  

②100％出資子会社  

業務の範囲  
本社の代理人。 

連絡業務に限定  
特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

業務に限定  
営業活動可能。

製造は不可  
特別な制限なし  

承認機関  ＲＢＩ  ＲＢＩ  ＲＢＩ  ＲＢＩ／ＦＩＰＢ  

法人税率  

(実行税率）  
40％（41.82％） 40％（41.82％） 40％（41.82％） 30％（33.66％）  

資金調達  
本社からの送金

のみ        
現地借入不可  

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金

（客先、金融機

関からの借入）

本社からの送金

のみ         

現地借入不可  

現地企業としての資

金調達全般が可能  

 
1.3.3 合弁会社の設立  

提携相手との話し合いにより、両当事者間で事業内容、役割分担、出

資割合などを取り決め、合弁契約書を締結する。出資比率については、

当事者間の話し合い以外に、業種ごとに定められた外資ガイドラインに

遵う必要がある。但し、現在では殆どの業種に対して、100％までの FDI
が認められている。  

出資比率により株主総会での議決権に差があり、インドの会社法では

重要事項の決定には株主の 4 分の 3 の賛成が必要となる。したがって、

26％以上保有すれば重要事項決定の際の拒否権が持てることになる。逆

に言うと、76％以上で全ての事項の決定権が持てる。また、通常の議案

は過半数で決められるので、51％の株式保有であれば足りることになる。 
 
1.3.4 会社の設立  
 インドでの会社の設立は会社法（1956 年）に基づき、大きく公営部

門と民間部門とに分けられ、民間企業は更に有限責任または無限責任に



 

分かれるが、通常は有限会社（company limited）として設立され、株

式の公開、非公開の違いにより、公開会社と非公開会社に分けられる（次

表参照）。有限責任の会社の責任制限は株式額または保証額により規定

されており、株式責任の場合、株主の責任は所有株式の未払込額まで、

保証額責任の場合は予め定めた定額までとなる。無限責任会社では社員

の責任は無限となる。  
また慈善事業を目的とした法人も設立可能で、利益の株主への還元は

許されておらず、利益はその設立目的のために使用されることとなって

いる。  
 
① 有 限 責 任 会 社 （ company limited ） に お け る 公 開 会 社 （ Public 
Company）と非公開会社（Private Company）の違い  

 
①公開会社  ②非公開会社  
・発起人の 低人数－7 名  ・発起人の 低人数－2 名  
・ 低 3 名以上の取締役が必要  ・取締役は 2 名でも可  
・ 低資本金 50 万ルピー  ・ 低資本金 10 万ルピー  
  ・株主数 50 名以下  
・事業を開始する前に設立趣意書（も

しくはその代わりとなる文書）を提出

しなければならない。  

・株式の譲渡制限、株式や社債の一般

公募禁止 ・会社設立により事業を開

始出来る（設立趣意書を提出しなくて

もよい）。  
・取締役会は株主に対し報告義務あり。 ・報告書を作成する義務はない。  
 
②設立手続  

発起人（会社設立を意図する者のグループ）は自らが設立したい会社  
の形態を決定した後、会社設立に関するいくつかの法的手続きを踏まな

ければならない。  
 
a.会社名の承認  

会社を設立しようとする地域を管轄する ROC(Register of Company)
の事務所に申請書を提出する。非公開会社の場合は会社名の 後

に”Private Limited”を、公開会社の場合は  “Limited”を各々つけなけれ

ばいけない。会社名決定時には会社の目的、内容を端的に表しているも

の、他社の商号に類似していない、等の点に留意する必要がある。また、

日系親会社から想像できないような会社名を申請すると、理由を求めら

れたり、親会社名を使うようにとの条件が付いたりと、無駄に時間が掛

かるケースが考えられるので注意を要する。 終的には ROC の受付担



 

当官の判断によって決定されることになるが、一般的に申請書類提出か

ら約 1 週間程度で希望の名前をつけることが可能か否か ROC より連絡

がある。会社名が承認されたら 6 ヶ月以内に基本定款と附属定款をその

他の必要書類とともに ROC へ提出しなければいけない。会社名承認後、

通常であれば会社設立まで 1～3 週間程度かかる。  
b.基本定款及び附属定款の準備  

基本定款は会社にとって憲法にあたるもので、会社の目的や活動内容、

資本金、発起人名、有限責任などについて記載する。附属定款は、社内

業務を管理するための会社の規則を明確にするものであり、非公開会社

でも必ず作成しなければいけない。これらを ROC に登録する際に印紙

税が課されるが、額は会社の授権資本額及び会社登録する州によって違

う。  
c.その他の必要書類  
 基本定款及び附属定款を提出する際、手数料と以下の書類を提出しな

ければいけない。  
・ Declaration of compliance（法令遵守宣誓書）  
・ Notice of situation of the registered office of the company（会社

の登録事務所の住所通知書）  
・ Particulars of Directors, Manager of Secretary（取締役、マネー

ジャー、セクレタリーの詳細）  
・ Authority executed on a non-judicial stamp paper（基本定款に記

載された発起人が書類を提出したり、書類の訂正を必要に応じて行

う代理人を指定するための書類で、印紙税込みの金額で購入する） 
・ ROC からの会社名の承認書（原本）  

d.設立証明書取得  
前述の書類が提出され手数料が支払われた後 ROC は書類を吟味し、

必要に応じて書類を訂正するよう指示してくる。その後（通常約 1～3
週間後）ROC より設立証明書が発行される。非公開会社は設立証明書

の入手後すぐにビジネスを開始出来るが、公開会社は ROC より営業

開始証明書を入手するまでビジネスを始めることは出来ない。  
 
1.3.5 インド投資における将来性・課題  
①インド市場の将来性  

インドの経済成長は著しく、今後の潜在的な成長性という意味ではい

わゆる BRICs の中でも他を一歩リードしている感がある。今後も市場

の開放政策が続いていくことを考えれば GDP 実質成長率も 7～8％超の

急成長が当面続くであろうと言われている。  
インド 大の魅力はこうした急激な経済成長に裏付けられたマーケ

ットとしての将来性、潜在性である。現在のインドの急成長は、主に全



 

人口約 10 億人の 2 割強程度の都市部住民によってのみ支えられている

と言われており、将来残りの農村部住民の生活水準が向上すれば世界

大規模の巨大市場となることは間違いないだろう。  
英語を話す優秀な人材が豊富であることや、IT 産業をメインとした  

高度な産業の集積があることも各国企業の関心を引いている主な理由

となろう。加えてインドが民主主義国家であり海外からの投資に好意的

で、政治的にも一部地域を除き安定していることが挙げられる。また、

日本に対してはいわゆる反日感情のようなものはなく、戦後短期間で復

興し世界有数の先進国となったことへの尊敬の念もあってか、むしろ好

印象を持たれているように感じる。  
治安面ではカシミール地方など外務省から退避勧告が出されている

地域もあり、それ以外のインド全域も注意を要する地域に指定されてい

るが（ ‘07 年 2 月 28 日現在）、実際に何度もインドの主要都市に足を運

んだ経験を持つ者としては、近隣諸国の主要都市と比較し、特別な警戒

が必要という認識は持っていない。  
 

②インド投資の課題・対策  
外国企業がインドへ進出するに当たってよく見聞きする問題として

インフラの未整備、労務管理の難しさ、税制等行政手続きの煩雑さが挙

げられる。  
 

a.インフラ  
 近年インドでの自動車台数増加に伴って交通渋滞は深刻化の一途を

辿っており、ニューデリー、ムンバイ、バンガロール等の大都市におい

ては、ほんの 10 キロ程度の距離の移動でも 1 時間から 1 時間半を要す

ることもある。国内での輸送用道路が十分に整備されていないことから

輸送中に商品が破損し、1 割以上が不良品となることもあるという。そ

ういった面から見ると、インド国内における物流は東南アジア諸国と比

較しても効率がいいとは言い難く、コスト面では割高となるといわざる

を得ない。電力については安定的な供給が出来る状態ではなく設備は貧

弱で一日数回の頻度で停電が起こる。一説には 4 割以上の電気が盗電に

遭っているとも言われている（電力については 1.1.5 参照）。水道につ

いても上下水道の普及率は低く、飲料水として用いることも避けた方が

無難で、その設備の脆弱さから起こる洪水後には伝染病にも気を付ける

必要がある。これらインフラ関連については事前調査を十分に行い、予

防措置として 低限の投資を行うことが肝要となろう。  
 
b.労務管理  

インドでは労働法が雇用者側に厳しく、仮に労働者側に非があったと



 

しても、大規模な労働争議につながる可能性もあり、解雇は難しい。一

般的に日本企業は深刻な労務問題を抱えておらずノウハウの蓄積がな

いことから、インドでの労務問題を解決するのは難しい。給与水準の急

激な上昇や離職率の高さも問題となっているインドでは、人事面接や賃

金交渉の場が人事労務担当者の一番の頭痛の種となることは想像に難

くない。よってこれらの労務問題を未然に防ぐには信頼のおけるインド

人の労務担当者を雇うのが一番の方策となるだろう。既にインド進出し

ている企業から紹介を受けたり、コンサルティング会社に相談する等の

方法が有効である。  
 
c.税制他  

通常日本などであれば課税対象や納税方法は全国一律であるが、イン

ドでは州毎に税務手続が異なり税率や課税対象品目がまちまちである。 
政府は売上税の煩雑さを改正するために 2005 年 4 月から全国一律の

VAT（Value-Added Tax）の導入を決定したが、現在でも全ての州での

導入には至っておらず、従来の LST（Local Sales Tax）が生き残ってい

る。州をまたいだ販売に対しては CST（Central Sales Tax）が掛かる

が、部品を国内各地から調達したり、拠点を複数の州に持つメーカーな

どの場合 CST により仕入値が変わってくることから仕入先・販売先を

同じ州に持つなど税制度を慎重に検討する必要がある。  
所得税や法人税等に関しても変化が早く判例的な解釈が確立しない

ため、前例は全く参考にならない場合が多い。  
 インドにおいては会計事務所、監査法人、企業弁護士等が多く、こう

いった方面のアウトソーシング先を見つけるのは難しくない。  
 また、これは税務手続に限らないがインドでは一連の行政手続きに非

常に時間が掛かることも多いため、インドへ進出する際に欠くことの出

来ない行政手続きについては時間的に余裕をもって取り掛かった方が

良いだろう。  
 
以上、大きな枠で課題を掲げてみたが、この他にも以下の点が挙げら

れる。  
 

d.高関税  
経済自由化以降段階的に関税引下げが行われているが、WTO 加入

(1995 年 )から既に 10 年以上経過しているものの、13%（コンポーネ

ント 2006 年時点  (1999 年は 34%) ）という関税率は、WTO 加入

（2001 年 )から、まだ年数が浅い中国の 5～8%と比べ、依然高いレベ

ルである。  
 



 

完成品の輸入関税は下記の構成となっている。  
①基本関税、  物品評価額 {S}ｘ12.5% 
②追加関税、  {S}ｘ（１＋0.125）ｘ16% 
③教育目的税１、追加関税額②ｘ2% 
④相殺関税、  {S}ｘ（１＋0.125＋0.18＋0.0036）ｘ4% 
⑤教育目的税２、（①＋②＋③＋④）ｘ2％  
関税率 合計 12.5＋18＋0.36＋5.2344＋0.7219=36.8163％  
 
AFTA 締結で域内貿易だと基本関税がゼロ (2011 年迄段階的 )となり、 
関税率合計 0 ＋16＋0.32＋4.6528＋0.4194=21.3922％となる。  

 
e.複雑で官僚的な現地進出手続き  

同様に高度成長を続ける中国に比べ、プロジェクト、進出手続等、実

施スピードが遅い。  
 

f.割高な原材料費  
例）鋼材価格：対中国  137 (指数：2006 年 ) 
 

g.カースト・貧困対策  
ビジネス・社会での効率化への影響   
 

また、事業とは直接関係無いものの、日本人駐在員や出張者にとって

の身近な問題としては、良好とは決して言えない衛生環境、近隣諸国と

比較し非常に高いホテル宿泊費（有名ホテル）、信頼のおける医療機関

の不足等も隠れたリスクと言えよう。  
 



 

第Ⅱ章：インド市場現地調査報告 

 

インドの建機産業及び建機市場、そしてインフラ整備の実態を把握す

るため、インド・バンガロールの CII(Confederation of Indian Industry
＝インド産業連盟)とデリーの JETRO ニューデリー・センターを訪問し、

ヒアリングを実施した。 
 

2.1 インド産業連盟 

 

まずは、バンガロールの CII Karnataka State Office Head の

 Sandhya Satwadi氏からのヒアリングであるが、CIIは建設機械産業

(Infrastructure Equipment Industry)の現状と見通しについて、昨年 12
月にコンサルタント会社KPMGを使って調査報告をまとめたところであ

り、以下に同氏からのヒアリング結果とKPMGの報告書の要旨をまとめ

て報告する。 
 

   2.1.1 インド建機産業の現状 

インドの建機業界の規模は 2004 年で約 19 億 5000 万ドルと推定され

(部品・サービスの売上も含む)、近年急速に伸びている。同業界は 1960
年代に主に軍からの受注で始まったが、過去 40 年間で土木建設機械、コ

ンクリート機械、材料運搬機械、トンネル・掘削機械などのあらゆる大

型機械の分野に拡大するまでに成長した。 
19.5 億ドルの内訳は、建機製品売上(国内向け)が 11 億ドル、部品が 4

億ドル、サービス 1 億ドルとあるが、これらは CII(インド産業連盟)に加

盟している企業からのデータにより集計されたものであり、報告書では

このほかに未加入の中小メーカーの売上として約３億ドル程度あるもの

と推定している。これらの中小メーカーは、CII に加盟せず統計上のデー

タも出していないため、以下のセグメント別に推定している。 
たとえば、土木建設機械分野では、要求品質が高度な技術を要するこ

とが参入障壁となるので、未加入中小企業のシェアは 10％にもならない。

(この分野の機種としては主としてバックホーローダである。) 他方、コ

ンクリート機械分野では、売上の 50％近くを未加入企業が占めている。

これは、インドには手作業で動かす小さなミキサーを使用している多く

の業者がいるからである。(インドではレディミクストコンクリートは

13％しか普及していない。) 同様に、材料運搬機械の市場でも約 50％を

占めていると推定される。トンネル・掘削機械分野は土木建設機械と似

ていて、その割合は 10％にもならない。これらの推定をもとにすると、

未加入企業の売上はインドの建設機械業界全体の 15％～18％程度となる

ものと推定できる。 



 

更に、この他には、中古建機輸入がわずかに 800 万ドル(0.4％)、建機

の輸出は 3500 万ドル(2％)と推定されており、中古建機輸入や新車建機

輸出のビジネスは、インドの建機業界ではまだまだ発展途上であること

が伺われる。 
中古建機の輸入については、2004 年 8 月まで年式制限があり、中古機

の主流であった 10 年以上経過車の輸入が禁止されていた。規制撤廃後は

徐々に輸入が増えてきている傾向にある。 
 

   2.1.2 インド建設機械業界の強みと弱み 

インドにおける建設機械産業の魅力は、国内市場の高度成長、熟練労

働力の得やすさである。インドの建機業界は生まれたばかりの段階で、

米国（192 億ドル）のような先進諸国や、中国（推定 100 億ドル）のよ

うな他の開発途上国と比べてもはるかに規模は小さい。しかし、これが

今後 5年間にわたるインフラ開発における多額の投資策が功を奏すれば、

市場にはなお成長する大きな可能性があるということを示唆している。 
また、他にもインフラ開発の可能性を示すものに、コンクリート骨材

生産量がある。中国や米国に比較すればはるかに遅れをとっているもの

の、インドは骨材生産国としては第 3 位に位置する。但し、この骨材生

産量を人口一人あたりに換算するとまだまだ最低の部類に属する。しか

しながら、これはインフラ開発と建設機械需要の伸びの可能性を示して

いるともいえる。 
インドでは英語を話し、高度に熟練しかつ比較的低賃金の労働者が多

い。インドは熟練労働力のアベラビリティでは世界 30 か国のうち 3 番目

となる。インドは他の先進国および開発途上国と比較すると 1 時間あた

りの労働賃金が最も低い国のひとつでもある。更にインドの生産年齢人

口は将来増大していく。たとえば労働年齢人口が 2010 年ころから減少し

始めると予想される中国とは異なり、インドは少なくとも今後 20 年、雇

用可能な労働力人口が増え続けるとみられる。労働力が増えれば、業界

はそれだけ高率の成長を遂げることができる。 
インドの建機産業の他の利点としては資金調達のたやすさを挙げるこ

とができる。民間に販売する機械の大部分は、現在融資を受けている。

建機業界の大手企業は、多国籍企業を含め、金融業界においても大きな

プレゼンスを得ているからである。インドの建機向け金融業者は、過去 3
年間で 38％の伸びを示している。業界の不良債権の割合は 1％から 2.5％
と低く、そのことが、建機業界での金融の持続的成長を可能としている。 

 
一方、インドは、全体としては建機産業にも動員できる大量の労働力

を抱えているが、たとえば自動車の修理工のように、業界が必要とする

特殊な技能者が不足している。必要な技能をもつ人材の不足は成長への



 

大きな障害であると認識され、早急な機械の操作やメンテナンスにかか

わる熟練工育成が業界として急務である。業界の持続的な成長は、機械

の運転、保守にあたる訓練をつんだオペレータやサービスマンが常に供

給できてこそ、初めて可能である。この弱みの大きな理由のひとつは、

建設機械の運転保守、サービスに絞った、例えば自動車にはあるような、

特殊な研修訓練コースがないことにある。建機業界と技術教育機関はこ

のような研修課程を企画し、開発しようとしているが、大量の熟練労働

力によって業界の成長を支えることができるようになるまでは、まだ時

間を要すると思われる。 
インドでは建機産業への R&D 投資が世界的規模の企業と比較すると

極端に低い。わずかな例外を除き、インドは国産技術の開発を重視せず、

その代わりに外国のパートナーまたは親会社から技術の輸入の道を選ん

できた。国内 R&D と技術開発能力のなさは、グローバル化した市場での

持続的成長に必要な新製品の定期的な導入にとっても障害となるので、

建機産業の成長の大きな障壁となる。 
また、インドの建機産業は自動車業界とは異なり、強力な下請け業者

を欠いていて、多くのコンポーネントを輸入に依存している。たとえば、

インドでは油圧機器（ポンプ、バルブなど）を初めとする建機の主要な

コンポーネントは輸入を継続している。インドでは建機の生産のための

下請け業者が欠けていることが指摘されている。さらに重要な問題は、

オフロード重機械のためのベアリングやタイヤの国内生産能力がないこ

とである。強力なコンポーネント産業の存在は、国内市場の成長のみな

らず、建機の輸出にとっても前提条件となる。他の分野での例を挙げる

と、高品質を誇る自動車部品業界は、インドの自動車業界が世界市場で

勃興するのに重大な役割を果たしているのである。 
更には、業界の振興を図る強力な業界組織がないことも、大きな弱み

のひとつとなっている。 
業界の様々な問題に効果的に対処し、業界の関心事について発言し、

業界を代表して政府と協力していくためには、インドの建機業界は強力

な業界団体をもっていなくてはならないと考える。建機業界が筋を通し

た統一性のある団体として行動していくためにも強力な業界団体の存在

が第一の要件である。（業界の団体については、インドの建機市場におけ

るメジャープレイヤーである JCB 及び ESCORT 社が、その本拠に近い

デリーにて業界活動をしているとの話も伺ったが、活動の実態はあまり

ないように見受けられる。） 

 
2.1.3 インド建機産業の将来的予測 
以下の 4 つの異なる手法で将来の市場規模の推定を試みる。 
①アジア太平洋地域の建機産業全体の規模を推定し、その中のインド



 

のシェアを推定する。②主要国の建機市場の成長と GDP との相関をとり、

GDP の予測からインドの建機市場の規模を推定する。③業界各社ごとに

各建機分野の個別の予測を算出し、それに基づき推定する。④インドに

おけるインフラ投資の予測をもとに、建機の需要を推定する。 
これらに基づき 2010 年の建機業界の規模を予測し、次の結果を得た。 
①アジア太平洋地域全体の建機業界におけるインド市場の推定－28 億

4000 万ドルから 30 億ドル。②GDP と建機市場の伸びの相関関係による

推定－27 億 6000 万ドルから 28 億 4000 万ドル。③個別建機業種につい

ての予測の積み上げ－40 億ドルから 60 億ドル。④予想されるインフラ

投資を基礎として－38 億ドルから 40 億ドル。これらの加重平均により

2010 年におけるインドの建機市場の規模を推定した。 
この方法によると、インドの建機産業の規模は 35 億ドルないし 42 億

ドルと推定される。 
この予測は、現在から 2010 年まで年ごとには一様な成長を遂げるもの

とし、次の前提を基としている。 
①アジア太平洋地域の建機産業の伸びは、予測に従う（年成長率 9.7％）。

②2016年までにインドのGDPの成長率は現在の中国のGDP成長率に追

いつき、GDP と建機市場の伸びの間には相関関係が継続する。③建機市

場のトレンドは現在通りに続き、2010 年まで大きな断絶はない。④イン

ドにおけるインフラ投資は 2010 年まで計画通りに進む。 
 

   2.1.4 輸出から見たインド建機産業の現況と将来性 

インドの製造業全体の輸出は、2002 年の 370億ドルから 2004 年の 540
億ドルへと大きく伸びた。この傾向は、世界的に製造業のアウトソーシ

ングの傾向が拡大し、インドの競争力も強化されている現状からみて、

中期的にも持続可能であると期待される。製造業の輸出は 2015 年までに

3000 億ドルのレベルにも達するものと見込まれる。エンジニアリングや

自動車のような主要な製造業分野は、さらに高い成長を遂げ、過去 4 年

間にそれぞれ 20％、39％という伸びを示した。このような傾向はインド

の建機輸出の今後の伸びを占うものとなろう。 
一方で、建機の輸出は現在、インドの建機市場の約 2％を占めるに過ぎ

ない。これまでの輸出のレベルの低さの要因は、以下にも詳述するが、

製品の品揃えの不足、合弁事業相手との競合回避の必要性、技術と品質

の相対的な水準の低さなど、いくつかあった。しかし、この輸出もこの

ところ成長の兆しを見せてきた。 
世界の主要な製造業全体を通じて見てみれば、先進諸国から開発途上

国への製造拠点の移転の傾向が明らかになっている。これには、高度成

長を続ける開発途上国に比較した先進国市場の伸び悩み、開発途上国に

おける所得レベルの向上と更なる高度成長の可能性、低賃金で熟練労働



 

力を雇用できるコスト優位性、地球規模のサプライチェーンの合理化な

ど、種々の要因が複合している。開発途上国における高度成長率を梃子

として、世界的大メーカーは、自らの世界全体に及ぶ事業の製品調達先

として、これら開発途上国に生産基地を展開している。この傾向は建機

産業にも影響を及ぼしている。 
建機メーカーとしては、Caterpillar、日立建機、Volvo、コマツ、Case、

Ingersoll Rand、JCB、Sandvik、Atlas Copco 等の大手企業が、すでに

インドに上陸している。これらのメーカーは、設備の拡張や製品輸入に

よりインド市場での存在感を高めている。 
世界の多国籍企業の参入は、国内産業の能力および競争力の全体的底

上げにつながる。たとえば、インドの自動車産業では、1990 年代に世界

的大メーカーの参入により、過去 10 年間で地場の下請け業者と国内自動

車メーカーが世界的に能力を発展させていった。これにより、業界全体

は近年輸出ブームの形で利益に与ることになった。そのため、多国籍企

業のインド建機市場への進出は、将来の建機業界にとってもよい前兆と

なるであろう。 
但し、建機の輸出の伸長には、以下のような障壁もある。これらが、

現時点ではまだまだ少ない輸出比率の主な原因となっている。 
一つは、多分に戦略的なものであるが、輸出を追求しない理由として

海外パートナーとの競争回避の必要性が挙げられる。これは多くの技術

的・戦略的提携に共通の特徴であり、輸出市場を適切に選択するよう提

携先より求められるのである。 
二つめには、インドの建機市場は、政府による巨額のインフラプロジ

ェクトへの集中的投資により急速に伸びてきた側面があり、このような

状況では、国内需要が輸出需要に優先することになる。つまり建機生産

の増加は国内市場で利用されてしまい、そのため、業界は積極的に輸出

に取り組む必要もないし、その能力も育たないのである。 
三つめとして、インドではすべての建機のレンジを製造しているわけ

ではなく、技術的に高度な機械は、輸入に頼る必要がある。また、イン

ド国内市場向けに製造した機械は、他国向け輸出には適合しにくい。た

とえば、クレーンでは、インド市場では 12 トンから 15 トンの製品を多

く使用しているが、米国のような先進国市場では 60 トンから 70 トン、

あるいは 100 トンというようなはるかに大きな製品が普通である。 
四つめに、インドでは建機のコンポーネントの優秀な技術を欠いてい

る現状がある。掘削機のトラックリンク、ホース、油圧機器等の重要な

部品の多くは輸入している。強力な下請け業者がいないため、建機メー

カーは自信をもって輸出先を開拓することができない。たとえば自動車

は、インドの既成の下請け業者層が重要な強みとなり、自動車業界では

すでに大量の輸出ができるようになっている。 



 

五つめは、わずかの例外を除き、インドの建機は品質、信頼性、技術、

自動化、国際的な排出ガス基準の適合等の面で世界的な競争力をもって

いない点である。その上、品質の安定性でも、国際的基準に適合せず、

また品質管理基準を欠いているため、品質の維持ができない。 
しかし、上記に論じたような問題にもかかわらず、インドからの建機

および部品の輸出は増加傾向にある。建機の輸出は絶対数は少ないなが

らも、2000-01 年度から 2004-05 年度にかけては年成長率 30％で伸びて

いる。 
但し、輸出の対象とし得る市場は限られている。インドの建機の最善

の市場は東南アジア（インドネシア、タイ、マレーシア等）、湾岸諸国、

中央アジア、南アジア地域協力連合（SAARC）諸国であると考えられる。

優先的な輸出先としてこれら隣接諸国を選択する理由は次の通りである。

①これらの市場には世界的メーカーの存在感が薄い。②インドに近いの

で、サービスが容易である。③これら諸国は建機のコストを重視する低

開発市場と認識されている。それらはインドのメンタリティに近く、イ

ンドと同様な機械を求めており、インフラ開発中でもあるため、大量の

建機輸出の機会があるであろうと予測される。 
前述の通り、現在の建機の輸出伸び率は年間成長率にして 5 年間で約

30％となる。この伸びはここ数年間も、次のような理由で継続すると考

えられる。①インドの製造業の輸出が全体的に継続的伸びを予測される。

②世界の建機メーカーが益々インドに照準を合わせている現状がある。

③それによりインドの建機の品質と技術レベルが向上する。 
これからの 5 年で年率 25％を前提とすると、建機輸出は現在の約 3400

万ドルというレベルから 2010 年までに 1 億 500 万ドルとなる。同じく

30％を前提とすると、2010 年までに 1 億 2800 万ドルとなる。これらは、

インドの建機メーカーが成長の機会として輸出を指向すべきであり、イ

ンドからの輸出を成功させる努力をしなくてはならないことを明らかに

示している。 
また、インドでは上質のエンジニアリング能力を利用できるという点

では、比較的優位にある。また、ソフトウェア開発と IT はこの 10 年間

でインドが世界的な競争力をもつ分野としてあらたに発展してきた。こ

れらは、設計および性能試験のようなエンジニアリングサービスをイン

ドで立ち上げたいくつかの多国籍企業やインド企業にとってのアドバン

テージとなっている。また、インドに外注されるエンジニアリング設計

サービスは、2008 年までに合計約 18 億ドルとなるという推定もある。 

(以下の前提に基づく。R&D 支出は売上の 3－5％、製品設計は R&D 支

出の 30％、かつ設計の 40％は外注可能であるものとする。L&T 
Engineering Services による試算)  
これは、前述の種々の問題とは別個に、今後インドの建機業界が開発



 

し得るビジネスチャンスである。Telco Construction Equipment Co
（Telcon）や L&T のようなインドの建機メーカーは、e-エンジニアリン

グ技術をひっさげて製品設計の分野に参入している。L&T の e-エンジニ

アリングは、建設機械以外にも、工業製品、自動車、航空宇宙、船舶設

計のように種々の分野で CAD によるサービスを提供している。 
 

2.1.5 インドの建機レンタル・リース業の現状 

建機のレンタルは、巨額の投資の回避、機器の選択範囲の拡大、保管

維持費の節減など、多くの利益をエンドユーザーにもたらすので、世界

的にも好まれるビジネスモデルとして登場した。また、レンタルの利用

により、ユーザーは最良（技術的に最先端にある）の機材を特定の仕事

のために選択し、購入の決定をする前に機材をテストすることもできる。

このような世界的傾向に沿って、建機のレンタルとリースは、インドで

も大きな伸びが期待される事業である。 
しかしながら、インドの建機産業におけるレンタルの普及度はきわめ

て低い。クレーンのような分野では、レンタルの普及度は比較的高いと

推定されているが（約 60％）、インドの建機レンタル業全体では、2004
年でわずか 2％程度のレベルの普及度にとどまっている。 
レンタルはこれまでのところ、インドでは種々の要因のために小規模

なビジネスにとどまっている。市場はまだ成熟しておらず、最新型機械

はレンタルでは簡単には入手できないことが多い。入手可能だとしても、

ユーザーは最新の機械に高額のレンタル料を払うことを躊躇する傾向も

ある。逆にオペレーター研修や機械操作のライセンス制度がないことが、

レンタル業者がユーザー側の適切な利用に確信をもてないことにつなが

り、レンタルの普及を妨げる一要因ともなっている。 
しかしながら、建機の所有よりもレンタルを促進するために、Quipo

という名称で、インドに機材バンクという概念を導入したのがファイナ

ンス会社の SREI である。Quipo（次ページ写真参照）は，今日のインド

のレンタル業界では大きな割合を占めている。L&T ECC もまた南インド

では Quipo への投資を通じてレンタル市場での存在感を示している。ま

た、この他にも地域レンタル会社が 6 社ほど存在する。さらには約 10000
軒の小規模業者が存在するとも推定されている。上位 8 社の市場シェア

は推定 10％ほどである。この分野に建機産業から本格参入することは、

これからのレンタルの大幅普及のために期待されるところである。 



 

 
ｲﾝﾄﾞ国際産業&技術ﾌｪｱでの Quipo ﾌﾞｰｽ   ﾚﾝﾀﾙがﾒｲﾝとなっているｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車。 

 

 
Quipo では 20 ﾄﾝ油圧ｼｮﾍﾞﾙもﾚﾝﾀﾙされる。     建機の品揃えも豊富である。 

 

インドの大手建機メーカーは、レンタル業がことに小型機械に関して

は大きな可能性を有していると確信している。業界筋によれば、7 トンク

ラスの小型建機（例えば、JCB バックホーローダ）の約 80％は現在レン

タル用に購入されていると見られている。またコンクリートミキサー車

はほぼすべて（3500 台程度）がレンタルされている。レンタルは中小規

模の建設業者にとっては重要な選択肢となっている。レンタル業が建機

メーカーの注目を集めている一つの例として、Ingersoll-Rand は Indian 
Infrastructure Equipment Ltd., IIEL の株式を 3％取得した。しかし、

20 トンクラス以上でレンタルに現在参入している大手企業はきわめて少

ない。インドの建機レンタル市場は量的拡大の端緒にあるといえるであ

ろう。レンタルの普及度も現在の 2％から 2010 年には 20％ないし 25％
に上昇すると見込まれている。35 億ドルと目される市場規模でレンタル

が 20％程度に拡大すれば、レンタル市場が 2010 年までには 7 億ドルに

広がることを意味する。 
一方、リースは直接所有に代わる選択肢であり、運転資金を節約し、

事業の収益性を高めるものである。しかし数年前まで、インド政府は政

府契約には建機のリースを認めなかった。その結果、リース分野の伸び

はきわめて遅かった。インドにおけるリース産業は 2002 年時点で 2％に

過ぎず、2005 年には 5％、2008 年には 15％となるものと思われる。 



 

インドにおいて建機リースの発展に影響する主な障害のひとつは、税

法上のリースの取り扱いである。リースの税法上の取り扱いは、リース

の種類により変わる。ファイナンシャルリースの場合には、利息の一部

（10％）プラス管理費がサービス税の対象となる。これは現在 12.24％（教

育税込み）。オペレーティングリースの場合には、買主が自らそれを購入

し、当該機材をリースする契約を締結するが、それには利用権の譲渡と

して、販売税または付加価値税が課される。さらには異なる部署間で同

じリース契約に対する見解が異なるので曖昧さが生じる。間接税局は、

リースをサービスとみなし、そのためにサービス税を課す。ところが州

政府はリースを売却とみなす方針で、それにしたがい課税する。業界は、

インドの建機リースが発展するためには、リースの種類の定義とそれぞ

れの税制上の扱いを十分明確化し、標準化する必要があると考えている。

そのような状況ではありながら、建機業界は、この数年のうちに建機リ

ースが高度成長を遂げることを期待している。インドのインフラプロジ

ェクトは長期化し、規模も拡大しているので、リース業は絶好の機会を

迎えている。 
 

(参考写真) 

 
 バンガロールでは高層高級住宅の建設ラッシュである。 

 

 
ｲﾝﾄﾞ国際産業&技術ﾌｪｱ 2007(ﾃﾞﾘｰ)にて。韓国・中国ﾒｰｶｰは実機を展示。 

 

 



 

2.2 JETRO ニューデリーセンター 

 

次に、JETRO ニューデリー･センターの野口所長との面談により、イ

ンドのインフラ整備の現状と政府の対応状況、日本企業進出の今後の展

望などを伺った。 
 
インド中央政府の発表では今後5年間で3500億ドルのインフラ投資が

必要と見られている。特に首都デリーでは、2010 年に旧英連邦諸国競技

会(Commonwealth Games)が開かれることになっており、それに向けて

インフラ整備が急ピッチで進められている。3 年前に出来た地下鉄は広軌

の大きな車体で、快適な車両である。道路の拡幅化も進められており、

旧来の商店街などは街の美化とも併せて立ち退きを余儀なくされている。

屋台でのフルーツなどの路上販売等も規制され、すべて店舗内での販売

が義務付けられるという。因みに、Commonwealth Games は、旧英連

邦の人々にとってはオリンピック以上に重要視されている大会であり、

開催国となる名誉は相当なものである。 
 

  
デリー地下鉄の駅。                屋外の野菜売りも禁止されていく。 

 

また、産業の進展という観点からは、輸出入の両面で港の整備も必須

である。ムンバイ港などは設備が古い上に、扱い量が増加していること

もありキャパシティオーバーの状態が続いている。新たな港湾の整備が

重要課題である。 
インド政府としては、今後のインフラ開発は ODA による借款に頼るの

ではなく、民間投資の活用を重視していく方針である。JETRO としても

日本のインフラ開発業者とインドの資産家・有力企業とのマッチングを

図りながら日本企業の進出の足掛かりを探って行きたい。 
ただし、インド中央政府は予算を管理してはいるが、実際の行政は州

政府が仕切っており、多くの実権を握っている。つまり、インドに進出

する企業にとっては中央政府より州政府との折り合いが大事である。例

えば、コルカタのあるウエストベンガル州は共産党の政権が続いており、



 

労働組合が強い伝統がある。コルカタに工場進出した三菱化学では、労

働争議が日常茶飯事であるくらい有名な土地柄であるにもかかわらず労

働争議を一度も起こしていない。これは、日本からの進出時にウエスト

ベンガル州政府とのパイプつくりをしっかりしていたからだとも言われ

ている。 
インドへの進出にあたっては工業用地不足も大きな問題になっている。

例えばデリーの近郊では、近年の都市化により大気の汚染がすすんでい

ることもあり州政府により新たな工場建設は規制されている。デリーか

ら約 130Km 離れて車で 3 時間ほど掛かる Rajasthan 州にようやく工業

用地を見つけることができるが、首都から遠い土地であっても地価は高

騰している。これは、インドの土地にはまとまった大きな土地を持つ所

有者が少なく小さな単位で多くの農民が土地を持つ現状があり、土地取

得交渉が困難であることも一因とされている。 
工業用地を新規開拓するにはアクセスの問題も大きい。空港開発のプ

ロジェクトが国内各地で進んでいるが、従来の場所より郊外の土地へ移

す事で、工業用地の郊外への拡大を狙う側面もあるようだ。しかし、国

際航空アクセスの面で日本は立ち遅れており今後の改善が望まれる。現

状では、シンガポール、タイからの国際便はインド各地へ週 100 便以上

飛んでいる。米国各地からも週 50 便のレベルであるが、これに対して日

本はデリー便のみの週 4 便である。（但し、全日空がムンバイ便を復活さ

せる計画はあるとのこと） 
JETRO としても利便性の高い工業用地の確保が今後の日本企業の進

出にとってのキーとなるものと見ている。工業用地を利便性の高いもの

にするには、その地域へのアクセスの改善等のインフラ整備を進める為

の民間投資の誘致も重要となるであろう。 
 
地方都市にもインフラ整備が進めば、地政学的にも ASEAN と中近東

双方へのゲートウエイとなりうるインドは魅力的な市場であることは間

違いないと考えている。 



 

第Ⅲ章：インドにおける建機メーカの進出状況 

 

3.1 コマツ 

 

3.1.1 基本戦略 

市場環境の変化に呼応した、現地活動の変遷 

コマツのインド市場進出と現地での活動については、本章『3.1.3 現

地進出の歴史』で詳細を後述するとして、ここでは、インドの市場環境

の変化と共に変遷してきたコマツの活動の経緯について、まず簡単に紹

介する。 

コマツのインド進出・活動の推移を一覧にまとめたのが、下表である。 

 

インド市場環境の変化と、コマツのインド進出・活動の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980- 1990-

取引
形態

戦略

市場
環境

2000-1970-60-50- 1980- 1990-

取引
形態

戦略

市場
環境

2000-1970-60-50-

政府商談中心 民間市場拡大 

マイニング市場 

問題点：民間向け販売網脆弱

コンポ
日本からの本体輸出と部品供給 

’64： インド連絡事務所設置(バンガロール) 

’58: 政府系企業(BEML)による販売 ⇒ ’98終了 
販

売 

生

産 

’58: 政府系企業(BEML)での生産 ⇒ ’98終了  ‘98：民間企業(L&T)との合弁工場 (L&Tコマツ) 

‘05： コマツ独資マイニング工場 

コマツインディア設立 (チェンナイ） 

⇒‘07：生産開始(大型建機・鉱山機械) 

(ライセンス生産) 

経済自由化(‘91) 

WTO 加入(’95)

‘05：コマツインディア設立 

（独資生産販売会社） 

‘98：民間企業(L&T)による販売 

(中小型建機) 



 

前ページの表から見てとれるように、コマツのインドにおける活動は、

インドの市場環境の変化を常に捉え、それに対応する形での変遷をたど

っている。 
すなわち、①戦後 1950 年代後半以降：インド政府による国産化計画

推進 ⇒ 政府系企業 Bharat Earth Movers Limited（BEML）との技

術援助契約による国産立上げと政府商談（大口買付）向を中心とする販

売、②経済自由化(1991 年)以降のコマーシャル市場化 ⇒ 民間企業ラ

ーセン・アンド・トゥブロ社(L&T)と合弁で製造販売会社設立(1998 年)、
③2000 年代、特に 2003 年以降マイニング市場急拡大 ⇒ インドマイ

ニング市場本格参入のため、マイニング用機械生産販売会社設立(2005
年)という流れで現在に至る。 
インド市場への進出・現地活動に当たって、特に現地生産活動におけ

るコマツの基本方針は、次の通りである。 
1） インドを建設・鉱山機械の重要市場と捉え、インド国内市場

向についてはインドの工場製品を供給する 
2） コマツブランドの商品は、高い“信頼性、耐久性、生産性”を発

揮するプレミアム・マシンとして、ユーザに提供する 
3） 1）のインド国内生産・国内市場供給のステップを踏まえ、コ

スト競争力がついた段階で、周辺のグレーターアジア向輸出拠

点としての供給も検討 
 

3.1.2 現在の業容（現地拠点組織・規模等） 

（下表データ： 2006 年 7 月 1日現在） 

会社名 
＜略称＞ 

所在地 代表者 事業内容 1)設立 
2)従業員数 

1)資本金 
2) コマツ出

資比率(%) 

面積 
1)敷地 
2)建物 

エルアンドティ

ーコマツ（株） 
＜LTK＞ 
 

バンガロー

ル 
S.Subram-
anian 

中・小型油圧ショ

ベル、油圧機器の

製造・販売 

1) 1998/02/01 

2) 663 名 

1)INR 

1200mil 

2) 50.0% 

1) 272 千㎡ 
2) 55 千㎡ 

コマツインディ

ア（有） 
＜KIPL＞ 

チェンナイ S.Ueno マイニング用ダ

ンプ（60・100
㌧）の製造・販

売・サービス 

1) 2005/12/19 

2) 07/1 生産開

始に伴い増員

中 

1) INR 745mil

2) 100% 

1) 240 千㎡ 
2) 8 千㎡ 
 



 

 
 

 

3.1.3 現地進出の歴史 

コマツのインドにおける建機ビジネスの歴史は、インド政府とのトラ

クタ（ブルドーザ）国産化のための技術援助提携締結(1958 年)にさか

のぼる。以後、今日に至る迄のインド建機ビジネスの約 50 年は、以下

3 つの時代に分けられる。 
 BEML との技術援助提携・国産化推進 ： 1958～1997 年 
 経済自由化による民間市場化と、L&T との合弁設立 ：1998 年～ 
 マイニング市場拡大、マイニング機械現地生産 ： 2007 年～  

 

3.1.3.1 BEML との技術援助提携・国産化推進 (1958～1997 年) 

3.1.3.1.1 戦後復興トラクタ国産化 

インドは第二次世界大戦後に独立する迄英国植民地であったが、植民

地時代英軍によってもたらされ運営されていた種々の製造工場はイン

ド国防省に引き継がれ、民需用として稼動が継続された。こうした設備

には、機械工場も含まれ、車両類や農機具等が生産・出荷されていた。

戦後英国から独立したインドでは、特にトラクタ（ブルドーザ）を多く

必要としていた。これは、当時政府が策定した国土開発 5 ヵ年計画に

基づき、膨大な開発工事が控えていたからである。政府内では、戦前か

ら米国製ブルドーザを使ってきた経緯もあり、引き続き米国製を使いた

いという声も少なくなかった。一方、当時の国防大臣をはじめ、工場  

に、インド政府はトラクタの完成車輸入ではなく、国産化の計画を打ち

コマツインディア（有） 
バンガロール支社

コマツインディア

（有） 

エルアンドティー 
コマツ（株） 



 

出した。こうして、インドと日本や米国等との交渉が始まった。 
古くとも充分機能する既存設備を活用するという、コマツが提案した

内容がインド側に受け入れられ、結果的に、1958 年 9 月、コマツがブ

ルドーザの国産化技術提携契約を結ぶこととなった。 
現地生産化に向けた準備が始まり、インド政府高官来日、工場視察受

入れ、テストサンプル車本体のインド輸出、日本からの技術指導員派

遣等、諸々の手続きが行われた。一方、インドの国土復興開発案件（復

興局、道路開発局、水利開発局等のインド政府機関向。具体的には、

ダンダカレニヤ開発、ラジャスタン砂漠灌漑開発等）向に建機輸出も

始まった。この輸出は、日本政府がインド政府に供与した円借款によ

る経済協力ベースのものである。 
     

              

インド・ラジャスタン砂漠灌漑開発現場で稼動する、 

ブルドーザーとキャリオールスクレバー          

  

3.1.3.1.2 BEML との技術提携 

国産化の準備が進み、1964 年、政府系企業の Bharat Earth Movers 
Limited（以下、BEML)が設立された。BEML は、カルカッタにある

政府直営工場を発祥にバンガロールに新設された企業である。又、コ

マツは同年、同じくバンガロールに駐在員事務所を開設した。前述し

た技術援助契約による生産が 1966 年に同社へ移管され、1967 年、ブ

ルドーザ「D120A」の 1 号機を完成させた。翌年 1968 年には、コマツ

-BEML 間で技術提携締結、「D120A」に加え、新たに「D50」「D80」
２機種のブルドーザの現地生産を本格的に開始した。 

1958 年のインド政府との国産化に向けた技術援助契約に始まり、

1968 年の BEML との技術提携により、ブルドーザの現地生産は 1996
年迄の約 30 年間続いた。又、1982 年からは、平行して油圧ショベル、

ホイールローダ、リジッド式ダンプトラック、モータグレーダ等その

他機械や、ディーゼルエンジンの生産も技術援助により行われた。こ 
れら技術援助による BEML での生産は 1998 年迄継続された。 



 

 

BEML との技術提携による、インド国産 1 号機 

  BEML との技術提携初期は、コマツ側でもこれが最初の技提とい

うことで予期せぬトラブルも多かったが、問題解決のために双方会談

し、以後の対応について討議を重ねることを習慣づけたことで、相互

コミュニケーションを大きく改善することが出来た。 
 

3.1.3.2 経済自由化による民間市場化、民間企業(L&T)との合弁設立 

          (1998 年～) 

  1991 年に発足したインドのラオ政権は、国家主導産業規制政策のひ

ずみで行き詰っていた工業化・経済発展を打開するため、IMF・世銀

へ構造調整融資を要請、これを機に経済安定化政策と自由化を打ち出

した。経済自由化以前のインド経済成長率（年率）は+4%以下を低迷

していたが、自由化以後は+5～6%、更に近年、特にマイニング需要が

急増する 2003 年以降は+7～8%と、一挙に高度成長期に入る。経済成

長・海外投資活性化により、更なる経済成長へとつながることとなる。 
このインド経済自由化を契機に、今後、コマーシャル市場の拡大、

ひいては民間系の建設・土木分野を中心に建機市場が急拡大すること

が見込まれたため、コマツはラーセン・アンド・トゥブロ社(以下、L&T)
との間に、1998 年 2 月、双方出資比率 50：50 にて建機製造合弁会社

「エルアンドティーコマツ（株）」（以下、LTK）を設立した。L&T は、

インド５大財閥の１つで、1938 年にムンバイ（当時のボンベイ）で設

立された。売上の七割がエンジニアリングだが、油圧ショベル生産の

歴史は、1976 年にさかのぼる（1.2.1.3.3 製品別市場の概要：油圧シ

ョベルにて前述）。 
L&T では 1999 年に油圧ショベル「PC200-6」の生産を開始した。

又、合弁パートナーのL&Tは、インドにおけるコマツの代理店として、

同社の販売網を通じ、LTK 製油圧ショベルのみでなく、コマツ輸入製

品についてもマーケティングを行うこととなった。コマツは、これま

での技術提携先であった BEML との契約を解消した。 



 

  L&Tでは 2007年現在、コマツブランド４機種 (0.3～3.2㎥バケット)
を生産している。 

 

 

ＬＴＫ生産第１号機の納入 

 

3.1.3.3 マイニング市場拡大、マイニング機械現地生産 (2007 年～)  

コマツインディア設立 

前述の通り民間市場化と経済発展が加速化しているが、近年は加えて

マイニング機械の需要も大いに期待されている。 
2003 年以降は+10%近い高いレベルでの経済成長が持続したことか

ら、国内電力不足が慢性化・深刻化し、これにより石炭需要が増大して

いる。又、更なる経済発展には、インフラ遅れの対策が急務であること

から、鉄道・道路・港湾等インフラ拡大のための建設増加により鉄鋼需

要も増大し、産業振興のための製鉄所建設も増えてきている。加えて、

世界的なマイニング向需要急増が絡み、これがインドにおけるマイニン

グ市場の急速な拡大につながっている。（一般土木・マイニング向けを

合わせて、年率+20～40%の機械需要拡大と推定） 
そこで、インドのマイニング市場本格参入のため、2005 年 12 月、

チェンナイにダンプトラックを中心とするマイニング用機械の生産・販

売会社「コマツインディア（株）」（以下、 KIPL）を設立した。同社

は、コマツ 100%資本のアジア地域統括現地法人「コマツアジア（有）」

が 100%出資する現地法人として設立された。単独出資にした理由は、

マイニングの市場環境がコンストラクションと大きく異なることによ

る。第一に、お客さまであるマイニング会社が少数であり、かつ迅速な

対応が要求される為に、JV よりも単独会社の方が適していること。第

二に、プロサポの重要性が高く、かつ現場が限定され、メーカ主導によ

る直接サービスへのお客さまのニーズが強いことがあげられる。 
インドのダンプ市場は、輸入規制緩和により輸入関税率引下げの方向

にはあるものの、依然輸入関税が高く、輸入車では現地での価格競争力

が無かった。コマツでは、前述の通り、BEML に対しコンポ供給によ



 

る技術供与を行ってきたが、2004 年にコンポ供給を終了し、ダンプト

ラック完成車市場への進出は殆どなかった。従って、ここ数年のインド

のダンプ市場は、BEML の現地国産車と CAT（現地国産車）の 2 社独

占状態だった。 
コマツが、KIPL をチェンナイに設立した理由は以下の通りである。

①港へのアクセスが良くコンポの輸入にも最適であること、②近郊に機

械メーカも多く産業インフラが整っていること、③雇用環境が良好であ

ること、④インドでのマイニングの主要ユーザである石炭の採掘現場は

北東部に多いが、そこに対する距離が、競合他社と比べてほぼ同等であ

り、距離的なデメリットがないこと、等々である。いずれにしても、総

合的に判断した場合、投資・コスト面でのメリットが大きい。 
KIPL の現地生産は 2007 年 1 月よりスタートした。マイニング用機

械生産工場を保有することにより、マイニング顧客に対するメーカ主導

のプレゼンス強化と収益の確保を目指す。 

 
KIPL 製ダンプ「HD465」 

  

3.1.3.4 その他 ― インド進出/活動での苦労経験談 

BEML との提携・運営に際しての苦労点は 3.1.3.1.2 で若干触れた

が、その後の民間企業との JV 設立運営は比較的スムーズに行った。 
BEML での経験が活き、コマツでは JV パートナーと慎重に議論を

重ね、時間をかけた交渉を通じ理解を深め、契約を行っていくという手

順を踏んだ。又、オペレーション上の問題が発生した時には、お互いの

立場とメリットを見極め、現地側・日本側での対応を分けて対処してき

た。 
JV 運営上経験した最も大きな危機は、2001 年の半年にも及ぶ組合ス

 



 

トライキであった。しかし、これも現地パートナー経営者とコマツ側と

の基本ポリシーを確認した上で、州政府の協力も取りつけ、大幅な生産

性向上と組織の効率化という成果に結びつけることが出来た。その後は、

組合とも話合いによる解決を基本として運営出来ている。 
KIPL 新工場設立に当たっては、用地選定と権利確保迄の過程で、日

本とは異なるインド特有の官僚的対応の仕方と、スピードに悩まされた

ものの、インドでの事業展開としては平均的なものと割り切らざるを得

なかった。 
 

3.1.4 今後の課題と活動の方向性 

 これ迄触れてきたように、インドの建機市場は、近年の著しい高度経

済成長とマイニングの高需要に支えられ、将来的に見て大変高い潜在性

を持つ。又、元来インドが国家・歴史文化的に有する以下のような特性

も、インド市場のオポチュニティとして挙げられる。 
①英語圏であること（ビジネスマネジメントに有利）、 ②豊富な高 
学歴エンジニア、 ③将来性ある労働人口の年齢構成（豊富な若者層）、 
④低労働賃金、 ⑤民主主義体制と法的解決文化（英国植民地であっ

たことから法律・契約文化が根付く）、 ⑥中国と比べて遅いながらも

着実な経済成長 
しかし、1991 年の経済自由化以降貿易・産業に関わる諸々の規制が

緩和されたものの、依然高い関税に加えて複雑な国内税制、労務（組合）

問題、貧困対策、複雑で官僚的な現地進出手続き等、進出・活動拡大に

際しての課題もまだ多い。こうした、インド市場が持つ課題とオポチュ

ニティを踏まえ、特に課題点については常に動きを読み、かつ、改善の

スピードはインドの状況に対し適正なものであるかを念頭に置き、今後

の対応を柔軟に検討することが必要である。 



 

3.2 日立建機 

 

3.2.1 基本戦略 

 日立建機のインド市場における基本戦略の根幹をなすのは、現地合弁会社

Telco Construction Equipment Company Limited(以下 Telcon 社)である。 
 Telcon 社はインド独立以前から続く名門財閥 TATA グループ傘下の TATA 
Motors との合弁会社である。TATA グループはインドにおいて、 大規模のコ

ングロマリットであり、鉄鋼、エネルギー、化学、重工業、ＩＴ、一般消費財、

サービスの 7 つの事業を展開している。民間部門では 大の従業員を擁し、グ

ループ全体の売上規模はインドＧＤＰの 2.9％に上る、220 億ドル（2005 年度）

に達する。 
 合弁相手の TATA Motors は、現在インド 大の商業車メーカーであり、その

中でも中･大型バスの製造に関しては世界第 2 位の規模を誇る。商業車部門にお

けるインド国内シェアは 60%に上り、トップシェアである。世界展開も積極的

に進めており、現在世界 5 カ国に組立工場を擁し、各国へ輸出している。 
 Telcon 社は現在、ジャルカンド州ジャムシェドプル市とカルナータカ州ダル

ワッド市に二つの工場を擁し、それぞれジャムシェドプル工場では 20 トン以上

の油圧ショベル、クローラクレーン、ダンプトラックなど、ダルワッド工場で

は 20 トン以下の油圧ショベル、バックホーローダ、ホイールローダなどを製造

している。Telcon 社は日立建機以外にもスペイン Lebrero 社などと技術提携契

約を結んでおり、製品ラインナップの拡充を進めている。 
 

＜Telcon 社現行生産機種＞ 

油圧ショベル 

サイズ 機種数 技術提携相手 

ミニ ２機種 

 

Telcon 社独自技術 

及び日立建機 

中･小型 ８機種 日立建機 

大型 ４機種 日立建機 

超大型 １機種 日立建機 

 

 

 

 

 



 

その他製品 

製品 機種数 技術提携相手 

バックホーローダ １機種 Telcon 社独自技術 

ホイールローダ １機種 Telcon 社独自技術 

リジッドダンプトラック １機種 日立建機 

クローラクレーン ４機種 Telcon 社独自技術 
及び日立建機 

モーターグレーダ １機種 Telcon 社独自技術 

ロードローラ ２機種 Lebrero 社(スペイン) 

アスファルトプラント ２機種 CESAN 社(トルコ) 
 

上記現地生産製品以外にも、日本などからの輸入完成車の販売･サービス、部

品販売も手がけており、顧客要望にマッチした幅広い製品･サービスの提供を行

っている。 
販売･サービスネットワークに

ついては、インド全土に広がる

Telcon 社直営 28 拠点と 34 の代

理店（115 販売拠点）、Telcon 社

直営の 4 つのサービス修理工場

により構成されており(2006 年

末現在)、インド全土をカバーす

るネットワークを通じてきめ細

かいサービスの提供に努めてい

る。 
日立建機としては、Telcon 社

に対して油圧ショベルやリジッ

ドダンプトラック等の技術提供

と生産支援を行っており、インド

市場に合った製品の導入を順次

進めている。今後も製品品質の向

上に努め、生産(コンポーネント

の供給支援)と品質(グローバル

品質に向けての支援)の両面をサポートしていく。そのために、日本人技術者の



 

ジャムシェドプル工場常駐や定期的な日本人現場技術者による指導を行ってお

り、インド人技術者の日本での研修など相互交流も進めている。 
現在 Telcon 社では、インド国内の急激な建設機械需要の伸びに対応する為、

新たに西ベンガル州カラグプル市に新工場の建設を予定しており、各種検討を

行っている。 
上記を背景に日立建機のインドにおける基本方針は以下のとおりである。 

 
（１）製品ラインナップの拡充 

⇒現地生産と輸入完成車を組み合わせてフルライナーメーカーとして、

ワンストップショッピングを目指す 
 

（２）日立建機グループのグローバル生産拠点として活用 
⇒組立用部品の供給基地として、また将来的にはインド製完成車の輸出

拠点として活用を目指す 
 

 

3.2.2 現在の業容      

（Telcon Annual Report より、06 年 3 月末現在） 
会社名 
＜略称＞ 

Telco Construction Equipment Company Limited 
＜Telcon＞ 

所在地 バンガロール(本社) （カルナータカ州） 
代表者 Ranaveer Sinha 
事業内容 ミニ･中/小型･大型･超大型油圧ショベル、ﾊﾞｯｸﾎｰﾛｰﾀﾞ、

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ、ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ、ﾘｼﾞｯﾄﾞﾀﾞ

ﾝﾌﾟ、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄの製造･販売、輸入完成車(油圧ショベ

ル、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、ﾘｼﾞｯﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟなど)の販売及びそれらに付

随する部品販売･サービス業務 
1)設立 
2)従業員数 

1) 1999 年 (TATA Motors より分離独立) 
2) 1,246 名 (06 年 3 月末現在) 

1)資本金 
2)日立建機出資比率 

1) 10 億ルピー 
2) 40％ 

売上高 2004 年度 ：  93 億 5 千万ルピー 
2005 年度 ： 130 億 5 千万ルピー 

工場所在地 
<敷地面積> 

ジャムシェドプール(ジャルカンド州) <121,000 ㎡>、
ダルワッド(カルナータカ州) <477,500 ㎡> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 現地進出の歴史 

日立建機のインドとの関わりは、1960 年代まで遡る。当時、インドでの取引

は現地代理店であった A.Madhubhai & Co.を通して行われ、スポット案件によ

る引合が大半を占めており、ブルドーザ、機械式ショベル、トラクターなどの

輸出からスタートした。当時はインド政府による国内産業保護の基本方針に基

づき、外資出資比率を制限する外国為替規制法や高関税率による貿易統制など

により、現地進出と輸出の両面で障害が多かった。また、高関税率により日本

からの輸出完成車はローカルメーカー製品と価格面での競争力が低かった。 
A.Madhubhai & Co.との関係は 1983 年まで続き、1983 年以降、完成車輸出

による取引から現地パートナーとの技術提携による現地生産の開始へと大きく

方向転換を行う。 
1980 年代初頭、日立建機は予てから現地生産を企図してインド国内でのパー

トナーを探していた。当初、技術提携先として当時のインド国内有力建機メー

カーと交渉にあたったが、提携条件面での折り合いが合わず、交渉は決裂した。

そうした折、当時の日立製作所インド事務所より技術提携先として TATA 
Motorsの前身であるTATA Engineering and Locomotive Company Limited(以
下 Telco 社)を紹介され、本格的な技術提携交渉を開始した。Telco 社は 1961 年

より米国 Pawling & Harnischfeger(P&H)と技術提携をしており、機械式ショ

ベルやクローラクレーンの生産を行っていたが、P&H との技術提携終了後のパ

ートナーを探していた。 

Delhi

Kolkata

Bangalore本社

Dharwad工場

Jamshedpur工場

Mumbai

Kharagpur新工場

Bangalore

TELCON

Delhi

Kolkata

Bangalore本社

Dharwad工場

Jamshedpur工場

Mumbai

Kharagpur新工場

Bangalore

TELCON



 

交渉にあたっては、当時のインド政府の技術提携における厳しいガイドライ

ンにより、技術提携契約に様々な制限が加えられた。例としては、ロイヤリテ

ィの支払期限は７年間と規定され、イニシャルフィー(図面代)についても、同一

機種に対しては支払は一回限りとされた。ロイヤリティの算出に関しても、現

地での購入品についてはロイヤリティ対象金額から除外されるという、他の国

ではあまり無い制限が加えられた。度重なる交渉の結果、1983 年 10 月、両社

は UH 系油圧ショベル 11 機種、KH 系クローラクレーン 7 機種の技術提携契約

を締結した。 
技術提携契約締結後、1984 年に入り新機種導入に関する Feasibility Study

を開始し、Telco 社の生産技術担当のマネージャーを日本に招き、技術供与の方

法と日立建機からの生産立ち上げ支援に関して一ヶ月に渡り議論を交わした。

日立建機からはその際、「後行程はお客様」という基本コンセプトを伝え、日立

建機独自のエンジニアリングスタンダードの開示を行った。これにより、イン

ドでの現地生産製品の品質を日本製のそれになるべく近づけることを目指した。

1984 年 11 月からは、今度は日本人技術者 6 名(製造･生産技術 4 名、設計 2 名)
が Telco 社のジャムシェドプル工場に派遣され、翌年 3 月まで現地での技術指導

にあたった。現地技術指導にあたっては、当時ミネラルウォータは普及してお

らず、飲料水にも事欠き、食事もインド料理しかない環境下で、体調を崩すも

のも多かった。 
1985 年、生産立ち上げ支援の結果、漸く現地生産が開始した。その後、数回

にわたり技術提携契約を更新、市場ニ

ーズに対応し、EX シリーズの導入、

新機種の追加を行った。 
現地生産が軌道に乗ってからは、相

互の技術者の交流も少なくなってき

たが、日立建機は予てから技術提携契

約だけでは、事業としてのメリットに

限界を感じており、同事業への資本参

加の機会をうかがっていた。Telco 社

に対しても、建設機械部門の分離独立を提案していたが、Telco 社は上場企業と

いうこともあり、同部門の分離による売上の減少を恐れ(連結会計では無かった

ため)、株主に対する説明が難しいことを理由に提案を受け入れなかった。 
Telco 社は 1998 年にカルナータカ州ダルワッドに工場を建設し、20 トン以下

の中･小型油圧ショベル、バックホーローダ、ホイールローダの生産を開始し、

翌 99 年 3 月末には更なる建設機械事業拡大のため、建設機械部門を分離、新会

社 Telco Construction Equipment Company Limited を設立し、当社に対して

Telco 社一号機完成 



 

も資本参加を呼びかけてきた。日立建機はこの機会にインド市場での確固たる

足がかりを築くため、2000 年 1 月、20％出資の合弁契約に調印した。 
2004 年に入り、俄かにインド建設機械市場が活況を呈し始め、日立建機とし

ては更なる事業基盤の強化を目指し、合弁相手である TATA Motors 社(Telco 社

から名称変更)に対し追加出資の申し入れを再三にわたり行った。度重なる交渉

の結果、2005 年 12 月に追加出資に伴う合弁契約の改訂が行われ、持株比率を

現在の 40％に引き上げることになった。 
 

3.2.4 今後の課題と活動の方向性 

 独立後インドの経済開発プロセスは、5 カ年計画に基づく公企業を主体とした

混合経済システムの中、先進諸国からの近代技術の導入による重工業化を推し

進め、国内産業の保護と国内市場の開発を進めていくというものであった。そ

うした経済体制下では、公企業による基幹産業の独占、民間企業に対する生産

許認可制度の導入、輸入ライセンス制や高関税率による貿易統制、外国資本に

対する規制など数多くの規制が生まれた。こうした規制により各種国内産業は

保護され、ある一定の発展を遂げたのも事実であるが、同時に国際競争力の低

下や製造技術力の低下を招いたのもまた事実である。 
1991 年の経済自由化政策以降、インド経済は IT 産業を梃子として急成長を

始め、一躍時代の寵児となったが、知識集約型産業である IT 産業と労働集約型

産業である製造業を単純に比較することは難しい。そうした経済環境の劇的な

変化により、突如として国際競争の渦中に放り込まれたインド製造業が抱える

課題は少なくない。 
 Telcon 社と技術提携を始めて 20 年以上経過するが、過去の経験と実際に直面

した問題を鑑みると、インド建機市場とインド製造業に内在する課題として以

下の内容が挙げられる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
【一般的な課題】 
 
（１） インド国内建機市場の競争激化 
 現在の完成輸入車に対する高関税率を考慮すると、今のところ現地生産によ

る製品の市場導入を進める方が収益の面でも有利であるが、今後も段階的に輸

入関税の引き下げが予想され、世界の主要建機プレーヤーがインド市場に続々

と進出し、競争の激化は更に進むものと予想される。 
 



 

（２）高関税率 
 基本関税、追加関税、相殺関税、教育目的税など輸入品に課せられる複雑な

関税体系により、 終的な関税率は約 37%(完成品)にのぼり、完成車の輸入にと

って大きな足枷となっている。 
 
 
【Telcon 社製造現場の課題】 
 
（３）生産能力に対する課題 
 急激に増大する建設機械需要に対応する為、現有工場の生産設備を効率的に

フルに活用すると共に、新工場設立により更なる生産増強を進めていく。また

同時に部品サプライヤの生産能力向上の為に支援を強化していくことが課題と

なる。 
 
（４）人材確保の問題 
 インドの人口構成は同規模の人口の中国と比べると若年層が非常に厚く、豊

富な労働人口を擁する。一方、製造現場において指導的立場に立つ熟練工の確

保は生産効率の向上や品質向上の為にも必要であり、今後生産規模の拡大に伴

い、課題となっていく。また、優秀なマネジメントクラスの確保も併せて必要

になってくる。 
 
（５）日本からのコンポーネント供給 
 現在、日立建機の海外生産の基本方針として、主要コンポーネントの日本か

らの供給があるが、現地生産を拡大する為には、常に日本からのコンポーネン

ト供給に遅れが出ない様、目を配らなくてはならない。 
 
＜今後の活動の方向性＞ 
 
（１）インド市場にあった製品の導入 
 インド市場における顧客層は一様ではなく、Low-end から High-end まで幅

広いラインナップの充実が必要であり、インド市場に合った新製品の導入を順

次進めていく。 
 
（２） 世界の部品供給基地としての位置付け 
 まだまだ品質面での問題やコスト面での課題もあるが、Telcon 社を世界の部

品供給基地に育て、世界 適地生産の一翼を担う生産拠点を目指す。 



 

3.3. キャタピラー  

 
3.3.1 キャタピラー社にとってのインドとは  

              キャタピラー社は 2006 年 11 月

17 日に、新型バックホーローダの

イ ン ド 工 場 生 産 車 両 の 発 売 開 始

のための発表会を行った。建設機

械業界では世界 No.1 であるキャ

タ ピ ラ ー 社 を も っ て し て も イ ン

ド 市 場 は 本 格 参 入 に 長 い 年 月 が

掛かって来た。このインド工場製  
424B バックホーローダは、 1990 
年代半ばからの長い調査・検討期  
間を経て、現地の組織体制見直し  

の結果漸く 2003 年に投入した旧型が、依然として先行して進出  
していた JCB 社製に対して後塵を拝し続けている現状を打開す

べく満を持して投入されたものであった。  
 キャタピラー社はこれまで、参入障壁のある国々に対しての合  
弁による参入については比較的後発的であった。インドに関して  
もこれまではさほど米国本社からみれば重要視してこなかった  
のが実情である。これに対し、キャタピラー社のアジア統括部門  
はインド市場の重要性を早くから認識し、インド市場に対するコ  
ミットメントを続けてきた。これは、特に 2000 年代にはいって  
からは顕著となり、インドでの陣容拡大を続けてきており、この  
動向が漸く米国本社の BRICs への重点投資に結びつき、インド

合弁事業への積極投資・ 100%資本化に向かう結果となった。こ

の方向性については、現在のアジア地域の生産部門統括責任者の

ラビン副社長（新キャタピラー三菱会長）が 1990 年代半ばにイ

ンドの統括責任者であったこともあり、更に加速してきているの

が実情である。  
 

3.3.2 キャタピラー社のインドでの現状  

 キャタピラー社のインドにおけるシェアの推移は表（ 1）の通

りであり、 2005 年でもいまだ一桁台のシェアであり、依然とし

て市場においてはマイノリティーである。  
 

 

 

 

424B の 発 表 会 風 景  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この状況は、市場において重要な地位を占めているバックホーロ

ーダ市場が、先行して進出した JCB に対し大きく離されている

ことに加え、今後更なる増加が期待できる油圧ショベル市場にお

い て は 日 本 の 競 合 メ ー カ ー 製 品 に 対 し 大 き く 遅 れ を と っ て い る

のが現状である。またリジッドダンプ・ブルドーザ等の本来キャ

タピラー社が得意分野としている範囲においても、インドの現地

企業である BEML 社・ L&T 社といった企業に対してアドバンテ  

ージを持つことが出来ていない状況である。これらの状況下で、 

インドでのキャ  

タピラー社のイン  

ド市場への取り組  

みはまだこれから  

の面が広範囲に渡  

り残っていると言  

える。  

然しながら、イ  

ンド市場に対する  

キャタピラー社の  

取り組みは徐々に  

加速してきており、 

ここ数年でも以下  

のような取り組み  

が行われてきている。                          

①  販売部門の所管をシンガポールから独立させ、インド統括部  

表 （ １ ） イ ン ド 市 場 で の C AT 社 シ ェ ア 推 移 （ C AT 社 調 べ ）  
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表 （ ２ ） 2 0 0 5 年 の メ ー カ 別 シ ェ ア （ C AT 社 調 べ ）  



 

門を設置  

②  現地工場の株式を現地資本から購入し 100%子会社化した  

③  現地製として懸案であったバックホーローダの新型を一早  

く投入した  

これらの施策に加え、日本の新キャタピラー三菱の製造技術の積  

極的導入による製造技術革新、製造品質の向上加速といった製造  

面での取り組み、現地製部品の全世界のキャタピラー社の工場へ  

の拡販といった形でのインドの有効活用の推進も行っている。こ  

れらの施策を通じ、インド市場でのシェア向上を推進している段  

階である。  

 

3.3.3 キャタピラー社のインド進出の歴史  

 キャタピラー社のインド進出はその販売戦略としての「現地で

ナンバー１の販売代理店を選ぶ」という理念の下、まず手始めに

Tractor  India  Limited（ TIL）社との代理店契約を 1944 年に結

ん だ こ と に 始 ま る 。 販 売 網 の 整 備 は 、 そ の 後 Larsen&Toubro
（ L&T）社との代理店契約を追加し、主として北部を TIL 社、南

部を L&T 社が所管する形としてきた。その後、 1963 年に L&T
社 と の 合 弁 に よ り ブ ル ド ー ザ の 足 回 り 部 品 の 生 産 を 主 と し た

Tractor  Engineers  Limited（ TEL）社を設立したが、現地での

販売戦略見直しの中で、現地での車両生産を視野に入れた検討の

結果、L&T 社との代理店契約を 1986 年に解除し、現在の GMMCO
社との代理店契約に切り替え、TEL 社での合弁も解消した。その

後、インド市場は産業用エンジン販売を加え、北部中心の TIL 社

と南部中心の GMMCO 社の二代理店体制となって現在に至って

いる。この二社は、部品供給も含めインド全域に効率的なネット

ワークを形成しており、販売面では堅調である。また、これまで

取 り 組 み が 遅 れ て い た レ ン タ ル 市 場 に つ い て も GMMCO 社 が

2005 年に 初のレンタル拠点を開設し、徐々に拡充している段

階である。  
  

                            ： TIL 社のテリトリー  

                          

                            ： GMMCO 社のテリトリー  

                          

                          

                          

                          

                          

デ ィ ー ラ の テ リ ト リ ー  



 

一方、インドにおける高率関税問題もあり、現地生産の検討を  
1970 年代から開始し、1984 年に CK Bir la グループの Hindustan 
Motors（ HML）社との合弁による現地生産の開始合意に至った。

販売代理店である GMMCO 社はこのグループ企業である。また、

この合弁先は 1971 年の設立であり、キャタピラー社との事業開

始以前には Terex 社との合弁によるリジッドダンプ等の生産を

行っており、 Terex 社との契約が完了した 1985 年以降になり漸

くキャタピラー社製品中心の生産拠点となった。然しながら、コ

ス ト 競 争 力 の 面 か ら 依 然 と し て 現 地 合 弁 ブ ラ ン ド の 旧 型 Terex
製品を継続生産しており、高価格・高付加価値のキャタピラーブ

ランド製品と、旧型の現地ブランドの平行生産・販売を行ってき

ている。  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、2001 年には株式を HML 社から譲り受けマジョリティ

を握り、社名を Caterpi l lar  India  Pr ivate  Ltd.  (CIPL)社と改称

し、インドでの生産面での拡充を図り始めた。現時点では生産拠

点 と し て チ ェ ン ナ イ 郊 外 の シ ル バ ル ー (Thiruval lur)に 車 両 工 場

を 設 置 し 、 バ ッ ク ホ ー ロ ー ダ ・ リ ジ ッ ド ダ ン プ に 加 え ブ ル ド ー

ザ・ホイルローダ等の生産を行っている。また、産業用及び車載

用 エ ン ジ ン の 現 地 化 の た め 、 エ ン ジ ン 製 造 に か か る 合 弁 事 業 を

1988 年にやはり Hindustan 社と開始し、 Hindustan Powerplus  
Ltd.（ HPL）社として製造を行っており、製造工場をバンガロー

ル郊外のホスール（ Hosur）に置いている。この産業用エンジン

に関しても TIL/GMMCO の二社を通じての販売を行ってきた。

これらの合弁企業は、当初 HML 社約 40％・ CAT 社約 40％・市

場公開 20％の状態であったが、 2003 年には HPL 社の運営をキ

ャタピラー社中心に移行し、2003 年には HML 社から株式を買い

取り子会社化を行った。また、 2005 年には更なる現地への梃入

れとして CIPL 社の残る HML 社の所有株式を買い取り、合弁を

解 消 し 車 両 生 産 面 で も キ ャ タ ピ ラ ー 社 の 完 全 子 会 社 に よ る 形 と

1035N： 旧 Terex  773D： CAT 製 品  



 

した。従って、 2006 年現在では、生産面においては車両・エン

ジン共にキャタピラー社の直轄工場となっている。  
 また、これまで遅れを取ってきた市場ニーズに即した製品群の

開発・導入のため、現地市場に即した製品開発を行うために 2002
年に CIPL 社の一部として Thiruval lur にインドデザインセンタ

ーを設立し、その内容を順調に拡大している。 2002 年段階では

約 50 名の設計・開発部門の陣容であったが、2005 年末時点では

約 300 名を抱えるまでになっている。 初に述べたバックホーロ

ーダ 424B の導入はまさしくこの成果であり、今後更に市場に

適な製品群の研究開発を推進していく方向である。  
 

3.3.4 キャタピラー社の今後のインド戦略とは  

 2006 年の実績はまだ集計が完了していないが、2005 年までの

キ ャ タ ピ ラ ー 社 の イ ン ド に お け る シ ェ ア は 依 然 と し て 一 桁 台 で

あり、バックホーローダにおいて JCB の、中型以上において現

地メーカ L&T 社や BEML 社の後塵を拝している。またいち早く

現地での油圧ショベル合弁を推進したり、アジア戦略を加速して

い る 日 本 の 競 合 メ ー カ ー に 比 べ て も そ の プ レ ゼ ン ス は 低 い も の

となっている。この現状を打開すべく種々の施策が行われてきて

おり、またアジア全体の戦略を含め日本の新キャタピラー三菱と

の協業関係を梃子とした製造・販売面での強化を行っている状況

である。  
キャタピラー社としては、インド市場は中国に続く拡大余地の  

大きい「重要市場」として捉えており、米国をはじめとしたキャ  
タピラー社の拠点からの人員配置、新キャタピラー三菱からの更  
なる人的資源の投入推進といったことが想定される。特に現時点  
において未だ現地生産を行っておらず輸入車で対応している中  
型油圧ショベル（主として 20 トンクラス）の現地生産・市場投  
入が喫緊の課題であり、先行する日本の競合メーカーを追撃する  
ためにはこの部分への重点投資が必要になると考えられる。この  
クラスを中心とした油圧ショベルのキャタピラー社の開発は新  
キャタピラー三菱が担っており、この点でも日本からのインドデ  
ザインセンターへの人材派遣や、受け入れも今後の課題と考えら  
れるが、販売面での現地の非常に低価格な製品群に対抗できる製  
品開発に繋がるか否かについては手探りの状態である。このため、 
キャタピラー社として主要なコンポーネントの現地化促進のみ  
ならず、中国での製造拠点の積極的活用や、日本のサプライヤー  
のインド進出支援等を視野に入れた取り組みを行っていくので  
はないかと考えられる。  



 

3.4 クレーンメーカー・市場の現状  
 
3.4.1 モバイルクレーン  
 
3.4.1.1 マーケットに対する基本戦略  
 

対インド輸出は、下記の通り財務省の貿易統計によるとラフテレンク

レーン、オルテレンクレーン、トラッククレーンを合わせて年間数台程

度、また世界統計においても同様であるが、これらの統計にはインド国

産及び中国メーカーの数字は含まれていない。  
これまで述べてきたとおり、好調な経済の下、道路、港湾、発電所等

各種インフラ整備のプロジェクトが多数推進されており、次項に述べる

通り市場の規模、及び今後の期待値からみると、無視できる市場ではな

い。  
 
財務省貿易統計（単位: 台）           世界統計    （単位: 台）  

 
 
 
 
3.4.1.2 マーケット状況（現地メーカーの活動状況）  
 

現在インドでは、年間推定 100～150 台のトラッククレーン・ラフテ

レンクレーンの新車需要がある。また、ピックアンドキャリータイプの

クレーンは年間推定約 3000 台の新車需要がある。これらはいずれも現

地国産メーカーによる供給が推定 95％を占めている。  
主な国産メーカーとしては、TIL（Tractor India LTD）、ECEL（Escort 

Construction Equipment ）、 VOLTAS 、 ACE(Action Construction 

 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 

ｵﾙﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ 

1999 4  

2000  2 

2001 2 2 

2002 1  

2003  1 

2004 2 2 

2005   

2006 5 3 

 
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ ｵﾙﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 

1999 4 1  

2000 1 2  

2001  1  

2002 2 1  

2003  1  

2004 2 2  

2005 2 6  

2006 1 1  

  注)2006 年は 9 月まで 



 

Equipment) が挙げられる。  
TIL は CATERPILLER・GROVE の代理店でもあり、16～40 トン吊

のトラッククレーン、20～75 トン吊のラフテレンクレーンを製造・販売

している。これら製造に必要な一部コンポーネントを GROVE から調達

していると思われる。  
ECEL は 5～15 トン吊のレンジでピックアンドキャリークレーンの製

造・販売を行っている。また、折り曲げ式カーゴクレーンの製造も手が

けているが、FASSI との技術提携が存在する模様である。  
VOLTAS は過去、P&H と技術提携していた時期があり、このときの

技術を元に、現在自社にて 18～45 トン吊のラフテレンクレーンを製造

している。  
ACE は、ECEL と同様ピックアンドキャリータイプ 3～１５トン吊、

タワークレーンの生産、並びに中国・ZOOMLION 社製タワークレーン

の販売代理店権も有している。  
インド国産クレーンは、総じて価格が安く、クレーンの輸入関税 12.5%

も加味すると、日欧米系メーカーがインド国産メーカーも製造販売して

いるクラスの完成車を輸出するのは非常にハードルが高いことを認識せ

ざるをえない。  
 

 
デリーの道路工事現場でのピックアンドキャリータイプクレーン（ＡＣＥ製）



 

3.4.1.3 今後の課題と活動の方向性  
 

前項で述べた通り、インド国産メーカーが 95％の市場を占有している

中小型クラス（5～45 トン吊クラス）への参入は、一朝一夕には適わぬ、

非常に難易度の高い事業となる。  
インド製、中国製との価格競争に巻き込まれないために、品質、性能

の差別化、更に国産メーカーが製造・販売していない大型クラス（100
トン超吊）の需要に対し、どこまで応じていけるかが鍵を握ると思われ

る。  
海外のゼネコン・事業会社がインド国内で手がけるプロジェクト工事

での大型クレーンの稼動機会を最大限に捉え、海外メーカー製クレーン

の高パフォーマンス・高生産性を市場に認知させていく作業を地道に進

めていくことが、時間はかかるが確実な方法である。  
引き合いを出してくるインドの業者はすぐに独占販売権を要求して

くる傾向にあるが、目先の商談に目を奪われると、自ら首を絞めてしま

うことになる。ビジネスチャンスは大きいが、いきなり飛び付くのは危

険で、時間が掛かっても、総合商社の力を借りて ODA 関連の入札に参

加し先ず完成車を輸出、アフターサービスの拠点を作り、更に販売代理

店設置へ進み、インドのユーザー及びインド人をよく理解してから次の

ステップ、即ち TELCON 社が 75～100 トン吊のクローラクレーンを現

地生産しているように、生産拠点の設立へ進むことが望ましいと考える。 
尚、道路走行規制やクレーン作業の安全基準など各種規制・基準を調

査し対応すること、及びキャッチオール規制に抵触しないよう客先、使

用目的等を十分に調査・確認することが必要である。  
 



 

3.4.2 クローラクレーン 

 
3.4.2.1 マーケットに対する基本戦略  
 中国 Fushun Excavator Corp が、インド資本の ABG Cranes と組ん

で中国製の安価な油圧式クレーンを導入してきているが、中国メーカー

はアフターサービスの概念が薄く、いわゆる「安かろう悪かろう」の売

り方になっている。これに対し、日本製は高価格ながらも高品質かつ万

全のアフター体制を整えることでユーザ評価を高める戦略でプレミアム

機として市場導入を図っている。 

 
 
3.4.2.2 マーケット状況（現地メーカーの活動状況）  
 日本及び中国メーカーによる油圧式クレーンと TELCON による現地

生産の機械式クレーンで市場を分け合っている。市場は近年急拡大して

いるが、需要の増加に供給がついてゆけず納期が長期化している。従来

は受注後 3－4 ヶ月の納期であったものが、このところ平均１年超にな

っているのが現状である。2006 年度の出荷ベースの台数は 30 台弱に止

まるものと見られるが、受注ベースでは 100 台規模になっている。  
近年の需要拡大は、従来海外工事向けに中古車のレンタルで主に中東

へ持ち出していた Hire 会社 Sanghvi 社等が、国内のインフラ整備事業

の増加により国内市場で使うようになってきたことも一因である。  
潜在需要としての市場規模は今後 3 年間も年率 30－35％の伸びを見

せるとの見方が強いが、生産能力の増強が追いつかず、納期の更なる長

期化も懸念されている。世界的に見るとクローラクレーンの市場は、中

国が年間 500 台、日本が 300 台あり、インドもそれに続く市場として年

間 200 台規模のマーケットへ成長することが期待されている。  
 
 
3.4.2.3 今後の課題と活動の方向性  
 高品質とアフター体制で評価を高める一方で、市場へ供給できる機械

の玉不足で納期が長期化している現状が、シェア拡大への障害となって

いる一面もあり、油圧式クレーンの現地生産化の検討を含めたタイムリ

ーな供給体制の整備が課題である。また、中国メーカー系代理店より商

品レンジも広くユーザ層も広い現地代理店と日系商社のネットワークの

強さを生かした販売力の更なる強化が重要となるであろう。 

 
 



 

3.5 道路機械メーカー・市場の現状 

 
3.5.1 外部環境 

 

① 経済成長と道路整備に関する予見 

インドの経済成長は中国の約 10 年遅れといわれる。道路関連機械に関

して National Highway Development Project (NHDP)によりインフラ

投資が拡大し年々需要増の傾向にある。それに伴い元来既存道路のメン

テナンス、改良目的で使用される小型機が需要の中心であった機械の大

型化の動きが進んでいる。 
1998 年頃よりインド政府も道路整備に注力してきているが、中国に比

べれば、中央政府の注力度合いはまだ弱いといわれる。翻って、政府の

力が入ってくれば道路整備は急激に伸びてくるとの予想できる。 
近年の中国市場での道路関連機械需要の推移を見ると、やはり高速道路

新設工事動向が需要動向を左右すると考えられる。 
 

② 関税障壁 

他建機と同様、国内生産保護の目的で輸入税等高関税の障壁がある。 

AFTA 締結で域内貿易だと基本関税がゼロ(2011 年迄段階的)となり、 
関税額合計は、 21.3922％ となる。 
製品別で見ると、転圧機は全サイズ、Paver では国産メーカーが対応で

きない舗装幅 7.5ｍ～9ｍの大型械は無税になっており、現地メーカー

が市場の主流である舗装幅 7ｍ以下の機械は約 37％の関税がかかる。 

 

3.5.2 製品別市場概況 

 

3.5.2.1 Paver 

① 市場規模 

  ショベル他建設機械の規模に比較して、Paver の市場規模は極端に小

さい。年によってその需要台数は増減するが、年約 180 台未満の総需

要で、内、80-90%は地場のメーカーが生産するホイール式機械式小型

機である。海外メーカーからの技術提携をベースに育った現地メーカ

ー勢と輸入機が市場を構成する。Majority は現地メーカー勢で規模は

年間 150 台程度と想定される。仕様的には機械式駆動の機械である。

他に油圧式の機械があるがその規模は 30 台程度であり、海外メーカー

からの輸入機が中心である。即ち、ホイール式―機械式―中小型―国

産メーカーが Low End 市場で 80％を占め、残りをクローラ式―油圧



 

式―大型機―輸入機が新設高速道路を中心とした High End 市場を形

成している。 

 

  ② 使われ方 

輸入機の仕様はクローラ機がメインとみられる。舗装幅は 9ｍ以下 

がほとんどである。日本や中国のように当初大きい舗装幅が主流で、

その後舗装幅が縮小化された経緯はないようだ。 

施工速度、施工厚の観点からも施工条件はほとんど日本と同様の 

稼動用件と考えられる。 

 

③  競合状況 

ホイール式機械式国産機メーカーは数社あるが、その中でも 30 年超の

歴史がある地場メーカーGujarat Apollo 社が 80％の国産機市場を独占

する最大メーカーである。 

輸入機としては欧州勢に加え米国勢も進出を画策している。先を見越

した先陣争いであるが、輸入機のトップシェアは中国同様にドイツ勢 2
社の競合になっている。市場拡大前の 2004 年の実績であるが、ブラン

ド別市場占有率は以下の通りである。 

     

    Gujarat Apollo（国産）    80 台  (70%) 
    Vogele（輸入）         8 台   (7%) 
    Ingersoll-Rand（輸入）       2 台   (2%) 
    その他（国産）       21 台  (21%) 
    合計            115 台 

         

3.5.2.2 転圧機 

①  市場規模 
「インフラ整備の現状と展望」(1.1.1参照)で紹介した NHDP の概要に

ある通り、向こう 2～3 年は転圧機械の需要増は続くと見込まれる。  
道路締固め機械 2004 年の年間需要では、年間 1,100 台強のマーケット

である。 
    舗装振動     420 台 
    土工振動     410 台 
    タイヤ       35 台 
    マカダム     250 台 

       合計           1,100 台 
 



 

直近 5 年間、振動ローラー、スタティックローラーヘの需要が急激に

増大し、48%程度の売上増が起きている。油圧ショベルやアスファル

トフィニッシャーの需要を生んだ NHDP スキームに加え都市部･地方

部の両方で道路拡張工事の増加によってローラー等転圧用機械の需要

が伸びている。 
 

② 機種別動向 
    歩行ローラーは2002年に2台販売されただけで全く売れていないに等

しい。 
    タンデムローラーはアスファルト道路の普及に伴い、転圧機械全体の

中でも 38%に上る需要を持つマーケットとなっている。 
    インドにおける最も重要なレンジは基礎固めと表層面の両方に転圧で

きる 8～10 トンクラスである。 
    これらのクラスの機種は全体の 4 分の 3 の台数を占め、価格は 2 百万

～2.4 百万ルピーである。 
一方、細い小道や道路の舗装に用いられる 4 トン以下のタンデムロー

ラーの需要も増してきており、2004 年にはタンデムローラー総需要の

内 18%を占めるほどになった。（2000 年当時は 5%）尚、このクラスは

Ingersoll Rand の 2.5 トン、Greaves BOMAG の 2.7 トン、L&TCASE
の 3 トンなどがリーディングモデルとなっている。 

    地盤への転圧用自走式ローラーは土木工事のみに利用され、転圧機全

体の 36%を占めている、このモデルの最も重要なレンジはインド製の

9.5～11.5 トンであり、メーカーとしては Ingersoll Rand、Greaves 
BOMAG、L&T CASE、ESCORTS となる、価格は 2 百万～2.5 百万

ルピーで特に空港建設、道路建設、建設現場への仮の道路建設等に需

要が有る。 

     
  バンガロール市内の道路工事現場で稼動していた Ingersoll Rand の振動ローラー 



 

③ 競合状況 
各社市場占有率は以下の通りである。現地生産機が 
Ingersoll Rand     31% 

  L＆T Case         16% 
  Greaves Bomag    16% 
    Escort Hamm      11%  

その他（Local）   22% 以上は現地生産 
  Dynapac       1% 
  Telcon Lebrero      2% 
  Cat         1% 以上は輸入販売 

 合計        100% 
 
現在インド道路市場での主要メーカー概況は以下の通り。 
 

    ⅰ) 海外単独資本 
     <Ingersoll-Rand> 

幅広いレンジを扱う振動ローラーの最大メーカーで、1992 年に 10
ﾄﾝ振動ローラーを製造開始する、2003 年から 11～15 トンクラスを

追加し、更に 2004 年 3 月には 8 トンの高性能タンデムローラーを

投入しインドメーカーとの価格競争を避け、11 トン以上の振動ロー

ラー及び高性能化を進めている。 
代表道路機械は、 
ISD100 土工用 10 ﾄﾝ ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ振動ローラー 2.0 百万ルピー 
IDD70  舗装用 8 ﾄﾝ  ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ振動ローラー  2.4 百万ルピー 
エンジン（インドカミンズ社）を初め原材料を殆どを現地調達化し、

低格化に成功している、販売価格はユーザー価格、同種輸入機に比

べ Rs.1.5 百万の価格差がある。 
 

    ⅱ) 合弁会社 
     <L＆T Case>（Case と L&T との合弁会社） 

       2003 年に 46 馬力のマヒンドラ製ディーゼルエンジンを搭載した

Moderl450 の生産工場を設立。 
     <Greaves BOMAG>（Bomag と Greaves Cotton の合弁会社） 
     1989 年から技術提携により 10 トンのタンデムローラーを製造。 
  
    ⅲ) 現地資本 

<Escorts Construction Equipment Ltd.>    



 

通称 ECEL、10 トンの自走式ローラーを年間 60 台から 110 台程度

製造、Dynapac との技術提携で 1,000 台弱を製造したが、1994 年に

提携中止、2001 年にドイツの HAMM 社との技術提携で 9 トンクラ

スのローラーを投入し 2004 年 9 月から 12 トンモデルの製造を開始

した。 
 
 

3.5.3 市場対応に関する基本戦略 

 
大型 Paver を除いて、高関税で保護された現地生産機に輸入機で対抗する

ことは経済的に不可能である。また、現地地場メーカーが供給する Low 
End セグメントとの競合もまた、ビジネス成立の要件を満たさない。 
上述した市場特性を踏まえ、以下のとおり、道路機械市場で考えられる  

戦略の方向性を示唆したい。 
 

① 現地生産 
中国に続いて将来の成長性を見据えて現地生産による High End セグ

メントを狙う方策が新車市場対応における基本線と考える。 
転圧機を中心に道路機械の圧倒的シェアを持つ Ingersoll Rand 社は、

エンジンを含め主要部品は現地調達で対応している。 
 

② 販売会社（現地メーカーとの販売パートナー契約を含む） 
Paver でいうと舗装幅 7.5ｍ以上の大型機（関税なし）また、転圧機で

は 10 トン以上の締め固め機械は未だ輸入が主流となっており、こうし

たセグメント限定で完成車輸出の可能性を探ることも一案である。現地

生産立ち上げ前に販路を確保するという側面もあろう。 
 

③ 中古機対応 
これまで他国において油圧ショベル等の新車市場の形成の取掛かりが

中古機販売による知名度向上であったと同様に、日本他インド国外市場

で発生する中古機を中心にした方策も考えられよう。安価で仕様要求に

あう機械がコンスタントに供給できることが条件になる。 



終章：総括 

 

 

今回の調査では、まず、インドのインフラ整備状況から投資規制など

の法制度上の問題点やその他税制・労務等ビジネス上の諸問題までを概

観し、我が国建設機械産業のインド進出における課題を探った。その結

果、インドという国は、様々な問題は抱えながらも大きなポテンシャル

を持っており今後発展する方向へ進んでいることは間違いなく、建設機

械産業にとっても将来性のある市場であることが確認できた。 

 

また、今回の現地調査の過程でインド産業連盟(CII)よりインド側の視

点に立った建機市場の状況レポートを入手できたことで、日本側からの

一方的な視点に偏った見方ではないインド市場の実情を知ることが出来

たのは有意義なことであった。 
 
さらには、現地で活動する建機メーカーの進出状況報告として、既に

インドで現地生産工場を持ち、生産・販売活動を展開しているメーカー

であるコマツ、日立建機、キャタピラー社の基本戦略、展開の歴史、今

後の活動の方向性をレポートすることが、今後展開を検討している建機

メーカーへのひとつの指針となるものと考える。また、今後現地生産も

視野に入れた大きな展開が見込まれるクレーン及び道路機械マーケット

については、現地メーカーの現状を分析することでこれからの活動の方

向性を検討することができた。 
 
以上のように、本報告書はインドの最新の状況を広範にわたってレポ

ートすることができたが、インドの建機市場は、現在も拡大を続け日々

大きく変化していくものと思われる。本報告書の活用にあたっては、常

に各位において最新情報を加味して活用されたい。 
 
これらの報告内容が、我が国建設機械産業の今後のインド進出にあた

っての一助となり、ひいては我が国機械産業全体にとっても役立つもの

となることを期待している。 
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