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［要約］ 

 我が国建設機械産業がインドへ進出するにあたって必要とされる情報として、インドの

インフラ整備状況、建機マーケットの状況、そして投資規制等法制上の問題点やその他税

制・労務等ビジネス上の諸問題を概観し、また現地からの情報としてはインド産業連盟を

通じてインドの業界が自らをどのように分析しているかを把握した。さらには、既に進出

している建機メーカーの歴史や現況から今後進出にあたって直面するであろう課題を探っ

た。 

 

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 

この章では、インドのインフラ整備と建機市場の現状及び展望、さらにはそれらを踏ま

えての投資対象としてのインドの法制上の問題点等を探った。 

 

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。 

道路は、インドの貨物輸送の 70％、旅客輸送の 85％を担っており、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が、

建設・整備の遅れが指摘されている。近年は主要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を見せるな



  

ど一定の改善が見られるようになってきた。 

鉄道は、今後も貨物輸送の飛躍的な増加は見込めないのが現状ではあるが、近年は高規

格の貨物鉄道を整備する案件が日本の ODA 案件として検討されている。 

港湾は、主要港で能力以上の操業が続いており、2014 年までに 135 億ドルの投資ニーズ

が見込まれ、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が進

められる見通しである。 

空港は、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

加傾向にある中で、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も民間主導の合弁企業で進められている。 

電力は、絶対的な供給量不足の状況下で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）の参入も増えている。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。 

 

また、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も紹介する。尚、

ここでは、インド建機市場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。 

一般土木建設分野では、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。 

マイニング分野では、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 年以降前年比約プラス 40%超と、需要が大きく伸びて

いる。 

製品別建機市場の概要としては主な 4 製品につき特長を紹介する。 

クローラ式油圧ショベルは、特に 18～22 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。 

バックホーローダは、1991 年の経済自由化を端に発し、1990 年代後半には市場規模は

2000 台に到達、需要の増加は更に続き、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。 

ダンプトラックは、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、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である。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。 

ホイールローダは、需要が年間 1 千台を超えたものの、同じ BRICs 地域で世界最大のホ

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。 

 

インドの投資規制等進出関連法規制の現状と将来性についても、この章で検討する。 

インド政府は、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）

に変更され原則自動認可されるようになった。 

インド投資における将来性を考えるとき、インド最大の魅力となるのは急激な経済成長

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最大規模の巨大市場となることは

間違いないだろう。 

しかしながら、インド投資における課題としては、先に挙げたインフラ整備のほか、労

務管理、税制問題が考えられる。インドでは労働法が雇用者側に厳しく、いくつかの日系

企業が過去経験しているような大規模な労働争議につながる可能性さえある。そして、州

毎に税務手続が異なり、税率や課税対象品目までまちまちで複雑な税制への対応も難しい。 

 

第Ⅱ章：インド市場現地調査報告  

 この章では、インド現地で、ＣＩＩバンガロール及びＪＥＴＲＯニューデリーセンター

におけるヒアリングを基に、インドにおける建設機械市場の現状と方向性を現地サイドか

らの声としてレポートする。 

CII Karnataka State Office Head の Sandhya Satwadi 氏からのヒアリングによる下記

のインド建設機械産業(Infrastructure Equipment Industry)の現状と見通しについては、

昨年 12 月にコンサルタント会社 KPMG を使ってまとめた調査報告を基にしたものである。 

建機業界の規模は 2004 年で約 19 億 5000 万ドルと推定され、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に始まったが、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、材料加工機械、トンネル・掘削機械のようなあらゆる大型

機械の分野に拡大するまでに成長した。 

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が

あることである。インドの建機業界はなお生まれたばかりの段階で、中国のような他の開

発途上国よりもはるかに規模は小さい。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、今後の業界は高い成長をすると予想される。 

しかしながら業界の振興を図る強力な業界組織がないことは、大きな弱みのひとつであ

る。機械の操作やメンテナンスにかかわる熟練工を育ててきていないことも、早急に取り

組まないと今後障害のひとつとなる可能性がある。自動車業界とは異なり、インドの建機

業界は成長を支える強力な下請け業者層をもたない。国内技術開発を強力に推し進めなか

ったことも、今後対処すべき大きな問題である。 

世界的傾向に沿って、建設機械のレンタルとリースがインドでも大きな伸びが期待され

る。レンタルは 2010 年には年間売上 7 億ドルとなる可能性があり、リースは現在の 5%か

ら約 15％に増えると期待される。ただし、これらの業務が伸びるためには、現在の税制上

の取り扱いの曖昧さを払底しなくてはならない。 

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、インドの建設機械業界は強力な業界団体をもっていなくては

ならない。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。 

  

 JETRO ニューデリー･センターの野口所長との面談では、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。また、インド政府は今

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 としては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。 

 

第Ⅲ章：インド進出建機メーカの進出状況 

この章では、既にインドでの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。また、現地生産も視野に入れた今後の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も、現状を分析し今後の活動の方向性を検討する。 

コマツでは、インド市場への進出・現地活動に当たっての基本方針は、次の通りである。

まず、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。次に、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。そして、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する。 

今日に至る迄のコマツ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。1958～1997 年、BEML との技術援助提携・国産化推進。1998 年～ 経済自由化による

民間市場化と、L&T との合弁設立。2007 年～ マイニング市場拡大によるマイニング機械

現地生産開始。 

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。今後の方向性として、こうした課

題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、対応を柔軟に検討することが必要である。 

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、最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。 

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。 

 今後の方向性として、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。 

キャタピラー社は、世界 No.1 の建機メーカーでありながらもインド市場への本格参入

には長い年月が掛かった。これまでは米国本社からみれば重要視してこなかったのが実情

であるが、現地工場を 100％子会社化し、バックホーローダで先行して進出していた JCB

社に対して後塵を拝し続けている現状を打破すべく 2006年 11月に新型インド生産車両を



  

発表した。日本の新キャタピラー三菱の製造技術の積極導入により、現在はまだ現地生産

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の現地生産・市場投入が喫緊の課

題である。 

クレーン市場は、モバイルクレーンとクローラクレーンに市場が分かれている。 

モバイルクレーンは、インドの現地国産メーカーによる安価なピックアンドキャリータ

イプのクレーンが推定年間 3000 台の新車需要があり、モバイルクレーンの 95％を占めて

いる。価格競争に巻き込まれないためにも、品質、性能の差別化、そして国産メーカーが

製造・販売していない大型クラスへの対応が鍵を握る。 

クローラクレーン市場では、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導入を図っているが、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、

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。 

道路機械市場は、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。高速道路の新

設工事動向が需要動向を左右すると考えられる。 

今後の方向性として、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。大型機等で関税がなく輸入機が主流と

なっているセグメント限定では完成車輸出の可能性を探ることも一案である。現地生産の

立ち上げ前に販路を確保するという側面もあろう。 
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