
１．半導体・ディスプレイ生産振興に関するインセンティブの導入 

インド政府は、昨年 12 月 21 日に半導体・ディスプレイ生産振興に関する総額 7600 億ルピ

ー（約 1 兆 1,400 億円）規模のインセンティブスキームを新たに通知し、2022 年１月１日から

申請受付を開始しておりますので、お知らせいたします。 

本インセンティブは、インドのエレクトロニクス産業を振興し、インドに半導体・ディスプレイの生

産ハブを構築することを目的にインセンティブを与えるものです。 

支援対象分野および主な内容は以下のとおりです。 

 

インベストインディア・ジャパンプラスでは本件のご活用に関するご相談を受け付けております

ので、ご関心がお有りでしたら末尾のお問い合わせ先までお願いいたします。 

 

 

対象分野 補助内容 実施期間 承認予定（支援目標）企業数 申請期間 

①半導体製造 

プロジェクトコストの最大

50%を補助（ノードサイズ

による） 

原則 6 年

間 

半導体製造拠点を最低 2 件承認

予定。 

2022/1/1 か

ら 45 日間 

②ディスプレイ製造 

プロジェクトコストの最大

50%を補助（最大 1200

億ルピー） 

原則 6 年

間 

ディスプレイ製造拠点を 2 件まで

承認予定。 

2022/1/1 か

ら 45 日間 

③化合物半導体 、シリコン

フォトニクス、センサーおよ

び半導体パッケージング

（ATMP/OSAT）  

設備投資の 30%を補助 3 年間 

化合物半導体および半導体パッケ

ージング工場が少なくとも 15 件以

上設立されることを期待。 

2022/1/1 開

始（実施期

間中受付） 

④半導体設計 

・対象経費に対して最大

50%補助（製品設計連動

インセンティブ） 

・半導体設計の売上に

対して 4%‐6%の奨励金

供与（デプロイメント連動

インセンティブ） 

5 年間 

集積回路(IC)、チップセット、システ

ムオンチップ(SoCs)、IP コア等の

半導体設計につき国内 100 社を

支援し、今後 5 年間で 150 億ルピ

ー以上の売上高を達成できる 20

社以上の育成支援（※インド企業

を対象）。 

2022/1/1 開

始（実施期

間中受付） 



■通知・ガイドライン 

①半導体製造 

・通知 

Notification Scheme for setting up Semiconductor Fabs in India.pdf (meity.gov.in) 

・ガイドライン（申請フォーマットあり） 

Guidelines for Scheme for setting up of Semicondcutor Fabs in India_0.pdf 

(meity.gov.in) 

②ディスプレイ製造 

・通知 

Notification for Scheme for setting up Display Fabs in India.pdf (meity.gov.in) 

・ガイドライン（申請フォーマットあり） 

Guidelines for Scheme for setting up of Display Fabs in India_0.pdf (meity.gov.in) 

③化合物半導体 、シリコンフォトニクス、センサーおよび半導体パッケージング

（ATMP/OSAT） 

・通知 

Notifications Compound Semiconductor ATMP Scheme.pdf (meity.gov.in) 

・ガイドライン（申請フォーマットあり） 

Guidelines for Scheme for setting up of Compound Semiconductors and ATMP 

facilties in India.pdf (meity.gov.in) 

④半導体設計 

・通知 

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Notification%20Scheme%20for%20setting%20up%20Semiconductor%20Fabs%20in%20India.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20of%20Semicondcutor%20Fabs%20in%20India_0.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20of%20Semicondcutor%20Fabs%20in%20India_0.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Notification%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20Display%20Fabs%20in%20India.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20of%20Display%20Fabs%20in%20India_0.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Notifications%20Compound%20Semiconductor%20ATMP%20Scheme.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20of%20Compound%20Semiconductors%20and%20ATMP%20facilties%20in%20India.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Scheme%20for%20setting%20up%20of%20Compound%20Semiconductors%20and%20ATMP%20facilties%20in%20India.pdf


Notification DLI Scheme.pdf (meity.gov.in) 

・ガイドライン（申請フォーマットあり） 

Guidelines for Design Linked Incentive (DLI) Scheme.pdf (meity.gov.in) 

 

■インド電子情報技術省ウェブサイト 

Semiconductors and Display Fab Ecosystem | Ministry of Electronics and 

Information Technology, Government of India (meity.gov.in) 

 

２．自動車 PLI に関する FAQ 第二弾の公表 

自動車・同部品に関する PLI（生産連動型インセンティブ）は昨年 11 月 9 日付けの通知によ

り申請が開始されており、 締め切りは 2022 年 1 月 9 日中となっています。 

同 PLI は、2022 年度から 5 年間適用され、投資と売り上げの双方で一定の水準を満たすこ

とにより、基準年（2019 年度）比の売り上げ増分に対して一定割合を掛けた額のインセンティ

ブが付与されます。  

同 PLI は、「完成車」は、EV については、二輪、三輪、四輪、バス、農業用トラクター、FCV

（燃料電池自動車）については四輪、バスが対象となっており、「自動車部品」は「先端技術を

用いたもの」が対象となっており、FCV、EV、安全装置、コネクテッドカー、環境/排気等の技術

が対象となっており、ガソリン／CNG／LNG／バイオ燃料車の部品も含む幅広いリストとなっ

ています。 

この度、同 PLI に関する申請者からの基本的な質問・回答をまとめた FAQ の第二弾が公表

されましたので、第一弾とともに改めてご確認頂ければ幸いです。 

インベストインディア・ジャパンプラスでは本件を含む PLI のご活用に関するご相談を受け付け

ておりますので、ご関心がお有りでしたら末尾のお問い合わせ先までお願いいたします。 

■FAQ 

・第一弾 

https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Notification%20DLI%20Scheme.pdf
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Guidelines%20for%20Design%20Linked%20Incentive%20%28DLI%29%20Scheme.pdf
https://www.meity.gov.in/esdm/Semiconductors-and-Display-Fab-Ecosystem
https://www.meity.gov.in/esdm/Semiconductors-and-Display-Fab-Ecosystem


Microsoft Word - Frequently Asked Questions (FAQs) on PLI Sheme for Automobile 

and Auto component (pliauto.in) 

・第二弾 

2021-12-22_FAQII.PDF (pliauto.in) 

 

【ご参考】 

■通知（申請フォーマットひな形、対象品目リストを含む）： Application Form and List of 

AAT Products.pdf (heavyindustries.gov.in) 

■官報：PLI Auto Scheme.pdf (dhi.nic.in)  

■自動車・同部品 PLI の概要（インベストインディア）： 

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ind/2021/topics/2110AutoPLIScheme_InvestIndi

a.pdf 

 

【お問合せ】 インベストインディア・ジャパンプラス 鈴木（E-mail: 

Junichiro_Suzuki@jetro.go.jp） 

  

https://pliauto.in/docs/guidelines/2021-10-08%20FAQs%20PLI%20Auto.pdf
https://pliauto.in/docs/guidelines/2021-10-08%20FAQs%20PLI%20Auto.pdf
https://pliauto.in/docs/guidelines/2021-12-22_FAQII.PDF
https://heavyindustries.gov.in/writereaddata/UploadFile/Application%20Form%20and%20List%20of%20AAT%20Products.pdf
https://heavyindustries.gov.in/writereaddata/UploadFile/Application%20Form%20and%20List%20of%20AAT%20Products.pdf
https://dhi.nic.in/writereaddata/UploadFile/PLI%20Auto%20Scheme.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ind/2021/topics/2110AutoPLIScheme_InvestIndia.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ind/2021/topics/2110AutoPLIScheme_InvestIndia.pdf

