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Strong Complementary Team 最強のチーム
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Realize the Huge Untapped Bilateral Potential
by combining

the abundant “long term & low cost capital” and  the 
“environment friendly & safe technology” of Japan

with
the growth potential and global prowess of India.

日本の長期的かつ低コストの資金と環境に配慮した安全な技術
を

インドの成長市場とグローバルな人材
に繋げて

二国間の未開拓の可能性を実現して行く。



Introduction to IJIP  Leadership
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Yasuyo Yamazaki 
Chairman, IJIP

Mr. Yamazaki is the Chairman of IJIP. He has been President & CEO of
Kuni Umi Asset Management, a mega solar operator and renewable
energy company in Japan.

He is the former CEO of the Goldman Sachs Asset Management
(1994-2002). As a pioneering leader in the asset management
industry in Japan, he founded GSAM in Japan and within 2 years,
GSAM became one of the largest foreign asset managers in Japan. He
has won numerous awards in the area of asset management (Nikkei
Advertisement Grand Prix (2003) and has published “Investment
Trust Management” in Japan.

Prior to GSAM, he was Head of Daiwa Securities, responsible for
marketing various products including swaps, derivatives, securitized
products, mutual funds, and mortgage-backed securities. He
launched the first Japanese mutual fund invested in mortgage-
backed securities (won the Nikkei Finance Daily’s Best Commodity
Prize for 1991) and the Japan Equity Fund listed on the New York
Stock Exchange.
He has authored over fifteen books in economy, finance,
development and his recent book illustrates the impending crisis of
the Japanese public finances and proposes set of solutions.

He holds an MBA from the University of Los Angeles.

Sanjeev Sinha, President, IJIP
A pioneer and leader in India-Japan cross-border investment and business
advisory with 20 years of experience in the field.

Formerly, Chief Representative in Japan for TATA Asset Management (raised up to 1 billion USD AUM
from Japan), TATA Realty and Infrastructure and GMR Urban Infra; Goldman Sachs; Director PwC Japan;
Advisor, Gujarat Venture Finance Limited; Director, UBS, New Business Group; AGM, Mizuho Securities;
Gentech and Godrej. Presidential Advisor Japan Advanced Institute of Science and Technology;
Founding President, TiE Tokyo; Advisor to the Mayor of Nagareyama City; Governor – Banking and
Finance, Indian Chamber of Commerce and Industry, Japan.

Author of four books in Japanese “Amazing India” by Shincho「すごいインド」(新潮新書)
www.amazon.co.jp/dp/4106105853 , “India-Japan: The Most Powerful Combination” by Kodansha「
インドと日本は最強コンビ」(講談社+α新書) www.amazon.co.jp/dp/4062729229 , “Amazing India
Business” by Nikkei「 す ご い イ ン ド ビ ジ ネ ス 」 ( 日 経 プ レ ミ ア シ リ ー ズ )
www.amazon.co.jp/dp/4532263158 and “Indian Way of Karma and Jugaad” by Shuwa「最強のビジ
ネスは「インド式」に学べ!」 www.amazon.co.jp/dp/4798047414 .endorsed and promoted by
former Prime Minister, incumbent Cabinet Ministers of Welfare and Infrastructure, top CEOs and
Investors, diplomats and academicians (www.SanjeevSinha.com). Columnist on Nikkei Newspaper and
Asahi Newspaper; Frequent commentator on Japanese national TV and speaker at top Industry
associations. Director, Global Association for Risk Professionals (GARP), Japan. Founding President IIT
Alumni Association Japan; Advisor Kyoto University; Visiting faculty, International University of Japan
teaching “Doing Business in India”; Editorial Board Member Japan Spotlight, a METI Affiliated
Publication.

Graduate of IIT Kanpur followed by Masters in Applied Finance. Trilingual (English, Japanese and Hindi)
with multi-cultural experience in Tokyo, Mumbai and New York.
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代表取締役会長 山﨑養世
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 1982年：大和証券入社。日本初の証券化公募ファンド
「FNMAファンド」の担当者としてMBS､ABSを有価証券として
初の認定。日本初の証券化投資信託「ジャンボ・アルファ」が
1990年度日経金融新聞最優秀商品賞受賞。

 1994年：米ゴールドマン・サックス社に入社。本社パートナー。
ゴールドマン・サックス投信株式会社代表取締役社長を歴任。
ゴールドマン・サックス投信は設立3カ月後に外資系トップになり、
2年間で約3兆円の運用資産。日経金融新聞のグローバル運
用部門で連続1位の評価

 日米金融協議（1994-95年）で年金、投資信託の改革案
を米側代表として作成。

 世界最大の年金基金である年金福祉事業団の最大の運用
マネジャーになり、投資顧問業務開始後1年で日本のトップ10
企業年金の内8社から受託。

 2009年：一般社団法人太陽経済の会設立

 2012年：くにうみアセットマネジメント設立、代表取締役に就
任。日本最大の太陽光発電プロジェクト（瀬戸内）を開発、
執行管理。

 2015年：IJIPアセットマネジメント代表取締役社長就任
（現会長）

【日中印経済圏の重要性を早くから提唱。長年に及ぶ対印ビジネスの経験】

【2007年】 【2008年：モディ首相との会談】 【2009年】



2016年4月20日「講談社：インドと日本は最強コンビ」の出版記念会を議員会館

（東京都千代田区）で開催。発起人はじめサンジーヴと親交の深い方、印日関係の

発展に貢献されている方、約500名が出席。
＜発起人＞

森喜朗氏 公益財団法人日印協会代表理事・会長 元総理大臣

塩崎恭久氏 厚生労働大臣

太田昭宏氏 衆議院議員、前国土交通省大臣

森英介氏 衆議院議員、元法務大臣

竹本直一氏 インド友好若手議員の会会長、海外インフラ輸出促進議員連盟会長

西村康稔氏 衆議院内閣委員長

黒川清氏 政策大学大学院アカデミック・フェロー、東大名誉教授

安西 祐一郎氏 日本学術振興会理事長、元慶応義塾大学長

鈴木修氏 スズキ株式会社代表取締役会長

比良竜虎氏 印日商工会会長、ホテル・マネジメント・インターナショナル代表取締役社長

渋澤健氏 渋沢栄一記念財団理事、公益財団法人日印協会評議員

谷野作太郎氏 元駐インド日本大使

アフターブ・セット氏 元駐日インド大使、旭日大綬章受章

榎泰邦氏 元駐インド日本大使

堂道秀明氏 独立行政法人国際協力機構副理事長、元駐インド日本大使

前田匡史氏 株式会社国際協力銀行代表取締役専務取締役

平林博氏 公益財団法人日印協会代表理事・理事長、元駐インド日本大使

代表取締役社長
サンジーヴ・スィンハ
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 1995年：インド工科大学（IIT）卒業。
 2000年：米ゴールドマン・サックス社に入社。
 2001年：みずほ証券 業務開発グループ次長。
 2005年：UBS証券 新規事業部ディレクター。
 2008年：TATAアセットマネジメント、リアルティ＆インフラストラクチャ

日本代表
 2014年：PWCディレクター
 2016年：IJIPアセットマネジメント代表取締役社長就任
 日印ビジネスの先駆者、オピニオンリーダーであり、20年超の実績を

誇る。金融界でのキャリアは、ファンド運用、セールス、M&A、プロジェ
クトファイナンスなど幅広い。

 また、著作活動、メディア活動をはじめ、インドに関わる多種多様な
団体の代表並びに顧問を努める。

【主なメディア露出・講演実績】
・日経新聞、朝日新聞コラムニスト、NHK、フジテレビ
・経済同友会、経団連、商工会議所なでにて講演
【主な関連団体】
・IIT同窓会日本代表、国際大学非常勤講師、京都大学顧問、在日
インド商工協会金融業担当知事など



Mission
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India Japan Investment Partnership (IJIP)

Combining the abundant [long term & low cost
capital] with the [environment friendly & safe
technology] of Japan is a key for development of
India. On the other hand, India offers much needed
growth market and global human resource to Japan.
And most importantly, the deep trust in the two
countries by each other as well as the rest of the
world, makes it a global win-win-win combination.

The challenge is the complex distribution of
investment risk and appetite both geographically as
well as between private and public sectors across
the world.

IJIP, with its deep understanding and relations in
socio-political and economic matters, is creating
practical solutions through financial engineering
combining the strengths of [public & private] and
[India & Japan] in a globally inclusive manner.

日印包括的パートーナシップ

日本の長期的かつ低コストの資金と環境に配慮した
安全な技術はインドの発展の要であり、一方インド
の成長市場とグローバルな人材は日本の更なる発展
に寄与する。両国間と世界の国々との強い信頼感に
より世界的にも良好な取り組みが可能となるが、投
資に関しては世界的にそして官民間に散在するリス
クと投資需供の複雑さが問題となる。

IJIPは日印の社会、政治、経済そして官民間に精通
した強みを生かしグローバルに包括的な方法でファ
イナンシャルエンジニアリングを通し、実践的な解
決策を提供いたします。
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Cost/Horizon of Capital and Cost/Horizon of Projects

インド・新興国現在 Developing Countries
資金が不足、金利が高い。
High interest rates, insufficient capital.
短期的判断に繋がる。
Leads to short term perspectives.
長持ちしなくてもとりあえず安価が良い判断。

Ideal Collaboration Environment
理想状況
Japanese Capital and Govt. Support (JICA /JBIC/JOIN etc)

日本金利が低い、Low interest rates of Japan.

長期的資金力が豊富。Long term capital.
長期的判断に繋がる。Long term perspectives.
修理コスト、環境コスト、安全性などを含む
Life Cycle Costを考える。日本の技術の良さが評価される。
Life Cycle Cost Assessment.
=> Better Evaluation of Japanese technology.

日印資金協力
India Japan
Capital Collaboration

+ Currency Risk Mitigation by RBI/BoJ
(Proposed/提案）

投
資
期
間

In
vestm

en
t

H
o

rizo
n

プロジェクトコスト計算視野期間
Project Cost Management Horizon
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成長力
&

国際的な
人的資源

Growth
&

Global
HR

経営Management 

資金Capital 
INCJ, JBICなど

資金 Capital
JOIN

日本インド-技術パートナーシップファンド・ポートフォリオ / 産業領域 / インフラ
Holistic Platform in India, Portfolio, Industrial Zone, Infrastructure etc.

インド

India

投資家
Investors

ジョイベン
JV

ジョイベン
JV

研究協力
R&D

研究協力
R&D

ジョイベン
JV

インフラ
Infrastructure

教育
HR / R&D

製造業
Manufacturing

サービス
Services

技術 Technology

インドにおけるプラットフォーム
Coordination Platform in India

日本におけるプラットフォーム
Coordination in Japan

製造業
Manufacturing

インフラ
INFRA

サービス
Services

投資家
Investors

資金Capital 
JICA

資本&技術
Capital and
Technology

日本
Japan

日印包括的技術提携のモデル
India Japan Integrated Capital + Technology Model

人材研究開発
HR / R&D

投資家
Investors
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Thank you
sanjeev.sinha@kuniumi-am.co.jp


