


はじめに 

 

 

本会では、海外の計量計測機器市場、技術、投資環境等の動向及び計量制度等を

把握するため、調査団及び視察団の派遣、海外経営者研修セミナー等々を実施して

きている。 
この度、インドの二大都市であるニューデリーとムンバイを訪問し、会員企業の

インド進出の検討に必要となる市場動向及び投資環境等の情報・資料の収集、及び

インドの法定計量制度、計量標準制度等について調査を行った。 
ご承知のとおりインドは 12 億人という世界第 2 位の人口、25 歳以下の若者が

人口の半数を占めるといった構成などから、今後も旺盛な需要、持続的経済成長が

期待される国である。GDP 成長率も 2011 年こそ 6.5%にとどまったものの、ここ

10 年は 8％～9％台の高い伸びを見せており、調査期間中に実施した会員企業駐在

員との情報交換会でも、大半の駐在員は、市場はさらに大きく拡大するとの見方で

一致している。 
我が国からインドへの直接投資額については 2005 年度から 2010 年度までの累

計で約52億7,600万ドルに達し、日系企業のインド進出もJETRO資料によれば、

2012 年 10 月現在、926 社と毎年 100 社強のペースで増加している。 
一方、複雑な税制や特有の商習慣、さらには多民族、多宗教、多言語、階級制な

ど複雑な社会制度や産業インフラの未整備等もあり進出を身構える日本企業も少

なくないようである。 
今回の調査では、国の計量行政機関である消費者・食糧・公共配給省消費者局、

国家標準研究機関の NPLI（National Physical Laboratory）及び JETRO の現地

事務所を訪問し、同国の計量制度、一般経済事情やビジネス環境を伺うとともに、

日系進出企業の工場視察、会員企業現地駐在員との情報交換会等を通じ、市場・技

術・投資環境等々について調査を進めた。 
本報告書は、こうした調査結果を取りまとめたものであり、会員各社の海外戦略、

インド市場開拓における参考資料として些かなりともご活用いただければ幸いで

ある。 
最後に、在インド日本大使館、消費者・食糧・公共配給省局及び NPLI 等々の

訪問先へのアポイントから現地での調査にご尽力いただいた経済産業省星野計量

行政室長、永見課長補佐、(独)産業技術総合研究所根田計量研修センター長にはこ

の場をお借りして厚く御礼を申しあげる。 



目    次 

 

 

はじめに 

 

計工連インド調査団に参加して··················································  1 

ムンバイ雑感 ·································································  3 

調査の概要 ···································································  5 

調査結果 ·····································································  8 

１．一般概況 ·································································  8 

２．インド国際産業＆技術フェア（IERTF2013）視察結果························  13 

３．インド計量制度について···················································  16 

４．インド計量標準制度について···············································  19 

５．NHK Spring India Ltd. ···················································  22 

６．インドの物流事情について·················································  26 

７．日本貿易振興機構（JETRO）デリー事務所··································  28 

８．駐在員との交流会について·················································  31 

９．日本貿易振興会（JETRO）ムンバイ事務所··································  40 

10．所感 ····································································  43 

添付資料 

・インド計量法 ······························································  49 

・インド進出日系企業リスト···················································  66 

 

 

 



－1－ 

計工連インド調査団に参加して 
 

調査団団長   苅谷 嵩夫 
 
インドにおける計量制度の現状と計量機器市場の実態、今後の投資環境に関する視察調

査を目的に、会員企業の代表 13 社に加え政府関係者の参加も頂きインドのニューデリー

及びムンバイのインド諸機関、日本の出先機関、日系進出企業、等を訪問しました。 
特に今回のミッションには経済産業省計量行政室の星野行政室長、永見課長補佐、産業

総合技術研究所の根田計量研修センター長という錚々たる方々に御同行賜り、事前にアポ

イントを取って頂いたお陰でインドの政府関係諸機関、日本政府系の出先機関、等を訪問

の際には民間の訪印ミッションとしては大変、破格にして懇篤なる対応をして頂きました。

御三方には、団員一同心より感謝申し上げております。 
今回の訪印ではまずインドの首都であるニューデリーの政府機関としてインド消費者・

食糧・公共配給省消費者局を訪問し、局次長以下 6 名の幹部とインドの計量制度とその施

行実情に関するディスカッションの機会を得ました。日本の政府関係者の訪問という事で

今後の両国政府間での具体的な交流のオファーが出るなど突っ込んだ内容となりました。

またインド国家標準機関である NPLI（National Physical Laboratory-India）の訪問で

は、国家標準に関わる研究内容の具体的説明と複数のラボを丁寧に案内して頂き、研究内

容を詳しく聞くことができ大変有意義でした。 
日本の現地機関である在印日本大使館を訪問した折には、若い一等書記官から詳しいイ

ンドの政治経済現況の解説や現地進出企業の支援状況、二国間交流が盛り上がりつつある

中で情熱的に活躍している日本の優秀な官僚の姿に頼もしさを感じました。 
JETRO デリー事務所ではインド市場の状況、投資環境の実態、日系進出企業に現況な

ど詳細な情報を得ることができました。現実的な問題では Nippon Express India の現地

事務所の方から通関手続きの実際、進出企業の親子間取引の注意事項、輸入関税や州ごと

に異なる複雑な税制、インド国内での物流事情など日本国内の状況とはあまりに異なる実

態に関する具体的な説明を受け大変参考になりました。 
ニューデリー郊外に進出している日系企業はかなり多くありあますが、このうち既に 17

年以上の実績のある NHK Spring India 殿の工場を訪問しました。現場見学をするととも

に設立当初からの現地での数々の経営のご苦労、労務事情、その対処方法などインド市場

進出の大変さなど生々しくお聞きしました。同社の親会社は日本でも大手の自動車部品関

連企業ですが、進出当初 7 年ぐらいは納入先が TATA と MURUTI-SUZUKI の一部しか

なく大変苦労をしたとのことです。それが現在では全世界の自動車メーカーがインド進出

をしており、今後のインドのモータリーゼーションは爆発的な予測カーブがあり、同社部

品の世界シェア（60％）がそのまま今後の生産拡大計画となるために、今後は如何にイン

ド内の生産拡大のための工場増設が間に合うかが課題とのことです。この事例からインド

に進出するに当たり、自社の業態が将来インド経済の発展の中でどのような立ち位置にな
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るかマクロなビジョンに基づく戦略の重要性を痛感しました。 
次にインド 大の商業都市であるムンバイを訪問し、デリーと同様に JETRO ムンバイ

事務所の方のお話を聞きましたが、一般情報とは別に、インドでは地域ごとに社会状況が

全く異なるので、それをよく把握せずに進出してくる日系企業がその後大変苦労をしてい

るという事例が詳しく示されインパクトがありました。地域ごとに人種も宗教も異なり、

社会慣習、商習慣も言語も全く異なり、きわめて多様性に富んでいるので日本人の常識で

は一筋縄ではうまくいかないことが多いので十分に研究すべきとのアドバイスがあり大い

に参考になりました。 
ムンバイでは会員企業でインドに進出している駐在員の方々に集まって頂き、現地での

企業運営、市場の動向、競業状況、商習慣や税制、法規制などの日常ご苦労されている問

題を語って頂く機会を持ちました。地域も駐在期間も異なるものの少人数でインドのハー

ドな環境で苦労している点はいずれも同じで、日本企業の駐在員がインド市場で活動する

際の注意点や苦労が生々しく語られ、日本の本社サイドに対する切実な要望なども沢山噴

出し、大いに参考になりました。また、これまで交流のなかった駐在員同士もこれを機会

に親交が深まり、日本人同士で協力し合うことも期待できるのではないかと思います。 
日本からちょっと遠いインドはまだまだ正確な情報の乏しい国です。一般的に常夏の暑

い国のようなイメージがありますが、広大な国土を持つインドはデリーやコルカタ等の北

の地方と中央部のムンバイ、南部のチェンナイなどでは大きく気候が異なります。我々が

到着した 2 月半ばのデリーはインドのイメージとは程遠い日中の気温が 12、3 度でとても

寒く感じました。4 日後に訪れたムンバイは日中 30 度近いインドらしい暑さでした。 
インドは民族も宗教も言語も社会習慣も全く異なる２８州からなる合衆国であり、この

ように多様性に富んだ人々が集まって一つの国を形成しているわけですから、我々日本人

のように言葉も人種も宗教も社会習慣も同じで、狭い島国に住んでいる単一国家の民族の

常識では推し量れないことばかりのようです。しかし総じて歴史的にも現在もインドの

人々の日本に対する感情は悪くなく、有難いことに親日的であることに救われます。 
いずれ人口は中国を抜いて世界一になると言われ、今後の経済発展が も期待される国

の一つです。現在の超近代的なビルの建設と貧民層のスラムが混在するデリーやムンバイ

の都市を見ていると、15 年前位の北京や上海を思いだしますが、これからのインドは中国

の発展とは同じ経過ではないのではないかと思います。政治体制も異なり、基本的には巨

大な民主主義国であり宗教色の濃い多民族国家です。アジアと欧米の双方から経済や文化

の波が自由に入り込み、複雑に入り混じり混沌としています。この国を一つの物差しで測

るのは困難なことです。きわめて多用性に富んだ社会でのビジネスは、我々日本人には大

きな課題が多いと思います。何よりも気になるのは建前では、なくなったはずの旧カース

トの階級の慣習が厳然と社会を支配しているらしいことです。 
今回の調査団に加わって感じたことは、この国のこれからの発展に関心を持ち、ビジネ

スでこれに加わるためにはもっとあらゆることに関心を寄せ、お互いがもっともっと草の

根の交流を深め、相互に理解し合っていく努力を重ねなければとの思いでした。 
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ムンバイ雑感 
 

調査団副団長   龍野 廣道 
 
 
ニューデリーとムンバイを訪問したインド計量計測機器市場動向・投資環境等調査団に

は、2 月 20 日（水）と 21 日（木）の 2 日間ムンバイのみの途中参加となりました。私に

とって何度か訪れているインドですが、今回は現地駐在員との交流会やムンバイ JETRO
を訪問し、自社のビジネスを通じて知るインドとは違った角度からこの巨象（インド）の

一端を学ぶことが出来ました。 
現地駐在の 11 名の方々からは、日本の常識で測りきれない文化の違い、仕事上の戸惑

い、食事の苦労などが伝わってきました。赴任して半年の郡山さん（島津）、10 ヶ月の鈴

木さん（アズビル）、1 年半の照井さん（チノー）、2 年の松尾さん（島津）、3 年の斉藤さ

ん（チノー）、5 年の星野さん（JNS）、新井さん（A&D）、2 年半の住吉さん（大和製衡）、

6 年の今道さん（島津）、7 年の山田さん（イシダ）、そして長期出張ベースの森さん（タ

ツノ）と、赴任期間は様々ですが、皆さんが一様に明るく積極的で、これぞインドビジネ

ス 前線にいる人材と、頼もしく感じました。JETRO では飯田さんに数字に表れない生

で得た貴重なインド情報を聞くことが出来ました。 
インドは、臭くて、不潔で、乱雑で、貧しい人が溢れるようにいる。そんな昔の印象は、

ここ数年で大きく変わったように思います。まず、ムンバイの空港からして、5～6 年前と

は一新しています。以前は空港にある椅子は全てが汚れ、靴の跡のない椅子はなかったの

ですが、今は殆どが綺麗です。大通りの道端のゴミもかなり無くなっています。クルマも

中古のクルマと古い三輪タクシーから、新品の中型車や四輪のタクシーに変わりつつあり

ます。街行くローカルの人々の服装も綺麗になってきています。市民の服装について言え

ば、男性の大半はシャツとズボンで欧米と変わりませんが、女性は子供や女子学生以外は

全て民族衣装です。 
日本を発つ前に北京での大気汚染がニュースになっていたので、今回はインドに着いて

真っ先に大気汚染が気になりました。ムンバイはお世辞にも空気が綺麗とは言えず、スモ

ッグが空を覆っています。でも中国のようにビルが霞むというような状態ではなく、淡い

青空も見えます。インドも中国同様、石炭火力の依存率が高く、クルマの普及が急速とい

う共通項があります。クルマの保有台数はまだ 25 百万台と日本の 3 分の 1 程度ですが、

ここ 1～2 年は年間生産台数が 3～4 百万台と急増しているため、道路整備が追いつかない

状態です。それでもムンバイは海岸沿いに新たなバイパスが出来るなど、少しずつインフ

ラ整備が進んでいます。年間 GDP 成長率 5～6％は、確かに数年で成長を実感できる数字

と思います。 
進んだ工業製品を生み出す社会には、確かな計量計測産業が息づいています。これか  
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らインド経済が発展してゆくためには、信頼される計量機器がより必要となるに違いあり

ません。人種、言語、宗教、文化、全てが多様性に満ちたインドは、我々にとってまだま

だ理解しがたいエキゾチック（異国情緒）な国かも知れませんが、これからのグローバル・

ビジネスを遂行する上で避けて通ることが出来ない国ではないかと思います。今回の視察

団の体験が計工連会員の皆様に、幾ばくかの刺激になれば幸いと思います。 
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調査の概要 
 

【調査目的】  ①会員企業のインド進出の検討に必要となる市場動向及び投資環境等の 
情報・資料の収集 

②インドの法定計量制度、計量標準制度等の調査 
【調査期間】  平成 25 年 2 月 16 日（土）～23 日（土）8 日間 
【訪問都市】  ニューデリー、ムンバイ 
【訪 問 先】  ・インド国際産業＆技術フェア（IETF2013） 

・在インド日本大使館 
・消費者・食糧・公共配給省消費者局法定計量部門 

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 
         Department of Consumer Affairs 

・インド物理学研究所／National Physical Laboratory（NPLI） 
        ・NHK Spring India（日本発条） 
        ・JETRO ニューデリー事務所、同ムンバイ事務所 
        ・Nippon Express India（日通） 
        ・本会会員企業現地駐在員との情報交換会 
【調査団の構成】 

団 長 苅谷 嵩夫  ㈱チノー 代表取締役社長 
本会常任理事・総務委員長 

副団長 龍野 廣道  ㈱タツノ 代表取締役社長 
本会常任理事・国際事業委員長 

星野 雄一  経済産業省 産業技術環境局計量行政室室長 
永見 祐一  経済産業省 産業技術環境局計量行政室工業標準専門職 
根田 和朗  (独)産業技術総合研究所 計量研修センター長 
堀井  茂  一般社団法人日本計量機器工業連合会 常務理事 
鎌田 長明  鎌長製衡㈱ 代表取締役社長 
木部 光夫  ㈱オーバル 執行役員国際営業部門部長 
吉田 典広  ㈱ケツト科学研究所 営業部部門長 
森安 里志  ㈱島津製作所 分析計測事業部副事業部長 
羽山 文貴  ㈱タツノ 製造部部長 
中山友里子  ㈱タニタ 品質監査部国際薬事課 
山崎 敬一  ㈱チノー 取締役北部支店長 
照井 克典  CHINO Corporation India Pvt. Ltd. 社長 
与安 光晴  トキコテクノ㈱ 事業企画部長 
斎藤 美雄  ㈱共和電業 海外統括本部長 
早川  亘  ㈱守随本店 取締役国際事業部長 
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【調査スケジュール】 

 日   程 行      動 

1 2 月 16 日（土） 
成田発 11：25 JL749 → デリー着 18：20 【10 時間 25 分】 

【ニューデリー泊】

2 2 月 17 日（日） 

終日：インド国際産業＆技術フェア（IETF 2013）視察 

場所：Pragati Maidan, New Delhi 

【ニューデリー泊】

3 2 月 18 日（月） 

9:00 日本大使館表敬訪問 

担当：一等書記官 深宮 智史氏 

場所：Plot No.4&5,50-GShantipath, Chanakyapuri,  

New Delhi 110021 Tel：00-91-11-2687-6581～3 

11:00 消費者・食糧・公共配給省（Department of Consumer Affairs）

担当：Director, Legal Metrology  B N DIXIT 氏 

場所：Room N-461-A  Krishi Brawan  

IN-New Delhi 110 001 TEL：＋291 11 233 894 89

14:00 過ぎ：National Physical Laboratory of INDIA（NPLI） 

担当：Chief Scientists Group  Dr.A.K.Bandyopadhyay 

場所：New Delhi - 110012 

     TEL：＋291 11 456 084 76  ＋291 11 4560 9212 

夕方：消費分配省、NPLI、JETRO を招きレセプション開催 

【ニューデリー泊】 

4 2 月 19 日（火） 

10:00：NHK Spring India（日本発条）訪問・懇談 

      担当：社長 門脇 轍氏 

場所：plot No.31, Sector 3, Industrial Model Township,  

Manesar, Haryana-122 050 TEL：91-124-459-0700 

15:30～16:30：Nippon Express India（日通）／JETRO 事務所 

担当：営業部次長 山本 岳児氏 

場所：4th floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, 

   New Delhi 110019  TEL：91-11-4168-3006  

16:30～17:30： JETRO ニューデリー事務所 

担当：副所長 川野 智成氏 

場所：JETRO 事務所 

【ニューデリー泊】
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5 2 月 20 日（水） 

移動：デリー発 9：00 → ムンバイ着 11：05  AI887 

                                     【所要時間 2 時間 5 分】

16:00～18:00：会員企業現地駐在員との情報交換会 

場所：The Ambassador Hotel 

            Veer Nariman Rd. Churchgate Mumbai 400020 

            TEL：022-2204 1131 

18:30～21:00：駐在員を囲んで交流会開催／上記ホテル 

【ムンバイ泊】

6 2 月 21 日（木） 

10:00～12:00：JETRO ムンバイ事務所訪問 

担当：部長 飯田 康久 

    場所：Naman Corporate Link, Plot no C-31 &C-32, 

             G Block, bandra, Kurla Complex, Bandra East, 

             Mumbai-400 051, INDIA 
             TEL：91-22-2202-8342    

移動：ムンバイ発 18：00 → デリー着 20：05 AI658 

【所要時間：2 時間 5 分】

【ニューデリー泊】

7 2 月 22 日（金） 

デリー市内視察 

デリー発 20：20  JL740 →成田着 2/23  07：50 

【所要時間 7 時間 20 分】

 
 
【宿泊ホテル】 
  ニューデリー The Lalit New Delhi Hotel 

                   Barakhamba Ave, Connaught place New Delhi 110001 
                     TEL：011 4444 7777       FAX：011 4444 1234 
 
  ムンバイ   The Ambassador Hotel 

              Veer Nariman Rd. Churchgate Mumbai 400020 
                  TEL：022-2204 1131     FAX：022-2204 0004 
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調査結果 
 
１．一般概況 
（１）概況 
 2011 年度のインド経済は、世界的な景気低迷、インフレ抑制のため度重なる利上げや急

激なルピー安によるコスト増により、企業の設備投資や消費行動が減退し、実質 GDP 成

長率は 6.5％と過去 9 年間で も低い成長にとどまった。 
 インドの一般的概況は次のとおりである。 
 

 人口 12 億 1,019 万人（2011 年国勢調査） 

国土 329 万 Km（日本の約 9 倍） 

言語 ヒンディー語（公用）、英語（準公用）、他 21 言語 

民族 アーリア系、ドラヴィダ系、モンゴル系等 

宗教 ヒンズー教、イスラム教、キリスト教、シーク教、仏教等 

気候 大陸性乾燥（北部）、亜熱帯モンスーン（南部） 

統治 連邦制（28 の州と 7 つの連邦直轄地） 

政治 議会制民主主義（上下院） 

邦人 
約 3,500 人（2011 年現在）、3,200 人がデリー近郊、ムンバイ 

チェンナイ、バンガロール等 

一人当たり GDP 1,473 米ドル（2011 年） 

実質 GDP 成長率 2009 年度 8.0％、2010 年度 8.4％、2011 年度 6.5％ 

消費者物価上昇率 2009 年度 10.8％、2010 年度 12.0％、2011 年度 8.87％ 

失業率 2009 年度 3.7％ 

 
（２）インド市場の特徴 
 多民族、多言語、多宗教、階級制など社会制度、商慣習は複雑で、州間は EU 社会ほど

の違いが見られる。2012 年度の GDP 伸び率は 5.5～6.0％程度にとどまるとの見通しも示

されているが、12 億の人口、若年層が多いといった人口構成からは今後も旺盛な需要、持

続的経済成長が期待される。 
 収集した JETRO 資料によればインド市場の特徴は次の通りである。 
  ①12 億の人口を抱える民主主義国家であるが故に、物事が決められず、遅い。 
  ②内需主導型の盤石な経済基盤。 
  ③低スペック・低コスト製品が主流の市場。 
  ④地場企業の強い存在感、継続される保護主義。 
  ⑤多様な文化を攻めるための営業戦略の必要性。 
  ⑥英語を介する豊富な人材。 
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  ⑦西方市場を仕向地とする輸出拠点。 
  ⑧巨大な BOP（Base of the Pyramid）市場の攻略 
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（３）日系企業の進出状況 
 日系企業の進出数 926 社 1,804 拠点（JETRO 調査 2012 年 10 月時点）。 
 日系企業の進出には、大きく分けて次の三点が考えられる。 

①既進出の日系企業への対応 
②インド市場全体を見据えた対応 
③中近東・アフリカを見据えた輸出拠点 

現状は①②の進出がほとんどで③は少ない。 
また、進出地域は大きく次の４つに分けられ。 

 
地域 拠点数 内訳 

デリー、グルガオン、 

マネサール 
417 

スズキ、ホンダ、自動車部品、家電、機械、商社、

駐在員事務所等 

ムンバイ 186 
郵船、アズビル、ペンてる、東洋エンジニアリング、

商社、金融、海運、製薬等 

チェンナイ 344 
日産、味の素、東芝、アロカ、コマツ、コベルコ、

機械商社、自動車部品等 

バンガロール 228 
トヨタ、コマツ、ファナック、日清食品、シチズン、

自動車部品等 
  この他に、プネ（荏原製作所、シャープ、矢崎総業等）、アンドラプラディシュ州（エーザイ、

コベルコ等）、西ベンガル州（三菱化学、クボタ、日立建機等）、ノイダ（ホンダ、ヤマハ等）

等に進出している。 
 
（４）日系企業の雇用賃金実態 
インド日本商工会では同会に加盟する日系企業を対象に定期的に賃金実態調査を実施し

ており、2012 年 5 月に 682 社を対象に行った調査資料では次の通りである。  
 
 【業種全体】  Rs＝ルピー  1 ルピー＝1.7～1.8 円 

職種 2011 年実績 

役員 Rs.  477,915 

部長級 Rs.  212,823 

課長級 Rs.  103,373 

係長級 Rs.   58,072 

一般事務職 Rs.   30,757 

セールス担当職 Rs.   48,278 

サービスエンジニア Rs.   35,359 

秘書（法定） Rs.   78,648 

秘書 Rs.   42,250 
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【製造業】  Rs＝ルピー  1 ルピー＝1.7～1.8 円 
職種 2011 年実績 

工場長級 Rs.  176,166 

ライン管理者 Rs.   44,966 

エンジニア（上級職） Rs.   38,142 

エンジニア（一般職） Rs.   26,505 

ラインワーカー Rs.   16,240 

 

【初任給】        Rs＝ルピー  1 ルピー＝1.7～1.8 円 
 2011 年実績 

初・中等教育終了（Class10 レベル） Rs.  11,031 

高等教育終了（Class12 レベル） Rs.  13,236 

大学卒業  Rs.  23,178 

大学院卒業 Rs.  28,251 

ラインワーカー Rs.  16,240 

 

【賞与】       ＊回答 267 社を 100 とした割合 
 2011 年実績（％） 2012 年見込み（%）

年 1 回支給 59.7 66.0 

年 2 回支給 13.8 14.2 

支給なし 23.7 17.0 

  支給額は回答 161 件が基本給をベースに支給するとしており、 
年間支給月数は 2011 年、2012 年とも平均 1.8 ヵ月である。 

 

【昇給率】      ＊回答 267 社を 100 とした割合 
 2011 年実績（％） 2012 年見込み（%）

スタッフ 13.9 13.2 

ワーカー 13.5 12.7 

 
 

 

受付 Rs.   19,500 

オフィスボーイ Rs.   12,549 

運転手 Rs.   15,610 
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【勤続年数、平均年齢、従業員数】 
 2011 年実績 2012 年見込み 

勤続年数（年） 4.0 3.9 

平均年齢（歳） 32.5 32.5 

スタッフ 129.7 118.2 従業員数 

（人） ワーカー 368.2 431.5 

 

 

（５）日本・インド計量計測機器の輸出入実績 

2010年（H.22） 2011年（H.23） 2012年（H.24） 2010年（H.22） 2011年（H.23） 2012年（H.24）
　長さ計 621
　積算体積計 81,074 60,350 349,274 9,695
　はかり 905,222 829,514 926,984 25,626 10,336 20,024
　温度計 102,172 120,617 118,038 5,108 8,290 7,002
　測量機器 69,663 522,743 492,539 8,348 7,495 12,690
　試験機 945,604 752,881 968,813 17,293 2,527 14,868
　光学測定機器 773,281 345,370 344,297 1,755
　精密測定機器 1,059,600 1,078,559 1,094,257 14,036 7,117 30,333
　圧力計 79,647 103,430 78,954 13,138 17,907 52,584
　回転計・速度計 713,539 788,504 707,481 8,319 38,211 152,167
　液面計・流量計 262,770 347,709 468,662 114,308 98,098 113,555
　分析機器 2,501,568 3,558,411 3,514,720 2,105 4,483 22,096
　工業計器 6,145,855 8,192,570 8,648,976 65,652 216,259 419,196

　　　　計 13,639,995 16,700,658 17,713,616 273,933 412,478 854,210

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

機種

資料：日本貿易月表（日本関税協会発行）

日本からインドへの輸出金額 インドから日本への輸入金額
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在インド日本大使館玄関前で（前列右から二人目が深宮一等書記官） 

 
 
２．インド国際産業＆技術フェア 

展示会名：インド国際産業＆技術フェア  
20th International Engineering ＆ Technology Fair（IETF 2013） 

 開催期間：2013 年 2 月 15 ～ 17 日 
  開催場所：ニューデリー国際展示場  ( 10、11、12 ホール ) 

 参 加 国：インド、ドイツ、韓国、中国、日本、オーストラリア、ルーマニア 
  参加企業：611 の企業と部門 

 展示内容：自動車、フォークリフト、家電、オートメーション、工場保守 
金属＆冶金、不動産＆建材、IT、エネルギー＆環境、輸送機器 
固形廃棄物管理、事務・オートメーション、水処理、電動工具、部品、 

  防犯機器、観光誘致 等々 
 入場者数：3 日間で約 3 万人（展示会出展者情報） 

 
（１）視察結果 

・展示会の規模は全般的に見て中規模であり、内容的には自動車関連のメーカーの出

展が多く、ここからもインド市場の自動車に対する熱意と発展が伺えた。 
 ただし、精密な機械や機器の展示は少なく、いわゆる中低精度、中低価格、中低自 
動化の製品が大半であった。 
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・製品の展示方法は、同類の製品を集約せず各出展企業にそれぞれブースのスペース

を割り当てていたため、製品比較が非常に困難であった。さらに、インド国内の輸

送手段の制約からか、カタログのみの展示ブースも多く見られた。 
・出展国の状況では、韓国は大変な力の入れ様で、12 ホールを借り切り、現代自動車、 

LG 電子、SAMSUNG といった韓国を代表する競争力ある製品を持つ出展者をホー

ル中心に据え、周囲に中小のメーカー（78 の企業と部門が出展）ブースを展開、集

客するという展示方法をとっていた。このホールだけは他のホールと違い、日本の

展示会のような華やかさと賑やかさを持ち、多数の来場者で混雑していた。 
・中国については、何故か南方の世界的な有力メーカーは出展しておらず、中国内で

も殆ど無名の東北のフォークリフトや部品加工旋盤、自動車部品、カタログ（実物

の展示が少ない）の展示を中心に、全部で 21 社が出展していた。 
・日本は長野県産業振興協会を先頭に中小の自動車メーカー21 社が部品とカタログ 
を展示、東京都産業振興協会もカタログ展示ブースを展開していた。また、個別企

業では、ミツトヨ、日東電工、日立工具が出展していた。 
・インド企業の出展者の大半は欧米との合弁会社であった。計量計測機器メーカーで 
は、インドとドイツ合弁企業である KROHNE MARSHALL 一社のみで、水処理技 
術を展示しており、流量計測関係の展示はなかった。 

 
（２）所感（木部） 
インドは発展途上にあり、現在、世界で第 2 位の人口 12 億を有し、昨年の GDP は日本 

に次ぐ第 4 位となっている。いずれエネルギー消費の増加に伴い、高精度を求めた計量機

器、流量計の需要も増えると思われる。ただし、計量機器、流量計の製造、輸入、販売、

修理については、いずれも州政府からライセンスを取得する必要が有る。その上で型式承

認の取得や機器の検定も不可欠の為、インド市場に入る為にはいろいろな勉強と検討を要

すると思われる。そして、各社の体力にもよるが、インド市場に入る前に、日本の現地企

業を相手に商売するのか、現地のインド会社と商売するのか、あるいは中東、アフリカに

輸出するのかを明確にしておく必要がある。 
現在、日本の自動車業界は他の業界に先駆けてインド市場に大きく入り込んでいるが、

次は今回の経済産業省及び日本計量機器工業連合会で作ったインド政府との関係を大切に

し、是非、計量機器もインド市場で開花できるよう、強く希望する。今回の視察で本当に

貴重な経験と情報を得られ、今後のインド市場を検討するに当たり、大いに役に立つと認

識している。 
 後にインドについては 近良くテレビ、新聞等々で報道されているが、今回の視察で 

は日頃知り得ない貴重な情報が数多く得られた事について、この場を借りて、再度、経済

産業省及び日本計量機器工業連合会のこの視察にご尽力して頂いた方々、及び現地で様々

な経験と情報をご教示頂いた皆様に心からお礼申し上げます。 
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IETF2013 展示会場前で 

 
 
 
 
 
 
 
   

ミツトヨの展示ブース 東京都産業振興協会展示ブース 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

韓国館 韓国ブース 
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韓国ブース 
 

３．インド計量制度について 

  日 時：2 月 18 日 11～12 時 
訪問先：消費者・食糧・公共配給省消費者局法定計量部門 

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 
    Department of Consumer Affairs 
住 所：Room N-461-A  Krishi Brawan IN-New Delhi 110 001 

          TEL：＋291 11 233 894 89    FAX：＋291 11 233 853 22 

 

面談者：Pankaj  Agrawala  消費者局次長、 
Manoj  Parida    次長付秘書 
B N  Dixit           法定計量課長 
Ashutosh  Agarwal  同課長補佐  他計 6 名 

 
冒頭、星野経済産業省計量行政室長より、同省を訪問した趣旨・目的等、さらにはイン

ド側の受入れに謝意を表明する挨拶が行われた。 
インド側を代表して Pankaj Agrawala 消費者局次長から、日本代表団の訪問を歓迎する

旨の挨拶があり、引き続きインドの計量制度について説明が行われた。 
なお、懇談会には公務ご多忙にもかかわらず、在インド日本大使館の深宮智史一等書記

官にもご同席いただいた。 
 
インドでは、計量器の製造、輸入、販売、修理を行う場合、いずれも州政府のライセン

スが必要となる。よって計量器を製造する場合は、まず製造事業者としてのライセンスを

取得し、その上で計量器の型式承認を取り、製造したものの検定を取得して市場に流通さ

せることが出来るようになる。計量は品質確保と安全確保の二つの役割を持っており、社

会にとって重要なものと認識しており、新計量法の制定以降、この傾向はますます強まっ
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ているとの認識が示された。 
 

 
消費者・食糧・公共配給省 

 
レセプション（右：同省法定計量課長 B N Dixit 氏） 

 
（１）計量法の制定（2009 年） 
それまでの度量衡法（1976 年制定）と度量衡施行法（1985 年制定）を統合する形で、

2009 年に新計量法（Legal Metrology Act）を制定している。新計量法は 5７の条文から

構成されている。 
計量法は国で制定するが、実施主体は各州政府が担っている。このため各州政府は計量 

法に基づきその運用規則等を定めることとされている。州政府の計量担当職員は約 2,000
名とのことである。 



－18－ 

http://consumeraffairs.nic.in/consumer/sites/default/files/userfiles/LM-Notification09.p
df 
 
（２）型式承認制度（計量法 22 条） 

国家レベルでの標準機関のうちインド物理学研究所（National Physical Laboratory／ 
NPLI）が法定計量対象の計量計測機器の型式承認を実施している。 

NPLI は OIML との相互認証を行っており、OIML を“Bank of the Legal Metrology” 
と考え、その重要性を認識している。計量法における計量器の技術基準は OIML 準拠にな

っている。 
また、新計量法では、型式試験機関としての能力が確保されていれば、民間機関でも承

認機関として認められるようになっている。 
 

 
消費者・食糧・公共配給省にて 

 
 
（３）検定制度の強化 

2009 年の新計量法の制定により、適正な取引は消費者保護に繋がるとの考え方から検定

体制の強化を打ち出している。 
同省では計量法の改正を踏まえ、2012 年から 2017 年の 5 年間で総予算 30 億ルピー（約

51 億円）をかけ、国内 28 州 7 直轄地の検定所に加え、100 を超える県（district）の計量

検定体制の整備・強化を進めていく方針である。特に燃料油メーター（ガソリン、CNG、

LPG）の適正取引は重要視しており、法定計量に関する研修センターを建設することも視

野に入れている。 
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また、インドでは、計量補実施主体は各州政府となっており、州政府は計量法に基づい

てその運用規則等を定めることとしている。州政府の計量担当職員は 2,000 名とのこと。 
 
（４）計量器の製造、輸入、販売、修理等について 
計量器の製造、輸入、販売、修理を行う場合はいずれも事業を行おうとする州政府のラ

イセンスが必要で、州が異なれば同じようにライセンスを取得する必要がある。 
計量器を製造する場合は、まず製造事業者としてのライセンスを取得し、そのうえで型

式承認を取り、検定を受けたうえで市場に流通させることができる。 
 
（５）日本との連携 
インドではこれまで計量分野の二国間での交流を持ったことはなく、今回の調査団の訪

問を機会に日本の計量行政機関やメーカーとの関係を持つことは嬉しいことである。日本

の計量計測機器がインドで普及すること、日本の計量計測器メーカーがインドに進出して

くることを歓迎したい。各社がビジネスを進める上で問題等があれば遠慮なく自分のとこ

ろに相談に来てもらいたい。今回の訪問を機に日本－インドの関係が深まることを期待し

ている、と Dixit 課長から説明が行われた。 
(3)項で示した検定制度の強化においても、人材育成が重要と考えており、日本に対し人 

材育成の協力を得たいとの希望が出された。 
 
（６）所感（与安） 

2012 年 10 月にルーマニア・ブカレストで開催された OIML 総会（国際法定計量機関総

会／4 年毎）でインド法定計量課長の B N Dixit 氏と経済産業省計量行政室の方が初めて

お会いし、それがきっかけで今回の面談に結び付けていただいたとのこと。 
いままで計量行政に関する二国間のつながりがなかったのでこれをきっかけに良い関係

が構築できればと思う。 
インド消費者局の方々は日本に対してとても友好的で、日本の進出を期待していること

がよく分った。 
 
 
４．インド計量標準制度について 
  日 時：2 月 18 日 14～17 時 

訪問先：インド物理学研究所／National Physical Laboratory（NPLI） 
住 所：New Delhi - 110012 

      TEL：＋291 11 456 084 76   ＋291 11 4560 9212 

        FAX：＋291 11 456 085 93 
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NPLI 正面玄関 

面談者：Prof.R C Budhani（理事長） 

      Dr.Amitiva Sen Gupta（時間、周波数計量部門長） 

      Dr.V K Gunber（熱量計量部門長） 

       Dr.A.K.Bandyopadhyay（科学部門長） 

      Dr.K.S.Krishnan Marg  他 

 

 インド消費者・食糧・公共配給省での丁重な応接を受けた後、我々は National Physical 
Laboratory／インド物理学研究所を訪問した。 

 我々の訪問に対し、同研究所からは Director Prof.R.C.Budhani,FNA 理事長を始め 10
名以上の理事の方々に参集いただき、丁重なおもてなしによる和やかな雰囲気の中で、研

究所の活動について紹介いただいた。 
  同研究所は、消費者・食糧・公共配給省でも名   
前のあがった、国家レベルでの標準機関のひとつ   
であり、計量法の基準となる各種基準量（重さ、 
長さ、温度等）を定めると同時に、法定計量の対 
象となる計量器の型式承認の実施、さらには工業 
材料、電子材料、電子宇宙物理、地球変動と環境、 
低温物理計測等を主なテーマに研究を行っている  
国家研究機関である。 

  創立は 1947 年、インド国独立の 6 ヶ月前とい 
う由緒ある研究所であり、1943 年に設立された  
「Council of Scientific & Industrial Research／   
CSIR（科学産業研究評議会）」傘下の研究機関の 
なかでも も古い研究所のひとつとのことであっ  
た。 

  研究者は 650 人で（研究員 200 人／9 割が博   
士号取得者、テクニカルオフィサー250 人、他の 
研究機関から 200 人）、他に大学機能を持つこと 
から学生 200 人（内 150 人は博士課程）がいる。 

 
 
 研究活動領域は６分野に分かれている。 

１） 先端レベルの法定計量 
２）放射線・大気科学 
３）材料物理＆エンジニアリング 
 

NPLI
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４）時間計測＆周波数標準 
５）エネルギーハーベスティング（蓄電） 
６）量子現象＆応用 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NPLI 首脳との懇談（左から３人目が理事長の Prof.R.C.Budhani） 

 

 
各々の分野のラボには 先端の機器を設置しており、日本製のハイテク機器も多数導入

されているとのことであった。 
 法定計量分野では型式承認の分野で証明書を発行している。また、法定計量のトレーニ

ングセンターを持ち、定期的に州政府等の検定所の検査官の研修（通常４日間）を行って

おり、日本企業も講師として招かれている。それ以外では企業からの依頼に基づく計測機

器の校正を行っている。 
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概要説明いただいた後、調査団の参加企業に「質量測定」「温度測定」関連メーカーが多

かったこともあり、時間、周波数計量部門長：Dr.Amitiva Sen Gupta、熱量計量部門長：

Dr.V K Gumber を始め、多くの先端的研究者の方々から、質量標準研究室、温度標準研

究室はじめとして電気標準研究室、マイクロカロリーメーター研究室、長さ標準研究室を

ご案内いただいた。いずれの研究室でも十分な見学時間と丁寧な説明、親切な質疑応答を

いただくことができた。研究所内には APMP（アジア太平洋計量計測プログラム）に参加

していることもあり、米国 NIST、日本 NMIJ、韓国 KRISS、豪州 NIMA 等各国との計

測値の結果を比較するチャートが、随所に貼られていた。 
 今回の同研究所訪問を通じ、改めて法定計量の重要性を認識すると共に、その重要性が

グローバルに及ぶ中で、国際標準の一翼を担う自身の業務の意義を改めて自覚した次第で

ある。 

また、今回の訪問を通じ、日本とインドの計量分野での関係構築がスタートし、今後の

継続的な対話を持ち、法定計量の基盤作りに日本の計量技術が活用されれば、人口 12 億

を有する中国と並ぶ巨大市場での日本の計量器の優位性にも大きく役立つものと考えてい

る。 

  

質量標準研究室内の設備 

 

 
５．NHK Spring India Ltd. 
日系企業のインドでの生産拠点の立ち上げから工場運営、労務管理、各種法規制への対

応等々の実態を調査するため、懸架バネ、精密ばね、自動車用シートなどを製造している

日本発条㈱の現地会社 NHK Spring India Ltd を訪問し、話を伺った。 
 
訪問日時  2月19日（火） 9時30分～12時 
訪 問 先   NHK Spring India Ltd. 

plot No.31, Sector 3, Industrial Model Township,  

Manesar, Haryana-122 050 
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          TEL：91-124-459-0700 

面 談 者  社長  門脇  徹様 
副社長 飯田  渉様 
工場長 山本屋 健二様 

 

 
NHK Spring India（中央が門脇社長） 

 
（１）現況 

設立   1996年11月設立 1999年1月生産開始 
従業員数 372名（2012年12月現在） 

         マネージャー20名、スタッフ 41名、アソシエイツ88名（以上、正規雇

用者）、カジュアル（契約社員）223名 
   日本人  3名が日本発条㈱から出向 
   取扱製品 自動車用バネ、スタピライザの製造・販売 
 
同社は当初、ルノー向けの合弁でスタートしたが、合弁先の撤退時に株を買い取り、現

在はマルチ・スズキを含む多くの自動車メーカーに販路を拡大している。 
自動車産業の拡大に伴い、地元企業を買収するなど現在はインド国内に4カ所の拠点を設

けている。市場占有率は同国内1位である。 
現代自動車については韓国の同業が進出してきた時点で契約を打ち切られ、現在、取引
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はない。韓国同業者にはポスコから現代自動車向けに国策として安い価格で原材料が供給

されており、日本企業は対抗出来ない。 
インドの自動車需要は急速に伸びており、2011年は310万台であったが、2020年には

1,000万台以上と予想されている。 
NHKでは急速な需要拡大に対応するため企業買収などを含めた中・長期の設備投資計画

を定め、インド西部及び中南部にも孫会社を設立するなどして対応を図りつつある。また、

R&D部門を立ち上げる予定でもある。 
 

（２）インドの自動車産業 
インドのGDPは2002年4％台、2003年は8％台、2008年は3％台に落ち込むが2009年から 

は8～9％の高水準を維持している。 
 車の生産量は2012年の370万台から、2015年500万台、2020年には1,000万台以上と予想

されている。なお、この数値には輸入車は含まれない。 
市場占有率はマルチ・スズキ38.4％、ヒュンダイ14.9％、タタ14.2％で、トヨタ、日産の

シェアは低い。 
 完成車の関税は300％と非常に高く、このため逆ノックダウン、セミノックダウン等で関

税を60％程度に下げる。 
 
（３）工場運営に関して 
工場の運営はインド人に任せているがしっかりと運営されている。 

 教育のインフラが整備されていないためハード技術はそれほど高くないが、ソフトは教

育インフラの制約が少ないため、ハード技術に比べてレベルは高い。 
2011年にマルチ・スズキで72日間のストが行われたが、その影響はマネサール地区に限

定されていた。労働争議で狙われやすい対象は大企業もしくは設立10年以内の比較的若い

企業で、経験的には4～5年目が一番危険である。NHKは設立以来ストの経験はなく、設立

14～15年もすると従業員の子供達も就学している時期となり、あまり無茶な要求はしなく

なってきている。 
 雇用契約は5年で、給与が安いと優秀な人材は直ぐに引き抜かれ、どうでも良い人間が残

る。マネージャークラスはモチベーションは高いが能力はさほどでもない。インド人は自

己主張が強くコントロールが必要であり、指示したことが期限までにあがってこない場合

が多く注意を要する。 

労働問題は頻繁に起きている。従業員を解雇するにあたっては法律通りに手続きを進め 

ても、裁判所に訴えられた場合、たいがい経営者側が負ける。法治国家の体をなしていな

い。 
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（４）社員の待遇、教育 
社員の定着率はよくなく、待遇面で考慮していくことが必要である。5年目くらいまでに

ヘッドハンティングされる場合が多く、日系企業在籍の経歴はステータスになる。 
 また、日本で社員研修を受けさせると、帰国後すぐに自分から他社に売り込みを図り転

職するケースが多かったため、現在はタイで研修させている。インド人はタイ人と比較さ

れることはプライドが許さず嫌がるということを利用し、タイの工場と競争させることで

効果を生んでいるとのことであった。 
 正社員の給与は月額17,000ルピー＋インセンティブと高く、一方、カジュアル（契約社 
員）は技能に応じて月額6,000～10,000ルピー程と安い。賃金は毎年14～15％アップしてい 
る。しかしながらインフレのため物価も毎年10％上がっており、実質は4～5％のアップと 
なっている。日曜出勤、夜勤もあるがインセンティブで対応している。 
 現在の生産はキャパを30％程超えており、作業員は24時間フル操業の状態であるが、問 
題なく勤務している。 
土曜日は隔週休みで、スタッフは残業代はない。ワーカーには本給と残業代（1日4時間、

土日11時間）が支払われ、残業代は月2回に分け支払っている。 
日本人駐在員は、日本2回、タイ2回、計年4回会社負担で出国できる。日本への帰国は交

通費のみの支給で、日本側、インド側が1回ずつ費用負担している。 
 
（５）その他 
正門を入ったところにトラックスケールが設置されており、軽油、スクラップの計量に

使用しているとのことであった。軽油はトラックのタンクに細工して取引量をごまかすケ

ースがあったためで、同社でも計量し確認しているとのことである。 
生産設備の温度制御機器関係については認証機関があり、定期的に校正している。 

 電力・エネルギーは基本的に不足しており、瞬間停電は1日20回くらいありUPSで対応し

ている。長時間停電への対策として自家発設備（4200KW）を持って対応している。計画停

電はマルチ・スズキの工場が近いこともあり、この地区にはないとのことであった。 
税制度は複雑かつあいまいであり、また、運用はまちまちで間違いも多い。トラックに

は州またぎ税がある（無くす方向で検討はされているとのこと）が、飛行機、列車には無

く、船は不明とのことである。 
インドでの土地取得は利権がらみ、税制度等から非常に難しく、タタ（インド企業自動

車・鉄鋼大手）、ポスコ（韓国鉄鋼大手）等の大手であっても土地取得問題で工場建設が

難航しているとのことである。土地取得はインド人に任せた方が良いとのことであった 
また、NHKのデリー工場の敷地は購入時から2倍に値上がりしたが、値上がりした場合は

その差額分を支払うとの契約条項となっており、94年取得時からの複利計算で、請求され

た金額は8割が金利で、日本では考えられない契約内容となっている。 
 工場建設はローカル企業を使っている。コストは日本のゼネコンの半額程度と安いが、

建設の工程管理は無いに等しく、当初計画の倍くらいの時間がかかっている。 
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生産面では部品、原材料のサプライチェーンが安定しておらず、また、物流インフラも

脆弱なため、在庫を2ヵ月程度持っている。 
 
 
６．インドの物流事情ついて 

日 時  2 月 19 日 15 時 30 分～16 時 30 分 
場 所  JETRO デリー事務所内 

4th Floor Eros corporate Tower 
        Nehru Place New Delhi-110019 

面談者  Nippon Express India（日本通運） 
General Manager 山本 岳児氏 

 

 
Nippon Express India 山本氏 

 
インドの物流に関する注意点、対応方法などを中心に説明をいただいた。 
（１）輸入に必要な書類 
製品の輸入に当たっては通常、次の書類を用意しなければならない。ただし、ケース毎

に異なるので事前確認が必要である。 
①AWB/BL、Invoice、Packing List 
②英文カタログ、価格表等商品説明資料 
③原産地証明  
④燻蒸証明  

⑤輸出入者登録  

⑥Gatt Declaration（申告書） 

⑦通関委任状  

⑧Road Permit（配達先の州により異なる） 

⑨輸入ライセンス 
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（２）通関時の注意 

①混雑や通関システムの停止で時間がかかるケースがあり、時間に余裕を持つ。 

②州（税関）毎に運用が異なる場合がある。 

③必要書類が多く、時間を有する場合保管料金がかかる。 

④輸入の仕向け先と異なる場所への搬入は難しい。 

⑤FOB/CIF による輸入が一般的。 

⑥中古品の輸入は原則禁止。 

⑦商品見本などの輸入も課税されることがあり要注意。 

⑧各種輸入関税等の減免スキーム有り。 

⑨小売されている品物には、 大小売額を記載したラベルの貼り付けが義務化。 

 

（３）親子間取引について 

①親会社からインド子会社への出荷は、輸入時に SVB（Special Valuation Branch）の

承認が必要。 

②SVB 承認には 3～6 ヶ月必要。SVB 承認前の輸入は P.D Bond（Provisional Duty 
Bond）を取得し通関。この場合、製品評価価格の１％の保証金が必要。 
また、P.D Bond は税関毎に輸入貨物の到着前に取得が必要。 

 
（４）輸入関税について 
①基本関税 10％、相殺関税 12％、教育目的税 3％、追加関税 4％の合計約 30％の関税

がかかる。 
 

（５）税制度について 

  中央政府、州政府で税制があり複雑である。 

中央販売税：インド国内で州を越えて商品を売買する場合に課税。 
販売元が販売先から徴収して納税。 
通常は 2％だが所定のフォーマットがない場合は 10％。 

付加価値税：同一州内の取引で、販売元が販売先から徴収して納税。 
サービス税：中央政府により課税され、107 種類のサービスが対象。 

サービス受領者が提供者に上乗せして支払い。 
物品税  ：全インド統一税率で、国内で製造された製品に対し蔵出し時点で課税。

製造者が販売価格に上乗せして販売先から徴収し、納税。 
物品入市税：州や市を通過する際に支払う関税的な税金（(売買を伴わない物品の移動

にも課税) 
 

（６）道路事情 

 高速道路（ムンバイ～デリー～コルタカ～チェンナイ）の整備は進んでいるが、車の増 
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加が激しく追いつかない状況。このため慢性的な渋滞と事故や車両故障でスムーズな運行 

ができない状況にある。 

また、雨季（6～7 月）には冠水等による道路の寸断が発生する。主要道路は舗装されて 

いるが、路面に凹凸が多く高速での走行は困難である。 

 

（７）インド日本通運㈱の紹介 

設 立 ：2007 年 4 月 
資本金 ：４億ルピー（約７億円） 
従業員数：403 名（内日本人 11 名） 
支店・営業所：11 都市・23 拠点 

 
（８）所感（与安） 

 道路事情により物流のロスが大きくご苦労されている様子が伺えた。 

 今回、デリー、ムンバイを視察したがやはり渋滞はひどく、バスでの走行中、常に大き

な振動が伝わり、道路整備が追いついていないことを実感した。 

また関税をはじめとする税制の説明があったが、複雑であり初めての取引の際は慎重に

対処する必要性を感じた。 

 
 
７．日本貿易振興機構（JETRO）デリー事務所 

日 時   2 月 19 日 16 時 30 分～17 時 30 分 
所在地  4th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi 
面談者  副所長 川野 智成氏 

 
（１）一般概況について 
インドは人口約 12 億人、日本の約 9 倍にあたる 329 万 km2の国土に 28 の州と 7 の連 

邦直轄地から成り、21の言語が使われている。2025年には人口が14億人弱にまで増加し、

中国の予測人口とほぼ同等になると見られる。高齢化の進む中国とは異なり、インドは若

年層の多さを保ったピラミッド型の人口構成であり、豊富な労働力と旺盛な内需が続くこ

とが見込まれる。 
所得水準は、2000 年には 1,000 万人程だった上位中間層（15～35 千ドル未満）は 2020

年には 2.9 億人に増加し、またボリュームゾーンとなる下位中間層は 5,000 万人から 7.4
億人にまで増加し、外国企業のターゲット層が急速に拡大することが予測される。 
 インド経済は内需主導型で、低スペック・低コスト製品が市場では主流。植民地時代の 
苦い経験から、保護主義が根強く、地場企業が強い。国土の広いインド市場では均一の営 
業戦略は難しく、州ごとや階層ごとの戦略を考える必要がある。 
 日本とは 2011 年 2 月に経済連携協定（FTA）に署名、同年 8 月に発効している。ASEAN 
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や韓国とも FTA、EPA を結び経済連携を強めている。輸出比率は 25％と内需主導型であ 
り、ルピー安が続いているにもかかわらず輸出が少ないため、国民はメリットを享受でき 
ていない。代わりに原油などのコスト高を生じている。 
 

 
JETRO ニューデリー 川野副所長 

 
（２）マクロ経済概況 
インドはインフレや高金利政策、ルピー安から、経済成長の鈍化が続いている。インフ

レ率は 2011 年まで 2 桁推移していたことから賃金コストも上がり、現在ではタイと同水

準となっている。また、年利約 12%の高金利は、資金調達を行う企業には大変苦しい状況

である。 
輸出が発達していないことからルピー安の恩恵が受けられない一方で、石油などの輸入 

品の価格が上がり、企業コストを圧迫している。こうした要因から工業生産の成長は鈍化

しており、このためインド政府は製造業を強化する国家製造業政策を発表。GDP に占める

製造業の割合を、現行の 16%から 25%へ引き上げるため、次の 5 分野を重点的に支援する

ことを表明している。これにより 1 億人の雇用創出を目標に掲げ、外国投資の誘致や規制

の合理化等を実施するとしている。 

①労働集約産業（繊維、食品） 

②資本財産業（工作機械、重電機） 

③戦略的重要産業（航空宇宙、電子機器） 

④競争力を有する産業（自動車、製薬） 

⑤中小企業 
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（３）外国直接投資（FDA）概況 
インドへの進出形態としては大別すると次の 5 種類が考えられる。 

①現地法人 
②支店 
③駐在員事務所 
④プロジェクトオフィス 
⑤有限責任事業組合 

このうち①が一般的だが、インドは労働者寄りの政策をとることが多く、一度進出する 
と撤退することは難しい。例えば、100 人以上の解雇・解散には州政府の許可が必要だが、

実際には州政府は許可を出さないことが多く、撤退が長引くことがある。 
外資に関する規制については、各分野によって開放や規制が設けられており、 近では 

保険・年金の外資規制の緩和を閣議決定したが運用された形跡はなく、州政府の運用力の

影響と見られる。 
 
（４）日系企業の動向 
インドへの日系進出企業は、2012 年 10 月時点で 926 社にのぼり、毎年 100 社強増加し 

ている。進出先としてはグルガオン、マネサール、チェンナイ、バンガロール、ムンバイ

の順である。 近ではムンバイの投資コストが高くなり、周辺に移転する企業も出てきて

いる。 
 進出分野としては、自動車の他に家電、医療機器、医薬品、環境技術などの産業やサー 
ビス業の進出が加速している。また、 近の傾向として多くの業種で研究開発拠点設置の 
動きも見られる。 
 
（５）インドビジネスのポイント 
 ① 工業用地不足 

インドでは、土地の収用に数年を要する。改善のために新しい土地収用法案が内閣で

話し合われているが、法案が可決されるまでにはまだ時間がかかる。 
  JETRO では州政府と覚書を締結し、日本企業専用工業団地をラジャスタン州に 2 ヶ 

所、グジャラート州に新たに 1 ヵ所用意している。 
 ② 複雑な税制度、高い税率 

インドの通関は手続が複雑で十分な時間と準備が必要。輸出入業者は登録が必要で道

路運送許可がないと荷物を動かすことはできない。ライセンスの取得に時間がかかる

と荷物の保管料などが別途かかることになり注意が必要である。また、税関毎に対応

が異なる。 

完成品を輸入販売する場合、輸入関税から始まり様々な税金が発生する。FTA 等を利

用すれば基本関税は免除されるが、相殺関税や特別目的税など引き続き 20%弱の税金



－31－ 

が残る。税控除や還付制度はあるが複雑で、手続きは遅く、価格競争力の低下につな

がっている。インド政府は輸入関税の引き下げは考えておらず、長期的視点で見た場

合インド内での生産拠点の立ち上げを考える必要がある。 
インド日本商工会は 2012 年 2 月、インド政府に対し、税務の透明化・労働制度・イ

ンフラ整備を中心とした建議書を提出し、環境改善の要望をお願いしている。 
 
（６）質疑応答 
Q：韓国、中国企業のインド市場への参入状況はどうか？また、日系企業 926 社に対して、 

他国の参入状況はどうか？ 
A：韓国企業は、LG、SAMUSNG、現代自動車の大手 3 社グループ企業を中心に約 300 

社が進出している。1998 年にインドが核実験を行った際、日本企業は一時撤退したが、 
韓国企業はその間もインドで市場開拓を進め、現地ニーズを取り入れた製品をいち早く 
出すなどして市場を広げた。近年、日本企業が徐々にインド市場に参入していることを 
受け、インドを足がかりにアフリカ市場の開拓を始めている。 

 中国はインドとの国境問題の影響で、進出企業はまだ多くない。ハイアールなどの大手 
企業が中心で、おそらく 100 社は超えていないと思われる。しかし、中国はインド 大 
の貿易相手国で、インドの対中輸出金額が 250 億ドルであるのに対し、輸入金額は 500 
億ドル以上である。大幅な貿易赤字への対応策としてインド政府はインフラ面に中国マ 
ネーを呼び込む政策を打ち出し、中国政府と合意している。こうしたことから今後は中 
国企業の参入が進むと見込まれる。 

 
 
８．駐在員との交流会について 
 インド市場に係わり、より詳細な情報を入手するとともに、会員間の親交を深めていた

だくため、同国に進出している会員企業の駐在員の方にお集まり願い、市場の動向、法規

制、商習慣、さらには企業運営等について意見交換を行った。 
   

日 時  2 月 20 日（水） 
       情報交換会 16:00～18:00 
       交流会   18:30～21:00 

場 所  The Ambassador Hotel 

               Veer Nariman Rd. Churchgate Mumbai 400020 

駐在員出席者： 
大和製衡インド（ニューデリー）    社長 住吉 謙思氏 

    A&D Instruments India（ハリヤナ州） 社長 新井  力氏 
    イシダインド（ハリヤナ州）      社長 山田 隆康氏 
    チノーインド（ムンバイ）        社長 照井 克典氏 
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    チノーインド（ムンバイ）     Manager  斉藤 高史氏 
        日本精機インド（ハリヤナ州）General Mnager 星野 Toshio 氏 
    島津分析インド（ムンバイ）            社長 今道 仙也氏 
       〃   （ニューデリー）支店長・部長 松尾  譲氏 
       〃   （ムンバイ）      課長 郡山 邦彦氏 
     アズビルインド（ムンバイ）    副社長 鈴木  格氏 
     ㈱タツノ           製造部次長 森  勝弘氏 

 
苅谷団長から挨拶があり、代表団の自己紹介を行った後、駐在員から以下のような紹介

が行われた。 
 

住吉氏（大和製衡）：赴任して 2 年半が経過、質量計を販売している。インフラの未整備 
から外資企業が二の足を踏んでいる今がチャンスと捉えている。 

新井氏（A&D）：赴任してまもなく 5 年になる。30 年前にインドにいたことがあり、ヒ

ンドゥー語を話せる。電子天秤の輸入販売でユーザーはインド企業。2008 年に現地

法人として進出。 
山田氏（イシダ）；赴任して 7 年目、2007 年に現地法人化。食品工場向けに組み合わせ

はかり、台はかり、電子天秤を販売している。 
照井氏・斉藤氏（チノー）：1996 年に進出、2009 年に独資としてナビムンバイに本社を

置く。工場はダマンにある。照井社長は 1 年半、斉藤マネージャーは約 3 年の駐在。

インド人は、昨日イエスだったことが今日はノーになるなどやりづらい面はあるが、

日本人にはない発見や挑戦がある。 
鈴木氏（アズビル）：昨年 4 月に赴任。日本製の流量計、圧力発信器、温度計等を輸入販

売、生産拠点は置いていない。金額的に見合わないので時にはサードパーティ品を

使ったりして販売を進めている 
星野氏（日本精機）：マネサールに会社はある。自動車用スピードメーター、タコメータ

ーの販売でホンダ、スズキ向けが中心。駐在して 5 年程になる。 
森氏（タツノ）：1 昨年の暮れから 2 週間ごとの出張ベースで半駐在。 
今道氏（島津製作所）2007 年 6 月から赴任。インドは分析計装と医療の二社体制で、分

析計装から来た。45 年前からインド市場に入り 7 年前に会社立ち上げ。石油化学、

化学、ジェネリック医薬品。機械系は車、鉄鋼関係の検査機器。代理店の後方支援

業務が多い。 
松尾氏（島津製作所）：2010 年 11 月からデリーに赴任。直販部隊で材料試験機担当。 
郡山氏（島津製作所）：ムンバイに来て 6 ヵ月、海外駐在は初めて。分析機の販売を担当。 
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The Ambassador Hotel 会議室での駐在員との情報交換会 

 
 
（１）インド経済は鈍化傾向にあるが、計量機器関係の景況感はどうか？ 
○インド経済は 2010 年 8.5%、2011 年 6.5%、今年度は 5.5%の成長と鈍化傾向にあるが、

ユーザーの食品メーカーはどこも年率 15%～20%UP のポテンシャルを持っている。超

大手は目標を達成しているが中小はかなりブレーキがかかっている感がある。政府はイ

ンフレを恐れるあまり強行策を打てないでいたが、ここへ来てインフレ率が 9％程に下

がったこともあり金利を 7.75%に下げた。これによりようやく第 4 四半期から景気は立

ち直りを見せている。今年は 1 年を通してルピー安だったこともあり為替の影響をかな

り受けており、営業的には昨年の方が良かった。 
○為替がここ 2 年円高、ドル高、ルピー安となっている。7 年前は 1 ルピー2.5 円、2008
年は 3.2 円、2009～11 年は 1.3 円と 2.5 倍も変わった。販売はこの 7 年間、年率平均

25～27％伸びている。3.2 円から 1.3 円となったにも関わらず市場としての成長は続い

ており、インド全体の市場規模はかなり大きい。物流事情が悪いので地場ごとに物流出

来る範囲内で新しい工場を建設しており、この点が面白い。 
○今の為替は 1 ルピー1.7～1.8 円程度で 5 年前は 3.2 円、製品や部材を中国・日本から輸

入すると影響を受けるが、それで商売が半分になるかというと毎年 20 数パーセント伸

びている。 
○為替については、去年夏場が 安値で 1 ルピー1.4 円、現在は円安傾向で 1.7 円前後で

ある。ドルはここ半年 1 ドル 55 ルピー程と変わっていない。インド経済はドル決済が

多くドルレートの上下で為替を判断している。歴史的には 1 ドル 45 ルピー程度（1 ルピ

ー2 円台）が安定点であり、50 ルピーを切らないと経営的には厳しい。 
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○購買動向は景気に過剰反応するので落差が激しい。いい時は一番乗り目指して必要以上

に購入するが悪い時は必要な物でも買わない。リーマン後はすぐに立ち上がったが、こ

こ 2 年程は谷間であり、来年頃には上昇するのではと楽観している。 
○今のところ経済指標に良い材料は無いが、あくまでスローダウン中と捉え、15～20%か

ら 1 桁台は伸びている。設備投資は上昇傾向にあるが、計測、分析分野は 1～2 年先送

りされている。ルピー安による原材料のコスト増、賃金の上昇などで、インドメーカー

の利益率は圧迫され、営業に影響している。 
 

  
左から龍野副団長、森氏、今道氏、星野氏 左から山田氏、照井氏 

 
（２）海外メーカーとの競合状況について 
○販売先は欧米系企業向けビジネスをしているユーザーが多く、競合相手も欧米系のメー

カーが多い。これまでアジアメーカーは日本だけだったが、インド市場の高性能低価格

指向から徐々に韓国製、中国製が出回ってきている。ハイエンドの競合相手としては欧

米メーカーが依然多いが、こちらも韓国、中国の名前があがってきている。インド製は

値段が安すぎて競合できないし、性能的にも全くの別物と考えている。市場シェアを算

出する時は輸入品のみのとし、インド国産品は除いている。分光光度計など原理が簡単

な物で 20～30 年前のレベルの物であればインド国内で作れないことは無いが、今のと

ころ現地生産はしていない。ほとんど日本製、一部中国製で、欧米メーカーも同様であ

る。ローカル製造はしていない。欧米メーカーがシンガポールに生産委託してインドで

販売している事例はある。分析機器でインド製は無いが、シーメンスなどは医療機器を

インドで生産している。 
○為替について、欧米企業はユーロ、ドル決済である。我が社は当初円建てで決済してい

たが円独歩高の時に日系だけ苦しくなったことから、今はドル建てにしている。右肩上

がりの円高が続いた時、見積時と発注時で為替変動からユーザーが支払できなくなるこ

とがあった。欧米メーカーと差が出ないようドル建てで仕入れそのまま販売している。 
○中国製品は徐々に増えており、中国内で成功した製品をインドに持って来ているように 
感じる。 
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○商業用はかりはインド製、中国製が多い。しかしインドメーカーも中国のコストに対抗

できず OEM 調達しているのが実情であり、インド製にしてもかなりの部分は中国製部

品を使用している。中国製品はとにかく安い。当社製品は部品を集めただけでも中国製

の販売価格を超えてしまう。 
○物にもよるがインドで作ると高くつくものもある。板金は中国よりも高い。良い部材は

輸入時に関税がかかる。また、レーザーカット、加工、プレスなどの機械も輸入品で関

税が高いので、同じ機械で同じものを作っても中国よりコスト高になる。さらには日本

製と同じくらいという物も結構ある。 
 
（３）巨大企業、中小、零細、規模によっての景気はどうか？中国に比べるとすそ野はあ

まりないようなイメージがあるが？ 
○±1/3000 のはかりメーカーは中国では 200 社くらいあり、輸出もしている。インドの同

業は国内市場対応のみで輸出は聞かない。手作り感覚でローカルで製作しても国際レベ

ルには到達しない。また、安く作ったとしても物流が悪くその部分で一気にコスト UP
となり中国で製作する方がよほどマシと言える。 

○自動車業界向けに当社は、インド、タイ、ベトナム、インドネシアで生産しているが、

コスト面だけを見ればインドが一番安い。他国に比べユーザーの価格に対する対応が少

し違う。機械式メーターの部材は現地調達率 100%なので問題無いが、電子式は電子部

品を輸入しておりドルでも円でも為替リスクにより価格変動が生じる。半年～3 ヶ月に

1 回為替変動に応じて納入価格をシステム対応で変更している。2007 年に 3.2 円、その

後 2.5 円→1.4 円→1.7 円と推移しているが、4～9 月までの平均を翌半年に適用する。

見積時為替レートを自動で補正する。一時期はルピーが強くなったので、ユーザーにと

っては価格が下がる方向だったが、リーマンショックを境に円が独走し、ドルも上昇、

ルピーは暴落で、ここ 1～2 年はこれまでのように価格変更を認めてくれなくなった。

逆に輸入品の代替品が現地にないかなど厳しい査定が入ったりするようになった。 
○欧米メーカーは工場だけでなく開発・設計もこちらに活発に移転し始めている。当社は、

香港事務所で開発したものをインドをはじめとする各国工場に配布している。 

  
左から斉藤氏、苅谷団長 左から森安氏、中山氏、早川氏、新井氏 
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（４）日系企業の経営状態について 
○当社が関係する公認会計士の 1 昨年前の情報によれば、進出企業の 8 割方が単年度では

赤字と聞いている。まだ進出の歴史も浅く、5～6 年の長期ビジネスモデルを持って進出

してきていることも一つの要因と考えられる。特に車関係は長期ビジョンのもと進出し

ている傾向が強い。 
質量計業界は 8 割方が赤字ということはない。メトラー、ザルトリウス、ビゼルバは毎

年順調に売上げを伸ばしている。 
 
（５）インドでの同業者との競争、コピー商品について？ 
○ハイエンド品は欧米メーカーとの戦いであり、ローエンド品はローカルメーカー、欧米

メーカーのローエンド品、さらに中国品との競合となり、かなりの激戦である。 
 
（６）インド人は IT に長けておりソフトに強いというイメージがあるが？ 
○バンガロールを中心とした IT 産業のソフトウェア産業は強いと思う。 
○いくつかの大学を訪問したが、教育施設のレベルは低く、特に実験器具が不足している。

レベルは大学で日本の高校以下と思われ、我が国とはかなりギャップがある。 
○純粋に PC ソフトだけでハードがいらないのであればインフラの足かせがないから良い

が、我が業界のような装置をコントロールするロムとファームウェアの関係では、いい

ハードウェアがないとソフトが生かされない。ハードウェアが未発達なのでこの分野で

はインド企業は目に見えて来ていない。バンガロールでは欧米企業の機器にソフトウェ

アを組み込むものについては制作が進んでいる。理工系頭脳は強くポテンシャルはある

ので上手く使えれば良いが、ハードウェアが貧弱で光ることができる人が光ってこない

のが現状。 
 
（７）法律体系がわかりにくいと聞いているがどうか？ 
○キーワードとしては「法体制に整合性が無い」ことである。行政は縦割りで各種法律を

整合すると全く矛盾するものが存在する。税金に税金がかかっていたりするし、州ごと、

都市ごとにも税金がある。マハラシュトラ州には輸入関税とは別に都市ごとに持ち込み

税があったりする。5%くらい余計に払わないといけない。一旦持ち出して戻すと多少減

免されたりするが、それでも 10%払わなければいけない。他の州にこれはない。インド

共和国だが共和国と言うより合衆国のように思える。 
○運用が厳密になされていない。チャージはするが還付は遅い。法を決める人と現場で運

用する人の意思疎通がなされていない。法律が無いのかなと思えば法律は日本より多い

くらいある。道路事情にしても、赤信号を無視しても取り締まらない。しかし道路交通

法はかなり細かく規定されている。 
○会社の法律関係でコンサルタント契約したことはないが、経理事務関係は現地スタッフ

で 20 年程の経験を持つ人が担当しており、外部に聞きながら事務を行っている。 
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（８）計量計測機器の検定制度の運用について？ 
○検定用はかりは事前に型式承認を受ける必要があり、検定時、さらには販売後も検定ス

タンプは必要である。当社の型式承認はハリアナ州で登録している。州の検定局に申請

して、ハリアナ州から 終的には消費者・食糧・公共配給省で行っていると思われる。 
○個々の検定は州で行うが、運用は州ごと、担当官などによって異なる。A 担当官は OK
だが B 担当官は NO ということは良くある。検定品は検定局に持ち込むか、工場で検定

を受ける。小ばかりは現地でスタンプ、大きい産業用計量機に関しても現地のスタンプ

は必要である。ラボなどにあるはかりは検定印がなくてもうるさく言われないが、消費

者保護の為リテール用のはかりについては厳しく見られる。事務所に日本から持ち込ん

だ郵便物用はかりを置いているが、ノーアポで検査局検査官が来た時、販売用はかりで

はないかと文句を付けられたことがある。露店の八百屋はまだメカ式はかりで、分銅が

石ころだったりすることもある。 
○トラックスケールなど大型ひょう量のはかり検定では、必ずしもひょう量まで分銅を積

んでいないと聞いている。正確な数字は不明だが 10%くらいという話しもある。 
○法律は適正には運用されていない。また、法律のボリュームは多いがグレーな部分も多

く、担当官の裁量が大きい。 
 

  
左から与安氏、松尾氏、住吉氏、郡山氏 左から鈴木氏、山崎氏 

 
（９）工場建設について？ 
○工場建設の許認可申請書類を提出しているがなかなか許可がおりない。ひとつずつ処理

する必要があるのはわかるが何故こんなに時間がかかるのか理解できない。ローカル企

業との約束も同じで、今日届くと言ったことが良くて来週くらい、工程管理を組んでも

管理はしない。 
○現地化して安いものを作りたいが、電子部品は EMS のメーカーが無く、上手く行かな

い。IT 頭脳はレベルは高いがものづくりになるとまだ時間はかかりそうである。メカに

関してはいろんな産業があり安く調達できることがわかってきた。 
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（10）部品により現地調達と日本からの輸入に分けていると思うが、労働コストは安いも

のの裾野産業の発展はまだであり、物流が悪く輸入関税も高いとなると現地生産の

意味はあるのか？ 
○人件費はどんどん上昇している。鉄鋼、アルミ加工など裾野産業については高度な物は

要求できるレベルにない。ただ未整備であるがゆえに面白い市場と考えている。リスク

があるからチャンスがあるとも言える。 
 
（11）人事管理などについて 
○東南アジア諸国に比較し市場の製品価格は安く、中国に比べても安いが、人件費は高級

職になると高い。インド人を社長として雇ったが、日本商工会資料にある月額 18 万ル

ピーの倍以上を払っている。 
ただ 近、需給バランスが変わりつつある。離職率、賃金闘争はタフで無くなってきて

いる。離職についてはタイトルを上げるといなくなる。 
○人事管理は大変である。3 年くらい昇格しないと辞めてしまう。かといって下手に昇格

させると勲章となり別の会社に移ってしまう。 
○実力と給与が釣り合っていない。他社の募集待遇条件は総じて高く、我が社も同レベル

にしておかないとすぐに辞められてしまう。 
○2～3 年で転職、ジョブホッピングしている人が多い。日本から人材紹介のパソナ、リク

ルートも進出しているが、これら企業が紹介する人物は間違いは少ないが要求賃金は高

い。 
○若い人は外資系企業を希望する人が多く、ローカルと外資系では給与体系が違い、ロー

カルな同業他社の給料は安い。外資の営業系は土日休みでローカルは 1.5 日休み。同じ

給料をもらっても時間当たりの給与に差がつく。 
○ジョブホッピングすると 20～30%給与は上がっている。採用時、前職給与の 50%は吹っ

かけて来る。だいたい 20%くらいで落ち着くような感じである。 
○上級職に行けばいくほど人材が少ない。アシスタントマネジャークラスは見つけやすい

がそこから上はいくら面接してもいい人が見つからない。給料もすごく高くなる。 
○日本人には会社への帰属意識があるがこちらの人は無い。スキルが上がったのに給料が

上がらないのはおかしいという考え方。当社では 2 人日本でトレーニングしたが帰国し

てから 1 ヶ月もしないで辞めてしまった。 
 
（12）インド特有の経験について？ 
○我が社はムンバイに本社、チェンナイに支店がある。去年 5 月、日本にいるインド人

開発者が帰国するにあたり、改めて現地採用した。その人はソフト開発者であるため、

会社としてはムンバイ勤務の方がメリットはあったが、家族がチェンナイなので一旦チ

ェンナイに戻し、その後、ムンバイに戻すようインド人社長に指示した。しかし社長は

その指示をソフト開発者に出さなかった。理由はソフト開発者を含め家族全員がヒンデ
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ィー語を話せなかったことによる。インドでは言葉も通じないところへ家族を帯同して

の勤務は考えられないという。州が違うと国が違う。州が出来たのは言葉の違いという

説もある。 
○州と言語は一体化している。公用語はヒンディーと英語であるが、公用語としてヒンデ

ィーが喋れないのはマイナスになる。ビジネスでは英語、ローカルの暮らしはヒンディ

ー語かローカル言語という使い分け。 
○英語を話す人口は 4 割ほど。読み書きとなるともっと低い。不自由なくコミュニケーシ

ョンできるのは 5%くらいでないか。 
○採用は英語とヒンディー語を条件としており、マネージャークラスは＋ローカル言語を

必要条件としている。採用時カーストについては聞かず無視しているが、名前の特徴や

職歴などでカーストと出身はわかる。 
○カーストは無視しているが事務所ではバラモンが 9 割。 初いろいろなカーストが混じ

っていても 終的には固まってくる。学歴が高い人はカーストも高い傾向にある。 
 
（13）食の問題について 
○着任時に言われたことは、常にいろんなことに準備しておけということであった。特に

停電、断水、食糧関係である。着任時大量の生鮮食品を持ち込んだが翌日からの二日間

の停電で肉は腐ってしまった。 
また、東日本大震災時、日本から EMS で送った食品が放射線チェックの対象になると

ムンバイ政府から言われた。到着してから二週間経っても出て来ないので EMS センタ

ーに行ったところ、大量の日本食品が放置されていた。結局、自分で放射線研究所に持

ちこんだが、全部の食品について（米、お菓子、おつまみなど）100g ずつ渡せと言われ

辛い思いをした。 近は日本の会社側に協力してもらい手に入りやすくなったので安心

している。 
ナビムンバイにいるのでムンバイの日本人会でどういう生活をしているのか聞く機会が

少ない。現地の肉は大丈夫か？など不安を抱えながら 2 年間過ごしてきた。奥さんは毎

日不満を言う。暇つぶしのグッズ（ヨガ、英語、編み物）を日本に戻るたびに持ってく

るが一日中家にいると飽きる。ようやく 近は他社駐在員の奥様達と知り合いになり外

出したりしている。 
○ムンバイとデリーとでは環境が違う。自分のいるデリーは天国と言われる。日本食レス

トランが 5～6件ある。他に日本人相手の店も何軒かある。ムンバイは 2～3軒しかない。

視察団がお昼ご飯を日本食レストラン「幸福」で食べたのは予想通り。あとはタージマ

ハルホテルの高級日本レストランくらいしかムンバイには無い。ムンバイは食事が大変。 
○食糧を持ち込むとき、入国の税関では段ボール箱に入れてあると必ず開けられ中身の説

明をさせられる。ビジネスマンらしい恰好をしてスーツケースに入れて行くと通しても

らえる。ただ、事前に X 線を通しているので、怪しいスーツケースにはチョークを書き

入れているのでそういう場合は消している。 



－40－ 

等々、話しは尽きることなくあっという間に 2 時間が経過した。その後の交流会を含め、

仕事に関することだけでなくこちらの生活全般を含め貴重な話を聞くことができ、充実し

た情報交換会であった。 
 
 
９．日本貿易振興会（JETRO）ムンバイ事務所 

日  時  ２月２１日（木）10:00～12:00 
対応者  部長 飯田 康久氏 

 

 
JETRO ムンバイ 飯田部長 

 
（１）「インド経済事情とビジネス環境」全般について 
・インドでビジネス展開を図る場合は、どこで（どの州）ビジネスを行うか明確にして

おくことが重要。それによってコストも違ってくる。 
・インドでの販路開拓は、複数の代理店を置くことがポイント。 
・インドの多様性は次の通りである。 
   北部と南部とではインド人気質が異なる。 

州によって言語が異なる（ヒンディー語、タミル語等）。 
食習慣が異なる（禁酒、ベジタリアン等）。 
宗教が異なる（各地域により信仰対象が異なる）。 

・進出先としての候補は、デリー、ムンバイ、チェンナイ、バンガロール等が中心。プ

ネも有力、多くの欧米企業が進出する製造業の集積地（自動車、IT 関連など）。 
・進出目的によって適所が異なる。 

1）日系企業を対象に進出する場合 ⇒ デリー 
輸入に係わるライセンス手続きが必要となり申請する行政機関がある。また、
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インドへ進出している日系企業の半数以上がデリー及びその近郊に本社を置

いている。 
2）インドマーケット開拓の為に進出する場合 ⇒ ムンバイ 

港湾設備を持つムンバイは、インド企業の多くが本社を置いている。ムンバイ

に拠点がないと仕事の進み方が遅い。交渉に際しては可能な限り役職上位者と

交渉することが大事。 
3）輸出拠点として進出する場合 ⇒ チェンナイ 

大型港湾施設を持ち、原材料・部品を持ち込んでチェンナイで加工、アジア、 
中近東、アフリカ地域に輸出する。製造コストが安いこともあり製造業が集積 
している。ただし、インフラが未整備な土地柄のため他州への陸送はコストが 
高くつく。 

・インド進出に際しては、どの地域でどんな層をターゲットに事業活動をするのか、イ

ンドを一括りではなく、地域、個別ごとの明確な戦略が必要。 
・物流事業が悪いこともあり、各州それぞれが独立しており、また、州毎にライセンス

の種類、内容、手続きが異なる。日本のように一つの国として捉えると対応できない。 
・インド政府発表の統計数字だけで判断するとミスリードとなるリスクが有る。州政府

の権限が強く、中央政府の管轄範囲とは異なり、実態は必ずしも中央政府の統計数字

とは一致しないケースがある。 
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（２）質疑応答 
Q：インドの人口統計についても発表と異なるのか。 
A：どこまで正確かは断言できない。当然ながら路上生活者等については把握されていな

い。不法入国者も多いのが実態。 
Q：日本企業としては何をベースにインドを評価すべきか。 
A：具体的な進出先を明確にした上で、そこに集中した情報収集が大事となる。調査会社

等を活用する場合もターゲットを絞った調査が重要と考える。 
Q：良いパートナーを見つけるにはどうしたらいいか。 
A：現地での JV 成功率は 50%以下。そもそも良いパートナーを見つけることが良いこと

か再検討することも必要。インド企業はオーナーシップが強く、目標未達となった場

合、日本側に責任追及するケースが多い。訴訟となった場合、判決までの時間の浪費、

訴訟コストの増大が予想される。 
特定のインド人を過信することは危険。インド企業への製品販売についても、経営サ

イドは新しい製品・技術を欲しがるが、現場サイドでは使いこなせないといったケー

スも見受けられる。 
Q：撤退企業は多いのか。また、撤退時のコストはどの程度か。 
A：現状、撤退企業は少ない。そもそも 2009～2010 以降の進出が多く、問題となるの 

は今後と思われる。 
Q：経済特区等は存在するのか。 
A：外資奨励としての「SEZ」は作ったが入居が少なく再編しているところ。工業団地に

ついては政府誘致、民間ディベロッパー、両者合併の３形態がある。政府系の場合は

地図上の区割りのみ（但し場所はいい）、民間系の場合は整備されているがコストは高

い。 
 
（３）所感（斎藤） 
インドビジネスの一般論ではなく、現地に駐在する日本人の視点から貴重な意見を聞く 

ことができ、今後のインド進出を検討するにあたり大変有意義な成果が得られたと考える。 

特に市場としての今後のインドは魅力が大変大きく、未進出の日系各社において有力な進

出先のひとつとなることは間違いないと思われる。 
一方で、法的リスクやインフラ面の脆弱性等も大きな障害であると共に、進出に際して 

の自社の経営戦略の明確化が極めて重要となることを改めて認識することができた。 も

重要な点は、進出目的の明確を図ること。市場性の魅力に惑わされることなく、自社にと

ってのターゲットを明確にし、それにより進出拠点を検討することが極めて重要になるこ

と。また、良いパートナーを見つけることが、必ずしも成功には繋がらないと認識できた。

このような環境下において、安易なインド進出は撤退コストの増大等、経営的ダメージが

大きいと考えられ、進出に際しては明確な経営戦略と長期的視点に立脚した進出計画の策

定が必要不可欠であると考察される。 
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１０．所感 
【永見 祐一氏】 
今回の消費者局法定計量部門との会合は、昨年 10 月にルーマニア・ブカレストで開催

された OIML 総会（国際法定計量機関総会／４年毎）にてインドの代表として出席してい

た Dixit 氏と日本の代表団（経産省・産総研）が面識を持ったことをきっかけに実現する

運びとなったものである。インド側は消費者局次長まで会議に参加してもらえるなど、ハ

イレベルでの対応を受けたことは、日本企業に対するインドでのビジネスを期待する表れ

であるとも考えられる。また Dixit 氏自ら日本の産業界のメンバーに対し「困った際は直

接の相談を遠慮なくしてもらいたい」等のコメントがあったことは、州政府から難しい対

応を求められている日本企業にとっては心強いものだろう。初めての訪問として実質的な

課題についての話し合いができたことは、想定以上の成果があったものと思われる。 
 またインドへの投資環境については、インフラの未整備、複雑な税制、州政府の権限が

強く州毎に異なる法律の運用、厳しい生活環境など決して良いものではないが、今後拡大

していく市場、豊富な労働者、アフリカ市場を見据えた将来性などを勘案すると日系企業

としては今後も投資するにあたっては魅力ある市場と考えられる。他方でインフラの状況

を把握し、ビジネス戦略を十分に詰めて投資しなければ大きな失敗となるリスクが大きい

ことも事実。これだけの巨大マーケットにこれまであまり投資がされてこなかったのは数

値では現れない様々な特殊性が影響しているものということが今回のインド訪問を通じて

少しでも理解できたことは意義があったと思われる。 
 現地に進出をしている企業の社長が「これだけのリスクがあるから投資する価値がある

のだ」と言っていたことは何とも頼もしい言葉である。 
 
 
【早川 亘氏】 

ナマステ！ 

チャイナ＋１の次はインド、と 近インドは脚光を浴びつつありますが、果たしてどん

な国なのか？私は一般常識的なことくらいしか知りませんでした。弊社としては今のとこ

ろ何の関わりも無いので迷いはしましたが、

時代の流れについていく為の貴重な機会を

逃す手は無いと考え、参加させていただき

ました。 

 衛生状態が良くないと聞いていましたの

で、予防接種を短期間で受けられるものは

受け、胃腸薬も医者で処方してもらい万全

を期して参加しましたが、予防接種は約一

週間程度の視察旅行では必要性を感じませ

んでした。野良犬（写真①）がそこらじゅ ① 野良犬 
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うで昼寝していて狂犬病は気になりましたが、吠えている犬が珍しいくらい大人しく、怖

さを感じることはありませんでした。 

 2/16 にデリーの空港に到着してまず思ったのは、季節が冬だからか気候が涼しい、とい

うことでした。暑いイメージしかなかったのでこの気候は少し意外でした。空港は整備さ

れており、大きな象の像（写真②）が飾ってあり、インドに来たことを実感することがで

きました。バスでホテルに向かいましたが、振動のひどさには閉口しました。道の舗装状

態の悪さと車輌のサスペンションの固さで乗り心地は今まででワーストクラスでした。ム

ンバイに行った時、窓に大きく“AIR SUSPENSION”と書かれているバス（写真③）が走

っていたくらい、乗り心地の良いエアサス装着車は珍しいそうです。 
 

  
② 象の像 ③ エアサスバス 

 
 街中に出るとインド特有の物が目につき始めました。タクシー代わりのオートリキシャ

(Auto Rickshaw、写真④)は私は存在すら知りませんでしたが、たくさん走っており、し

かもそれが日本の人力車が起源であることは驚きでした。人が直接引く人力車はさすがに

見ませんでしたが、自転車で引くリキシャ（写真⑤）は普通にありまして、後日体験する

ことができました。インドは日本と同じ左側通行で、デリーの道路は、ラウンダバウト（写

真⑥）の存在が特徴的です。この道路整備は旧宗主国イギリスの影響を受けていると言え

ます。私はイギリス滞在時に、車の運転をしておりましたので非常に懐かく思いました。 
 夕食で早速インド料理にお目にかかりました。カレーの種類がとにかく豊富で、どれも

美味しいのですが、中には非常に辛いものもありました。その後もインド料理店では似た

ようなカレー料理ばかりでしたので、旅行会社さんの方で和食、中華、イタリアンなどバ

リエーションを持っていただけたのは助かりました。でなければ食事面はかなり厳しかっ

たと思います。ちなみに胃腸の弱い私はナマ物とジュースの氷は絶対に避けるよう心掛け

ていました。 
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⑥ ラウンダバウトの標識 

  
④ オートリキシャ ⑤ 自転車で引くリキシャ 

 
 2/17、展示会訪問。開催場所は Pragati 
Maidan という大きな展示会施設で、何

故か入館パスを入手するまでに 2 時間近

くかかるというハプニングが発生しまし

た。その間パス無しで出入りして良いと

事務局は言っていたものの、時折出入口

でパスの提示を求められ困ることがあり

ました。会場内の道を歩いていると野生

のリスがチョコマカ走っており、気持ち

を和ませてくれました。インド視察期間

を通して都市部で野良犬、野良牛、野良

猿を目撃しましたが、野良猫だけは見ま

せんでした。 
 展示では、韓国が非常に積極的な展示をしており、サムスン、ＬＧ、ヒュンダイ、ポス

コなど名だたる大企業を中心に、中小企業を引き連れ、入り口では大きなディスプレイで

韓流スターが歌って踊っていました。GDP の貿易に占める割合の高いお国事情もあろうか

とは思いますが、こういった国を挙げての組織的な海外展開は日本も見習わなければいけ

ないのでないかと感じました。 
 2/18 は今回の視察 大のヤマ場。まずはデリーの日本大使館に訪問して経産省出身の一

等書記官の深宮様からインド情勢及び日印関係のご説明をいただいた後、消費分配省と

NPLI を訪問。この日は全て経産省計量行政室の星野室長・永見様のお力により実現した

訪問でした。詳細は割愛しますが、やはり官民力を合わせて攻めるのは大事なことである

ことを強く認識させられた訪問でした。インドで既に事業を行われている駐在員の皆様方

には非常に心強いご支援でなかったかと感じております。今後インドと日本の計量計測分

野での交流が深まっていくことを期待したいと思います。NPLI では非常に丁寧にラボの

見学をさせていただきました。事前会議の時に私が希望した、質量ラボ（写真⑦）見学も
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⑦ 質量ラボ内 

実現し、非常に興味深い見学となりました。ちなみにインドは 57 番の原器を保有してい

るそうです。校正技術も国際的な比較校正プログラムに参加した中では優秀であると自慢

しておられました。 
 2/19 以降は JETRO 訪問と現地駐在員の方々との面会が中心となりました。Incredible 
India というのがインド政府観光局から配られている冊子のキャッチフレーズになってい

ますが、お話を聞けば聞くほど相当別の意味で Incredibleな国であることがわかりました。

その詳細は私が別途報告させていただ

きます会員企業駐在員との情報交換会

報告欄ご覧ください。 
 2/21 はムンバイで JETRO を訪問し

た後の市内観光時に、A&D インド駐

在の新井様から教えていただいた医療

や理化学機器等の販売店舗が並ぶプリ

ンセスストリートを見学する目的で、

市街地（写真⑧）を少し歩くことがで

きました。新興国では市街地に出ると

車のクラクションがそこら中で鳴りまくり、道路の横断は危険でいっぱいですが、ここイ

ンドも例外ではありませんでした。途中、カゴを担いで街頭で歩きながら果物の販売をし

ている人が、道端に座り込んでいる姿が目に入りました。ベトナムでも同じような人がお

り、そういう人達が秤を持ち歩いていることを知っていましたので、インドでも、と思い

確認したところ、やはり手で持って計量する天びん（写真⑨）を持っていました。日本で

はもう使われない秤ですが、まだこのような秤が使われているということがわかりました。

これならばね式の手秤の方が便利かなと思いました。 
 

  
⑧ プリンセスストリート ⑨ 路上での計量天びん 

 
 その他スケジュールの合間や 終日に観光施設を数か所見学することができました。さ

すが世界 古のインダス文明から続く歴史ある国です、何世紀も前に立てられた建造物は
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非常に迫力があり、心より感動しました。観光でいろいろな史跡を見て回るツアーに参加

したら面白いと思います。 
 とりとめもなくなってしまいましたが 後に、苅谷団長様はじめ計量行政室の星野室長

様、永見様、産総研の根田様、計工連の堀井常務様他参加者の皆様方には大変お世話にな

りましてありがとうございました。本当に良い情報収集の場になっただけでなく、皆様方

と楽しく約一週間の行程を過ごせたことは良い思い出になりました。この場をお借りして

深く御礼申し上げたいと思います。 
 
 
【与安 光晴氏】 
初めてのインド訪問で、短い期間でありましたがインド市場や駐在員からの生の情報を

得ることができてとても有意義な体験になりました。 
訪問前の 1 月末にインド経済セミナーを受講し、ある程度の情報は入手していましたが、

やはり現地に出向くとインドの実態を実感しました。 
まず、街中のクラクションの騒音、野良犬や牛たちが街中で闊歩し、道路際には屋台で

花や飲食物の販売、とにかくにぎやかで雑多な印象でした。 
整備されていない道路、日常茶飯事に発生する停電などインフラ面はお世辞でも充実さ

れているとはいえません。 
それでもまだまだ経済が成長し、購買層が大きいインド市場は魅力的であると思います。 
今回、インドの行政関係のスタッフ、JETRO、インドに進出している日本企業の方々に

お会いし、インド市場、行政、慣習、人柄などいろいろな情報を教えていただきました。 
日本からの駐在員の方からは日常生活でご苦労話されているお話、特に食事などは大変

で、定期的に日本や、タイなどから食材を仕入れ対応されていることや、インドのスタッ

フとの接し方では、なかなか仕事の約束期限を守ってもらえずご苦労されているお話など

日本流での仕事のやり方ではうまくいかず、慣れるまで大変であったとのこと。 
また、インドという１つの国ではありますが、州により言葉、文化が違い各々の対応を

行わなくてはならないなど、日本との違いも実感しました。 
JETRO の方からのお話しでは、進出の目的によって選ぶ地域が異なること、目的を明

確にして地域を選ばないと失敗するなどいろいろと情報もいただきました。 
今回の訪問でいろいろな側面でお話を伺いましたが、インドは奥が深く、まだまだ理解

のできている部分はほんの一握りであると思います。 
現在、会社自体もインドとの交流は少なくビジネスに結びついていませんが、日本から

の進出を歓迎している気持ちが伝わり、苦労はしても将来に期待がもてる市場であると思

います。 
 後になりましたが今回の企画を行っていただいた計工連の皆様、インドの行政機関へ

のパイプを作っていただいた経済産業省、産業技術総合研究所の皆様、また団をまとめて

いただいた団長、副団長および団員の皆様にお礼を申し上げます。 
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