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 司会 皆さま、お待たせをいたしました。それではお時間でございますので、第 2 部｢日

印パートナーシップの更なる深化に向けて｣につきまして、まず、駐日インド大使ディー

パ・ゴパラン・ワドワ閣下にご講演をお願いいたします。それでは、まずワドワ様のご経

歴について簡単にご紹介をさせていただきます。 

 ワドワ様は大学で英文学をご専攻された後、1979 年 7 月、インド外務省に入省。1981

年 9 月から香港、北京、ジュネーブ、北京の書記官を歴任。2002 年 1 月、インド外務省

国連経済社会局局長。2005 年 2 月、駐スウェーデン、ラトビア大使。2009 年 3 月、駐カ

タール大使。2012 年 8 月、駐日インド大使にご就任されました。 

 それでは、ワドワ大使、よろしくお願い申し上げます。どうぞ皆さま、拍手でお迎えく

ださいませ。（拍手） 

 ワドワ大使 皆さん、こんにちは。今日はお招きいただきましてありがとうございます。

公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団セミナーの皆さま、ありがとうございます。 

 今日は急速に成長するインド市場に対してお話をしたいと思います。廣富様にも御礼を

申し上げたいと思います。そして仁井裕幸様、今日開催をいただきました皆さまにも御礼

を申し上げたいと思います。土屋様、素晴らしいプレゼンテーションをいただきました。

感謝申し上げたいと思います。 

 プレゼンテーションの中ではインドにおける将来性等とさまざまな課題についてお話を

いただきました。とてもよくバランスの取れたプレゼンテーションだったと思いましたし、

このような機会を頂いたことを大変うれしく思っております。そして皆さま、今日はお越

しいただきましてありがとうございます。インドに関するプレゼンテーションをお聞きい

ただいたということで、大変うれしく思っております。 

 われわれは、なぜインドなのかということだけではなくて、「イエス、インドなのだ」「イ

ンドにこそ投資をすべきなのだ」ということで、いま話を進めております。その中でどの

ような問題がありどのような課題があるのか、どのような機会があるのかということをお

話したいと思っております。 

 今日は素晴らしい機会であると思います。偶然にもこのセミナーが行われる今日この日、

とても大切な政策の声明がモディ首相からなされます。それは、インドで作ろうという「メ

イク・イン・インディア」という政策で、つまり、インドに製造業を呼び込もうという政

策です。 

 皆さまもご存じかもしれませんが、サービス業がいままでわれわれの GDP を引っ張っ
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てきました。インドにおける GDP の中で、製造業以上の数字でサービス業が大きな部分

を占めています。しかし、雇用を実際に生み出すのは製造業であり、大きな市場、輸出が

必要なのは製造業であり、製造業こそが今後のインドの経済を引っ張っていくものだと思

っているのです。 

 私のスピーチの後ではマハジャン総領事からも話があると思いますが、この政府が 100

日間でどういったことを行ってきたのか。メイク・イン・インディアとは何なのか。また、

どのようなことが今後のインドで期待されるのかについてお話をすることになっておりま

す。 

 次にインドと日本の関係についてです。インドと日本の関係は非常に長い歴史がありま

す。文明、文化の面でも非常に大きな交流を日本とインドは続けてきました。しかし、こ

の関係を振り返ってみますと、今ほど幅広く、深い関係を構築できたことはかつてありま

せんでした。したがって、いまは非常に歴史的な瞬間にあると思うのです。インドと日本

の関係は、いま非常に良い状況にあるということです。 

 理由はいくつかありますが、その中でも最も重要なことは、インドと日本はアジアにお

ける大国であり同じ価値観を共有しているということ。つまり民主主義と、世界をどのよ

うに導いていきたいのかという価値観。法的国家、法治支配、平和と繁栄のためには何が

必要か、人々のためには何が必要かといった価値観を共有しており、だからこそ日本とイ

ンドは今このような素晴らしい関係にあるのです。 

 この素晴らしい関係の結果、どのようなことが現在行われているのか。2000 年以降、森

元首相はインドと日本との関係をさらに発展させようという意図を持っています。そして

インドと日本の関係は、現在幅広くなってきています。2006 年にわれわれは、いわゆる戦

略的グローバル・パートナーシップを構築しました。これが何を意味するのか。われわれ

はお互いに 2 国間で今後も友好を深めるだけではなく、アジアの国々、世界の国々に対し

て貢献をしていきたい。そして 2 国間の関係をさらに強力にしたいと考えています。 

 おそらく三つの柱があると言えるでしょう。一つ目が政治的な政略関係。そして二つ目

が経済的な関係、三つ目が草の根の関係ということができるでしょう。今日は私のほうか

らは、おもに経済的な関係についてお話をしたいと思っています。 

 というのは、政治的な関係ということで言えば、日本とインドは非常に素晴らしい関係

を構築することができてきました。どのような紛争も 2 国間にはありません。歴史的、文

化的、領土、そういった問題は一切ありません。そして両国ともアジアにおける非常に大
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きな経済大国でもあります。また、インドでは首相が日本の首相と毎年会うという取り決

めをしています。このように年 1 回の首脳間サミットを持つのは日本だけです。 

 この 2 国間の過去 15 カ月間を振り返ってみましょう。過去 15 カ月間において、2 人の

インドの首相が日本を訪問しました。日本からは天皇・皇后が 2013 年の 11 月、12 月に

インドにお越しくださいました。2014 年の 1 月初頭には安倍首相がインドを訪れました。

これは共和国記念日のゲストとしてお越しいただいたもので、日本の首相が共和国記念日

でチーフゲストとして訪れるということは歴史上でも初めてのことでした。 

 そしてインドでは選挙が行われ、新しい政府が発足して、新しくモディ首相が就任いた

しました。首相は日本のことをよく知っていて、今まで 2 回、日本を訪問しています。首

相の政策が、これまで多くの日本企業を引きつけてきました。そして、日本の企業がこの

地域に多くの投資をし始めるきっかけをつくりました。これはインドにとって、世界の人々

にとっても大きな希望を与えるものでした。 

 グジャラートで行ってきたことはインドにおけるビジネスフレンドリーな場所であり、

そのために政策が変わり、多くの投資を引きつけてきました。非常に多くのインドの強み

を生かせることができるものでした。また、安倍首相とモディ首相は非常に友好を深め、

モディ首相は日本を初めての訪問国として選びました。南アジア以外では初めて東京を訪

れたいということを発表したのです。こういったことを 100 日の間に行ってきて、5 日間

にわたって日本を訪問しました。 

 先ほども聞きましたように、いくつかの大きな声明が両国から出ています。まず始めに、

両国が 2 国間の関係をさらに高めていくことで合意しました。特別戦略グローバル・パー

トナーシップとして高めていくことが合意されています。声明として 2 点目ですが、日印

投資促進取り組みを行う。先ほどからも聞きましたように、インドにおいて操業している

日本企業の数を、この 5 年間で倍増させることを決めています。また、官民両方合わせて

3.5 兆円の投資をこの 5 年間に計画しています。 

 これらは目標に過ぎませんけれども、それでも非常に魅力的な目標であり、達成可能で

あると感じています。両国の人々と企業が力を合わせれば、また、インドが適切な政策を

行って日本の投資を引きつけることができれば、達成は可能だと思っています。 

 インドでなぜ日本の投資が必要なのか。もちろん 2 国間は相互補完関係にあります。大

きな市場と人口。日本は逆に人口が減少している。他にもいくつか理由があります。技術、

日本の持つテクノロジー。インドはこのテクノロジーを吸収するだけのキャパシティがあ
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ります。 

 インドの魅力は上昇気流にある中流階級が拡大していることです。さらに継続的に輸出

中心産業のハブになりつつあります。インドの市場も魅力的ですけれども、インドそのも

のが輸出のハブとして材やサービスの輸出の機能を果たすことができるということです。 

 この一番良い例が自動車産業です。皆さんはスズキ株式会社のインドでの事業について

はご存じかと思います。スズキ自動車はインド市場の 40％のシェアを占めるのみならず、

インドで製造をし、東南アジア、西アジア、アフリカ、その他世界中にインドから輸出を

行っています。説明してきたとおり、このように 2 国間の関係は多様化しています。 

 モディ首相が訪日したときに、さらに六つの主要な分野での合意がなされました。まず

一つは医療産業について。医療産業分野も 2 国間の協力が見込める分野です。そして、も

う一つは国防産業です。日本が政策を変更するにつれて、インドは武器、そして軍事機器

のグローバルな意味での最大輸入国になろうとしています。このように関係の多様化、戦

略的な関係の強化は非常に重要だと考えています。 

 もう一つは再生可能エネルギーです。こちらもインドはエネルギーが不足して資源が枯

渇している国ですので、こういった意味でも日本と共通する課題がたくさんあります。日

本のこれまでの省エネの経験、テクノロジーと再生可能エネルギーのこれまでの成功例。

これらはインドにおいても大きな可能性を持つと思います。もう一つはインフラで、これ

も明確です。 

 課題に目を向けると、日本からインドを見るときにどのような感覚を持つか。私は日本

に来て 2 年になりますが、日本人の方はインドに興味を持っていただいていると思います。

もちろん市場が大きいこと、そして人がフレンドリーであること。また、製造の機会があ

る、世界に輸出できる可能性があること。 

 しかし、なぜ進出が進まないのか。まず、インドは日本から地理的に非常に遠い感覚が

あり、ビジネスのやりやすさの事業環境です。よくあるケースとして、何か逸話を聞くと

それによって影響を受けてしまう。この 1、2 年間、インドの政策決定者らは、これから

このインドに対する感覚をどのように変えていかなければいけないのか。投資が難しい国

である、ビジネスがしにくいという見方をどう変えていくかということに集中しています。

そういった意味で、新首相は新しい政策を導入しています。 

 その中で一つ宣言されていることは、投資のためのワンストップサービス。つまり、規

制、インフラに関して、また税制に関する問題の相談所、そしてどのようにして環境の操
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業の許可を得るか、すべての必要な情報が得られるサービスです。こういったものは長年

ずっと議論されてきましたけれども、最終的には一つの窓口で投資家がインドに関するす

べての情報を得られるシステムが成立されます。 

 日印関係について話をしてきていますが、いくつか特別なプロジェクトが 2 国間で行わ

れています。日印関係だけではなく、グローバルでもこういったプロジェクトが注目を浴

びています。そのうちの一つがデリー・ムンバイ産業大動脈と西側の産業大動脈で、日本

の企業はこの DMIC についてはよく聞かれたことがあると思います。 

 この産業大動脈は総延長 1500km にわたって鉄道網が敷かれ、六つか七つの新しい産業

都市がこの沿線に建築される 1000 億ドルのプロジェクトです。日本の JBIC が 26％のシ

ェアを持っており、日本の支援によってこれを実現していきます。もう一つのチェンナイ・

バンガロール産業大動脈も計画に移されています。 

 これらの基本は大きなインフラ建築プロジェクトでありますけれども、これによってイ

ンドは変革していきます。インドが現在直面しているインフラの問題を解決するためのプ

ロジェクトです。インドを近代国としてインフラ面で改善していくためのプロジェクトで

すが、皆さんは、これを支援することに日本にとって何のメリットがあるのかとたぶん悩

まれていると思います。 

 このプロジェクトだけでも日本の企業には多くのチャンスがあります。プロジェクトの

全ての側面、つまり道路の敷設、信号システム、電気システム、鉄道網の整備、これら全

てが日本企業にとっての事業機会といえ、ステップローンが JICA から提供されておりま

す。また、大規模な契約をまず優先的に日本企業に提供するという見返りがあります。で

すので、このメガ・インフラプロジェクト、この日印関係の間のコラボレーション・プロ

ジェクトに是非目を向けていただきたいと思います。特にこれらの産業分野の方々には、

注意をして参加できる機会を図っていただきたいと思います。 

 もう一つの日印関係の中での大きな重要な動きとして、われわれはいま産業都市をプラ

イベートセクターでも設置しています。日本企業はすでに独自の経験があります。外国に

行く、例えばベトナムその他の東南アジア、タイ、中国を含めて進出すると、日本企業同

士で集まって安心して事業ができるという環境が好まれるので、日本の工業団地という概

念を考えています。 

 東南アジアを見ますとこういったモデルは成功しております。このような日本の工業団

地がインド全体でも拡大しています。そのうちのいくつかは民間セクターで、三つか四つ
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がインド南部のチェンナイにあり、日本企業の 3 分の 1 がこの地域にあります。そこには

工業団地がありますので、皆さん、是非視察に来て見ていただきたいと思います。 

 多くの日本企業が体験する問題が土地の取得に関する困難、電力の確保、環境的な操業

許可、そして労働力の確保、労働法です。こういった全ての問題はここでは解決されてい

ます。特に中小企業の皆さんに関しては「plug and play」という表現をしておりますけれ

ども、コンセントをつないで簡単に操業できるという環境が工業団地では整っています。 

 この詳細については総領事のほうから後ほどお話がありますので、私のほうでは控えま

す。この新しい新政権の100日をまとめたビデオを皆さんに見ていただきたいと思います。

この 3 カ月という短期間の間で、すでに新政権は世界に対して証明することができていま

す。ビジネスに対して真剣な意志決定をして、世界に向けて投資を引きつけていくという

ことを示した簡単なビデオです。 

 今日のこの素晴らしいイベントと同じ日に、世界の 500 の CEO に対して演説を行いま

した。CEO の中にはインドのスズキの社長も含まれていて、なぜインドかということにつ

いて演説もされました。そして、このメイク・イン・インディアの戦略についても詳細を

説明します。 

 まだ決定をなさっていない方がいらっしゃったら、いくつか考えていただきたいことが

あります。先ほども申し上げましたが、モディ首相は日本を初めての訪問国として選びま

した。モディ首相が帰国をして以来、オーストラリアのアボット首相がインドを訪問し、

その後中国の国家主席がインドを訪問しました。そして、オバマ大統領からサミットへの

招待を受けて、明日アメリカへと発つことになっています。その後帰国し、プーチン大統

領がインドを訪問することになっています。 

 こういうおもだった国々の国家元首がインドに注目をしているということは、インドに

は何かがあるということを意味しているのです。新しい首相の下、インドの将来は明るい

ということが言えると思います。このように多くの国々がインドに注目をしているので、

日本企業の皆さま、是非考えて決定していただきたいと思います。 

 もし何か質問や定かでないことがあれば、インド総領事館もありますし、また東京には

大使館もあります。また、大阪商工会議所からの視察団がインドを訪問されるということ

を非常にうれしく聞きました。お互いに訪問を繰り返すことによって、関係を深めていく

ことができ、お互いの国々でどのような発展の機会があるかを理解することができると思

います。われわれの政府、われわれの人々の間の関係も、よりよいものに発展していくだ



7 
 

ろうと思います。ありがとうございました。 

 司会 ワドワ大使に対するご質問につきましては、この後のマハジャン総領事のご講演

後、お二人あてに時間をお取りいたしておりますので、その際によろしくお願い申し上げ

ます。それではもう一度拍手をお願いいたします。（拍手） 

 引き続きまして在大阪・神戸インド総領事アシーム・マハジャン様にご講演をお願いし

たいと存じます。それではマハジャン総領事のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。

マハジャン総領事は大学で経営学をご専攻された後、1998 年インド外務省に入省。これま

で東京、ヴィエンチャンに赴任され、2013 年 9 月に在大阪・神戸インド総領事として着

任されました。なお、総領事は日本語もお話になります。 

 それでは、マハジャン総領事、よろしくお願い申し上げます。どうぞ拍手をお願い申し

上げます。（拍手） 

 マハジャン総領事 ワドワ閣下、廣富様、仁井様、池田様、また関経連の皆さま、大阪

商工会議所の皆さま、そしてご来賓の皆さま、今日はお越しいただきありがとうございま

した。お時間を割いてお越しいただいたことに感謝を申し上げます。りそなアジア・オセ

アニア財団セミナー「成長著しいインドの課題と展望」にお越しいただきましてありがと

うございます。 

 大使からも話がありましたが、今日はとても重要な日です。メイク・イン・インド・キ

ャンペーンということで、インドの首相が発表を行った日であるからです。また、グロー

バルな企業の CEO もこの会に参加をいたしました。 

 今日は始めに「100 日間の奇跡」ということで、まずはビデオをご覧いただきたいと思

います。そしてビデオの後に、今日の首相の言葉、いくつかハイライトをお見せしたいと

思います。その後、どのような機会がインドにはあるのか、日本企業にとってどのような

投資機会があるのかについて、私のほうから簡単にプレゼンテーションをさせていただき

ます。 

（ビデオ放映） 

 GDP の成長率は 4.5％、BMI は非常に低くインフレ率が非常に高いという状況の中で、

新しい政府が発足しました。この状況を変える、そしてエネルギー、成長を目指して新し

い政府が始まりました。今後 30 年間、インドでは若い人々に雇用を創出し、そして製造

業を後押ししていきます。これがインドの今後の成長を引っ張っていくことになるでしょ

う。 
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 この 100 日間でさまざまな方策がなされました。システムをより効率化させる取り組み

がなされ、さまざまなベスト・ビジネス・プラクティスが共有されました。また、オンラ

インでのアプリケーション・プロセスも導入されました。これは人のインターフェイスが

なくても取り組むことができる eBiz プラットフォームというものです。 

 防衛製品に関しても規制緩和が行われ、軍用品、民製品についても規制緩和が行われま

した。インダストリアル・ライセンスについては 3 年間に延長されました。オンラインで

のリターン、シングルフォーム、そして、インスペクションがないこと、こういったこと

が導入されました。また、第三者機関によるサーティフィケーション・システムも導入さ

れ、ビザについても緩和が考えられています。 

 100％の FDI、これを高速列車、貨物専用列車、自動車、また貨物ターミナル、信号シ

ステムなどについて規制緩和がなされます。FDI は 26％から 45％に増加されます。海外

のポートフォリオ、ディフェンスについては 24％まで FDI が自動で許可されることにな

ります。FDI コンストラクションについても、今後規制緩和がなされることになり、これ

によってより安価な住宅がインドに供給されることになります。 

 インドは今後製造業を中心としていきますし、スマートシティも現在開発中です。五つ

のスマートシティ、デリー・ムンバイ産業大動脈ではこのような取り組みが行われていま

す。 

 また、現在チェンナイ・バンガロール産業大動脈のプランも完成しました。そして二つ

の都市が、いま開発の中心となっています。フィジビリティ・スタディは東側についても

現在行われていて、アジア開発銀行によるものです。フェーズ 1 となるこの部分によって

新しいルートができることになります。 

 新しい経済大動脈、このミャンマーの北部の部分。今後、全て接続されることになるそ

れらは、日本とのパートナーシップの下に行われるものです。新しく作られた当局によっ

て、今後この開発のモニタリングを行っていくことになります。 

 スマートシティの開発、次世代の技術を使うことによってインドは今後都市化を進めて

いくことになります。21 の新しい産業クラスターが過去 100 日間で承認されました。エ

コシステム、サプライチェーン、低いロジスティクス・コスト、労働力、テクノロジーの

アップグレードといったことがなされます。これらのクラスターでは、非常にコスト効率

の良い製造拠点を供給していくことになります。 

 包括的な成長を促進するために政府は労働集約型の製造業に包括しています。インドの
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皮革開発プログラムは最も成功したスキル開発プログラムとして紹介されています。これ

によって 5 万 1000 人以上の若者に 100 日間で研修を提供しており、彼らが皮革産業で活

躍しています。 

 政府はイノベーション促進のために国内の知的財産の管理を強化する構造に着手しまし

た。全ての申請とプロセスはオンラインで行われ、IT の使用によって 1033 カ所のポスト

が設立されました。 

 6 月から 7 月まで対インドの対外直接投資は大きく増えています。また、工業生産指数

は工業部門の IIP に指標から見ると改善してきています。また、投資心理の回復を示す資

本財の業績も急激に改善しました。2014 年の 7 月の製品輸出は昨年の 7 月と比べますと

大きく改善しています。今年の第 1 四半期においては準固定資本が 7％増え、GDP の成長

率が昨年は 4.7％でしたが、そこから改善して 5.7％、第 1 四半期に達成しております。 

 インドの新政権は新しい方向を示し、新しい勢いをダイナミックな製造業に向けて注い

でいきます。これから政府はインドの競争力を高める試みを行っていきます。三つの D、

デモクラシー、デモグラフィー、そしてデマンドによって雇用を創出し、新しい活力に満

ちたインドを作っていきます。 

 では次に、メイク・イン・インディア・キャンペーンの立ち上げイベントのビデオをお

見せしたいと思います。モディ首相のスピーチの一部です。 

（ビデオ放映） 

 ビジネスリーダーの皆さんに感謝します。皆さん、本日はお越しいただきましてありが

とうございました。皆さんからのインサイト、支援に感謝します。インドを信頼してくだ

さってありがとうございます。今日はとても幸先のよい特別な日になりますので、首相か

ら新しいグローバル・メイク・イン・インディアのイニシアティブを紹介してもらいます。 

 インドの過去に基づき、これからダイナミックな精神によってインドの未来を志向して

いくプログラムです。今日初めてここで、メイク・イン・インディアのロゴを首相に紹介

してもらいます。 

 メイク・イン・インディアのロゴは、インドの国の最も力強いシンボルをかたどってい

ます。このダイナミズムはインドのこれまでの過去にのっとり、そしてより活力のある未

来を志向しています。ライオンは強さ、勇気、誠実さといった価値を象徴しています。こ

れまでになくこれらの価値がインドの中でも高まっています。 

 取り組みの一つとしてワンストップ・リソースを導入します。インドに投資をされる方、
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検討されている方は政策について、新しい取り組みその他の情報について、製造業に関し

てはワンストップで全ての情報が得られます。そしてまたインドを分野から分野での産業

のハブにすることがなぜ理にかなっているのかという情報も得られます。 

 では、メイク・イン・インディア・ドットコムの紹介を首相からいただきます。 

 メイク・イン・インディア・ドットコムです。25 のセクターで全ての政策ができあがっ

ていて、全ての投資のために必要なものがこれで完成しています。では首相、お願いいた

します。これがまず 1 種類目のパンフレットで、必要な情報は全てここに網羅されていま

す。メイク・イン・インディア、この素晴らしい瞬間を祝いたいと思います。 

 以上がメイク・イン・インディアの会でした。いくつかスピーチの中から抜粋をしてお

見せしたいと思います。 

 われわれのチームを組織しました。完璧を求めて行っていきます。われわれの人民は今

後、これを達成していきます。この 3 カ月間の経験からも分かりますが、われわれはこれ

を達成することができ、それこそがわれわれが持つべき力です。彼らが持つ素晴らしい機

会を捉えなくてはなりません。世界全体がアジアに注目をしています。私は今後、問題を

解決していきたいと考えています。 

 世界全体がインドに向かっている。世界の中でどこかを選ぶとすれば、インドです。イ

ンドは民主国家である、人材もいる、需要が大きい。この三つが全てそろっているのはイ

ンドだけで、他の国々では得ることができないものです。民主主義、人材、需要、これを

是非生かしていただきたい。この三つのバランスを取ることができれば、私は自信を持っ

てインドに来てくださいということが言えます。全ての施設がインドには整っています。 

 ありがとうございます。これがメイク・イン・インディア・キャンペーンの立ち上げイ

ベントの模様です。首相が今スピーチをしました。大使からも話がありましたように、多

くの日本企業がインドに関する課題の話をされていますけれども、すでに新政権の 100 日

で多くの取り組みと対策が行われています。では、今日の私のプレゼンテーションに入り

たいと思います。 

 大使のほうからすでにお話がありましたので、時間の節約も兼ねまして、日印関係に関

してはあまり詳細には触れません。私の話の中では、簡単に日印関係の概況を説明したい

と思います。なぜインドなのか、なぜインドに注目すべきなのかという理由。また、いま

政府が実施している、特にこの課題に対応するための取り組みについて説明したいと思い

ます。 
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 課題と同時に日本の企業にとっては希望もたくさんあります。これはモディ首相と安倍

首相で、最近モディ首相が訪日したときのサミット会談の写真です。 

 仏教で日本とインドは古くからつながっています。仏教は中国を経由して東南アジアを

越えてインドから日本に伝わりました。いくつかの歴史的なつながりです。752 年、菩提

遷那が奈良の東大寺を訪れました。日印関係の最も古い文書の記録です。最近では研究者

も来ています。 

 大使のほうからも話がありましたように、最近の日印関係は、森元首相が 2006 年に訪

印をしたことによって、戦略的なグローバル・パートナーシップが構築されています。ま

た 2011 年には包括的経済連携協定 CEPA が結ばれ、これによってサービス、投資、そし

て人的移動など全てが網羅されています。 

 この話も出ましたけれども、昨年 11 月に天皇・皇后陛下が訪印されたときの写真です。

安倍首相の訪印の様子です。日本の首相としては初めて共和国記念日のチーフゲストとし

て参加していただきました。最近のモディ首相による日本訪問の様子です。会談を行い、

天皇陛下とお会いになり、そしてまた安倍首相とサミット会議をもち、京都を訪問されま

した。京都の東寺、金閣寺などを訪れ、京都市とバラナシ市とのパートナーシティも締結

されました。 

 では、経済的な関係について述べたいと思います。日印関係の 21 世紀をかたち作るた

めの重要な要素です。包括的経済連携協定はありますが、日本からの投資は 2013 年現在

で 153.5 億ドルになっていて、日本は ODA のインドに対する最大の供与国です。 

 大使のほうからすでに話がありましたように、日印関係には相互補完性があります。日

本が提供できるもの、インドの強みについて。インドは巨大な市場であり、それには資本

が必要で、日本のようなテクノロジーが必要です。人的資源ということに関しては首相か

らも話がありましたように、インドは人口が非常に多く有能な労働力を有しています。こ

れは人的資源ということで日本のニーズにかなっています。 

 このスライドでは 2 国間の貿易が成長している様子を示していて、重要なスライドです。

重要なプロジェクトはフラッグ・シップのインフラプロジェクト、日本とインドがパート

ナーシップとして行っているものがデリー・ムンバイの産業大動脈計画です。こういった

プロジェクトの中では、いくつかの日本企業がプロジェクトの実施に関して協力をしてい

ます。デリーメトロも日本の協力の一つの象徴です。 

 このスライドに関しては、皆さんにもう提供をしておりますので詳細は割愛しますが、
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継続的な ODA の円借款のプロジェクトを示しています。環境から環境保全、森林保護、

排水処理、天然資源の管理といったさまざまな分野にまたがっています。 

 この分野でも日本の企業にとっては多くのチャンスがあります。大企業だけではなく中

小企業の皆さんにとっても、大きなビジネスチャンスがあります。 

 現在、日本企業のインドでの状況です。1072 社、毎月 15 社、20 社ごと増えています。

また、多くの関西ベースの企業がこの 1 年間でインドに進出していただいています。この

2 週間で 2 回のセミナーを行いました。一つはグジャラート州で関西からの企業に「バイ

ブラント・グジャラート」というイベントに参加してもらいました。バイブラント・グジ

ャラートの中で大阪商工会議所も来年の 2 月にビジネス団を派遣されることをを決定され

てまいりました。いくつかの都市をこの中で訪問する予定になっています。 

 こちらは日本企業の分布です。先ほど言いましたように日本企業専用の産業団地がたく

さんあります。これは皆さん日本企業にとってもインフラの可用性、そしてその他の施設

が使えるということで非常に大きなチャンスです。 

 グジャラート等で最近セミナーを行ったときのことですが、そして先ほども話が出まし

た、国と同じようにインドの州でもワンストップの情報サービスを行っています。そして、

さまざまな許可が一気に得られます。例えば JETRO の会員企業に関しては、いくつか問

題を相談しましたけれども、それは州、国からのコミットメントによって解決されました。

いくつかの課題をこれからも解決していきます。 

 これらが現在インドで操業している日本企業で、多くの企業がインドで操業しています。

大きな企業に、例えばダイキンがあり、非常に短い間にインドで第 2 位の空調のメーカー

として成長しました。またスズキ、ホンダといった企業も全て、非常に高い成長率を誇っ

ています。 

 次に、なぜインドかというお話をしたいと思います。日本企業がインドに投資をする際

に注目をしていただきたい点で、四つ申し上げたいと思います。まず、インドは若い。巨

大市場がある。日本の ODA のプロジェクトが現在進行中である。また、輸出ハブとして

活用することができる。アジアや世界各国への輸出をすることができます。 

 インドの人口は 15億で日本の 8倍です。こちらも重要なキーワードが示されています。

インドは民主主義の国であり、世界最大の民主主義国家でもあります。法の支配が整い、

独立した司法制度があり、自由で活気あるメディアがあります。インドは非常に若い国で、

首相からも話がありましたが、50％以上が 25 歳以下です。 



13 
 

 次にこちらのスライドです。各国の平均年齢を示しています。2020 年の世界のおもだっ

た国々の平均年齢です。2020 年、インドでは平均年齢は 29 歳、中国は 37 歳、アメリカ

38 歳、EU は 45 歳、日本は 49 歳です。 

 次にインド経済の現状について、なぜインドが選ばれるべきなのか。インドの経済のけ

ん引力としてはいくつかあげることができます。まず、ビジネス環境が良いということ、

高度な人材がいるということ、人材が豊富であるということ、IT、技術的なプラットフォ

ームも豊富です。このような数字は素晴らしいものだと思います。また、消費需要も非常

に伸びており、ほとんど全てのセクターにおいて成長をおう歌しています。現在、2018

年までには世界第 2 位の製造国になると考えています。また農村部での成長、さらに強い

競争力といった面でもインドには大きな利点があります。 

 次にこちらのスライドです。これは2005年時点でのインドの市場規模を表しています。

5％しか中間層はいませんが、この中間層がインドの成長をけん引しています。これは中

間層の伸びを世界各国で見ているもので、BRIC も含まれています。ご覧いただきますと

分かりますが、インドにおける中間層は 2025 年までにアメリカの人口を超えると考えら

れているのです。このようにインド市場は広大で、非常に大きなチャンスがあると言えま

す。 

 次に、研究開発のハブとしてインドは認められている結果、多くの多国籍企業が研究開

発拠点をインドに置いています。先ほども申し上げましたように、また首相からもあった

ように、イノベーションを非常に低いコストで起こすことができるのがインドです。アメ

リカから衛星が 7500 万ドルで打ち上げされました。これはインドの協力があってのこと

でしたが、インドの協力の下で安価に行うことができました。インドはそのように技術力

のある国です。 

 こちらも非常に重要なスライドです。ここには日本人がインドに対してどのような感情

を持っているかが示されていて、最近行われたものです。JBIC の調査によると、長期的

にもインドは日本にとって非常に魅力のある投資国家であると考えられています。その理

由としては国内市場の成長が見込まれること、安い労働力、インド国内での市場規模、輸

出のハブとして活用することができるということ。ここで最も重要なことである、インド

の課題を示しています。インドの政府はこの課題を認識し、すぐにこれらを解決するため

にいくつかの施策を出しています。 

 課題として挙げられているのは、レジストレーションの透明性が限られているというこ
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と。税制やインフラが十分ではないということ。インフラに関しては先ほども話がありま

したが、いくつかの大きなプロジェクトが現在行われています。デリー・ムンバイ商業大

動脈、そしてチェンナイ・バンガロール産業大動脈です。これらのうち、いくつかのプロ

ジェクトは日本企業との協力の下に行われています。これが現在新しい政権が目指してい

る、製造業を経済成長の柱に据えたいという考えです。 

 こちらが国家製造業政策です。2022 年までに製造業の割合を 16％から 25％に増やした

いと考えています。また、国家投資・製造地帯を総合的産業地区へと発展させたいと考え

ています。 

 こちらが優先順位の高いセクターです。このスライドは皆さんもお持ちだと思いますの

で、ご覧いただきたいと思います。こういった業界の中で日本が産業界のリーダーとして

活躍をなさっています。インドではこういった業界で比較競争優位性があり、豊富な人材

も備えています。 

 新しい政府のイニシアティブについて、新しい政府は三つの柱に注力をしています。ま

ず、ビジネス環境の改善を試みています。製造業の活性化は、現在いくつかの経済大動脈

が建設中です。新しい産業クラスター、スマートシティ、そしてイノベーションも起こそ

うと考えています。先ほどのプレゼンテーションでもありましたが、インドにおけるイノ

ベーション、知財といったことの課題についても、インドは現在方策を進め、それによる

人材育成なども考えています。また、キーセクターに対する海外直接投資についても、今

後は増加させていきたいと考えています。 

 これはビジネス環境の改善をするために政府が発表した施策です。工業ライセンスや産

業企業家の申請のため、eBiz を通して 24 時間受付可能のオンライン申請等に向けた手続

き、工業ライセンスの期限を 3 年に延長。また、中央政府の全ての省庁が提供するサービ

スのオンライン化を進めていく、ワンストップの窓口を作るということです。 

 次にこちらのスライドです。インフラの課題について書いたもので、ここには非常に大

きなチャンスがあります。というのは、何十億ドルの投資が今後数年間でなされるからで

す。この 3、4 カ月間においてもこのような大きな投資がなされてきました。インドの成

長は疑いようのないものであり、分野によっては期待以上の成長を遂げています。 

 デリー・ムンバイ産業大動脈では、五つのスマートシティが現在開発中です。これらの

シティはグジュラート、ラジャスタン、ハリアナといった各州で開発されています。ドレ

ラといった都市では日本の企業がコンソーシアムをすでに作っています。また、チェンナ
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イ・バンガロール産業大動脈についても三つの都市を特定しており、日本の企業が現在進

出中です。 

 今後は教育なども行っていきたいと考えているため、新政府によっていくつかの方策が

なされています。これは最近のイニシアティブで、キーセクターに対する海外直接投資で

す。今日、メイク・イン・インディア・キャンペーンを開始しました。 

 首相からもありましたが、こういった鍵となるプライオリティ・セクターについてはパ

ンフレットを作っています。その中には化学、医薬品、エレクトロニクス、電力、インフ

ラといったものが含まれています。このパンフレットをご覧いただければ、どういった政

策がなされるのかをご理解いただけるかと思います。どういったところで規制緩和がなさ

れるのか。防衛作業においてはすでに規制緩和がなされ、百パーセントの海外直接投資が

自動的に承認されることになります。また他の分野においてもこういった規制緩和がなさ

れます。 

 インドの成長の予測が 6.1％で、さらに伸びることが予測されています。このデータは

先ほど出てきたもので後でまたお見せしますが、期待以上に実際は伸びています。そして

ご覧の通り、インドの国内の成長、国内の需要、投資の増加によってもけん引されていて、

これも非常に重要な点だと思います。インドに投資をされる皆さんにとって重要なことは、

国内需要も非常に大きいということです。 

 このスライドは皆さんのハンドアウトにも入っていまして、新政権の最初の 100 日とそ

の後に出てきた新しいデータでは GDP の成長率は昨年の 4 月－6 月期に比べますと高く

伸びています。産業の成長が 5.7％と伸びて、工業 GDP の成長率も伸びています。そして

FDI のインフローも 2013 年の 6 月から 2014 年の 6 月に関しては 33％増加して、継続的

に伸びています。 

 FDI のインフローは 6 月－7 月のトータルで 75％増えていて、つまり、多くの企業がイ

ンドにいま移ってきているということです。日本からもいくつかの企業でこの数カ月の間

に進出を決めたところがあります。カルナータカ州、グジャラート州の投資セミナーの中

でも述べましたけれども、いくつかの企業が関心を表明しています。いま、土地の取得や

その他の交渉の最終段階に入っていたり、許可を申請する手続きに入っています。 

 これが産業の全体的な指数です。資本、グッズ、貿易、製造業、輸出も過去 3 カ月のも

ので、伸びてきています。このデータは皆さんへの配布資料の中に全て入っておりますの

で、ご覧ください。 
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 このスライドも重要な点をハイライトしていて、製造業の購買担当者指数です。これま

で株式市場を 6 カ月観察していたところ、インデックスは大体 25％伸びていることがご覧

になれると思います。この背景にあるのは消費者心理が伸びていること。インドは FDI

を引き寄せるために、進出している企業の課題を解決するために大きな改善が行われてい

ることが理解されているからです。 

 このスライドは日本にとってとても重要です。日本からの投資についてインドでは首相

府の直下の単一の窓口を設定し、産業促進部の下に一貫した情報窓口を提供しています。

日本の企業はワンストップ、一つの窓口で全ての手続きと申請がオンラインででき、承認

までのスケジュールがきっちりとできます。ですので、申請をしてもらうと決まった時間

内に登録ができて、その他の申請許可が得られるということになります。 

 日本企業専用の特別工業団地があり、JETRO さんがこのような特別工業団地を 4 カ所

建設しています。グジャラート州においても日本企業専用の場所がありますし、カルナー

タカ州にも同様の専用区域があります。 

 先週セミナーを行ったときに、特別工業団地とは何か、日本企業専用とはどういう意味

かという質問を日本の企業の皆さんからいただきました。これらの二つの州では、特に日

本企業に関しては専用の電力ソースがある。そして 24 時間の水道の供給、インフラはす

でに建設済みです。州政府のほうは JETRO を通じてリアルタイムで問題の解決相談にあ

たり、すぐに問題の解決対応が得られます。 

 他には高速鉄道のフィーザビリティ・スタディ、実現化研究が始まっています。そして

資本規制ノームの緩和、JBIC その他のプロジェクトのためのスワップ取引が可能になり

ます。デリー・ムンバイ産業大動脈のプロジェクトに関しては、日本の金融機関にとって

こういったスワップ取引が可能になる必要があります。 

 日本の銀行に対しての措置ですけれども、多くの支店開設、駐在員の滞在が許可されま

す。特定の通貨による流動性カバレッジ比率のため多くの最小案件に対して処方箋は不要

になります。そして東京の大使館とこちらの領事館によって、ビザの政策も積極的に行わ

れています。文書が必要な場合で日本企業がそれを提供することができない場合でも、複

数の入出国可能なビザを提供しています。最近導入したことで、就労ビザ、労働ビザを得

られますと居住者許可のオンライン申請ができます。 

 税制に関してもいくつか問題になる話がありました。税制その他の詳細、政府の対策に

ついては述べませんけれども、いくつかご紹介します。まずは 2012 年に導入された価格
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の合意制度で、国際企業に対して確実性を提供します。ALP は導入されていますけれども、

これが国際基準と合致しております。これによって日本企業が持つ税制に関する多くの懸

念が解決されると思います。 

 もう一つ重要な点ですが、多くの日本の合同企業、関連企業はもうすでに定期的に討議

をされています。そういった問題が積極的に移転価格について、国際基準について整備さ

れようとしています。これらは印日 DTAC の下での相互協議が合意されているもので、日

印二重課税防止会議のプロセスによって、このプラットフォームにのっとり解決を行って

います。最近では特に活発に行われています。これによって日本企業が抱えるインドの税

制に関する困難な問題が解決されていきます。最近、インド政府が行っている新しい重要

な取り組みです。 

 政府は新しい納税義務を作成し、遡及的に変化をもたらすことはありません。また、税

制、移転に関して遡及改定が生じる新しい案件は、高等委員会によって精査されます。 

 話してきたことのまとめに入りたいと思いますが、なぜインドが魅力的かということ、

もうすでに多くの日本企業の皆さんはご存じのことかと思いますが、課題についても述べ

てきました。それに対して積極的にいま解決にあたっているという話をしました。 

 インドは継続的に労働コストが最も低い国の一つです。そして、世界の供給拠点として

の力を持っており、人材に関しては最も豊富な労働力を持つ国の一つです。 

 これらが日本企業に注目していただきたい分野です。製造業、インフラ、情報技術、食

品加工、電子システム設計・製造、製薬、自動車とその付属部品、電気通信、娯楽です。

これらのほとんどのセクターにおいては、政府は新しい取り組みを最近発表しています。

在印の日本企業の多くがこれらの分野ですでに活躍していただいていますので、皆さんも

新しい手続き、手順、インセンティブの恩恵を受けていただけると思います。 

 日本企業がこれまで実践してきたモデル、アプローチです。この 1、2 年間の間で関西

の企業も、貿易会社やセールスオフィスを開設していただいています。また合弁会社の設

立、そして生産拠点として活動を始めていただいている企業もあります。 

 このスライドですが、東京の大使館ならびに在大阪・神戸のインド総領事館が、これか

らコミットメントとして皆さんに提供するサービスを列挙しています。まずは日本におけ

る窓口、第一のコンタクトとして存在します。企業商工会議所の皆さま、関経連さんも 3

月に大きな視察団を形成し、訪問されました、そして現地関連機関との交流を行いました。 

 九経連も麻生さんが今年の 4 月に大きな視察団を率いていっていただいております。和
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歌山はじめその他の県も MOU－覚え書きを締結しています。38 の国々とも MOU を結ん

でいます。島根県、鳥取県にも 38 から 40 の企業の交流機関があります。また、個別の企

業が個々に領事館にコンタクトをしていただいている例もあります。 

 この大阪でいろいろ私たちも、その他政府機関、大使館を通じてでも、会談その他の設

定のお手伝いをさせていただきたいと思います。関連機関を通じての質問にも答えていき

ます。 

 もう一つ、こちらが提供できるサービスとしてはジョイント・イベントで、これまでに

もいくつかの商工会議所等と行ってきました。また、先ほど発表されましたように、大阪

商工会議所とも来年インドへの視察団が派遣されます。これに関しても緊密に協力して行

きたいと思います。 

 もう一つ、インドは非常に巨大で多様な国です。今年 3 月、経済産業省主催の大規模な

インドセミナーが開催され七つの州が参加しました。ほとんどの州では、それぞれ独自の

ものを提供することができます。大使館、総領事館としてわれわれは州と州との間、また

日本との間の橋渡しをしたいと思います。もし何か問題があるようであれば、是非お越し

いただきたい。情報が必要ということであれば、是非コンタクトいただきたいと思います。 

 また、関経連ともインドデスクを作ることをいま検討中です。そのデスクではインド関

連の対応をしたいと考えていて、もし何か問題があるということであれば相互で対処した

いと考えています。 

 ビザに関しては、先ほども申し上げましたが、E メールをいただければすぐに対応でき

る体制が整えられています。手続きに関するものですので、これは改善可能だと思います。

もし、日本の企業の皆さんでビザ関連の問題があるということであれば、是非コンタクト

をいただきたいと思います。 

 最後に、8 月 15 日の独立記念日のモディ首相の言葉をご紹介したいと思います。 

 「世界中の人々に伝えたい。ここへ来て、インドでものづくりをしてほしい。売る場所

はどこでも構わないが、この国でつくってほしい。環境負荷ゼロの製品を目指すべきだ。

製品を製造する上で欠陥品ゼロ、輸出先から送り返されることがないようなものづくりを

目指さなければならない」 

 これは日本が貢献いただけることだと思います。品質の面で日本はパイオニアであり、

また技術の面でもパイオニアです。そして、インドが今後目指したいところをすでに具現

化されているのが日本です。 
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 今日はどうもありがとうございました。今後皆さんとお話する機会を楽しみにしていま

す。もし、何か質問があれば、是非コンタクトしていただきたいと思います。ありがとう

ございました。（拍手） 

 司会 それでは引き続き、ワドワ様にもご登壇をいただきまして、お二方に対しまして

ご質問を受けさせていただきます。どうぞお二方、ステージ上にお願いいたします。 

 それでは、お二人にご質問がございます方、挙手をお願いいたします。では、後方の方

からどうぞ。 

 質問 講演をありがとうございました。メイク・イン・インディアという下で、インド

経済成長のスピードがいかに加速できる環境が整ってきたかということが、大使と総領事

の講演で非常によく理解できました。ありがとうございました。 

 今回、人口の動態を見ていましたら、世界の 25 歳以下の若い人の 4 人に 1 人がインド

で暮らすという若々しい国ということで、その担い手となるのは友好的な関係に基づくグ

ローバルな人材の育成だと考えております。 

 パートナーシップという見地から、高い技術と能力を持ったインドと日本との若者の人

材交流についての今後の取り組み、お考え等ございましたら、お伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 ワドワ大使 ご質問ありがとうございました。最初の部分の通訳を聞いていなかったの

ですが、インドと日本との間の若い人々の人材交流のことについてお聞きになったのかと

思います。 

 いくつか要素があると思うのですが、いまよりももっと交流を増やしていくべきだと思

います。特に学生という面で言えば、日本で学んでいるインドの若者は非常に少ないこと

を変えていきたいと思っています。昨年始まった新しいプログラムによって、二つの国々

の人材交流を進めたいと考えています。 

 最も興味深いものとしては JSPC が行っていて、これはサクラプログラムと呼ばれ 500

人のインドの学生の交流を図るというものです。しかし、それでは十分ではないと思いま

す。もっとこういった情報についてもインドの学生に宣伝していくことが必要だと思いま

すし、また、日本の学生にもインドに多くの機会があるのだということをもっと情報共有

をしていきたいとも考えています。 

 司会 よろしいでしょうか。では、他にご質問がございましたら挙手をお願いいたしま

す。はい、女性の方にお願いいたします。 
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 質問 貴重なお話をどうもありがとうございました。2 点お聞きしたいのですが、一つ

が、これからインドでのビジネスをしやすくしていくために、労働法の改正なども必要に

なってくると思います。そのあたりをどのように進めていくかという点をお聞きしたいの

と、あともう一つはモディ首相が政府のスリム化というのをおっしゃっていますが、今後、

国営企業の民営化については、どのようなかたちで進められるかという点も合わせてお聞

きできればと思います。 

 ワドワ大使 両方の答えとしては、イエスです。労働ということに関しますと、インド

は民主主義ですので非常に確固とした労働組合の動きがあります。しかしながら、分野に

よってはまだ小さいという問題があります。政府がいま検討していることは、労働法がま

だ不十分ということを認識しておりますので、分野によっては規制緩和が進むと思います。

特に経済特区、その他こういったところでは長期的に議論がされていますけれども、政府

がこれまで先送りにしてきた厳しい決定をしなければいけない部分もこれから出てくると

思います。 

 もう一つの質問は民営化についてですね。こういった投資、議論に関して検討するため

の省が前政権の中にありました。いくつか民間企業、国有企業、いくつか大型のものがあ

りますので、これに関しても迅速に進んでいくことを期待しているということが現状です。 

 司会 ありがとうございました。他に、はい、お願いいたします。 

 質問 すみません。一つ質問があります。インドの方は非常にタフな交渉相手だという

印象が強くて、タフな相手と日本はいかに交渉すればよいかを、実は聞きたいところです。

ワドワ大使にお聞きしたいのは、例えば WTO を見てもいまの RCEP（アールセップ）と

言いますか、ASEAN＋6（アセアン・プラス・シックス）の交渉フレームで見ても、日本

の新聞が報じるところではインドのスタンスが極めて強い。しがたがって、なかなか交渉

が進まないというような話が実はいま伝わっています。 

 そういう絡みのインドがいま、中国と国境紛争をされておられて、日本も中国といろい

ろ紛争がある。タフな交渉能力をお持ちのインドから見て、中国と日本が交渉するとした

ら、中国はどんな交渉スタイルで日本はどんな交渉スタイルで、そこにどういう違いがあ

るのかということを外交官の立場で印象を述べていただけると、私としては非常に興味深

い答えになると思います。よろしくお願いします。 

 ワドワ大使 最後のご質問、本当に正直に答えれば仕事を失ってしまうでしょう。交渉

力ということですが、他の国々と交渉をするということには、文化が関わってきます。 
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 インドは、例えば日本人と交渉をする際に問題として挙げられるものは、インド人には

権限が委譲されていることが多いのです。つまり、自分たちで意志決定をすることができ

る。そこで意志決定をして、これが会社にとっていい決断だったと後で報告をすれば良い。 

 しかし、日本の場合はどうでしょうか。意志決定は合意形成に基づいてということにな

ります。非常に長い時間がかかりますし、いろいろと決まりがあります。1 回持ち帰って

決定をしなければならないということが往々にしてあるから、交渉をする際にもプロセス

も非常に時間がかかるのです。 

 また、特に多国間の交渉について言いますと、インドはある意味経済大国でもあります

が、基本的にはまだ発展途上国です。したがって、こういった経済的に十分ではない人々

のニーズについて気付いていただきたいと思うのです。WHO についてもそうです。 

 このアグリーメントについて二つの要素があると思います。一つ目はファシリテーショ

ン、例えば関税などです。経済成長をもたらすものだから、もちろん国際貿易は今後成長

していくべきだと思っています。 

 そして、もう一つ問題がある点として挙げられるものが農業についての問題です。イン

ドでは食糧供給の問題、われわれは十分な食糧を生産できないのは貧しい人々がいるから

です。貧しい人々についてはもちろん助成金が必要であり、そういった面では政府の助成

が必要になるということがあります。WHO の要求にすべて応えることはできないことも

あるのです。というのは、われわれがこういったプログラムを導入しているのは、最も貧

しい人々に食糧を供給するためだからです。これは経済的な問題というよりも、むしろ人

道的な問題だと思うのですので、この立場をインドは崩すことはできません。 

 また、日本と中国の問題についての言及は控えますけれども、中国との交渉においては

より多くの話し合いをすることが求められると思います。アジアにおいては、時間や歴史

といったものは他の国々と比べてずっと長いと思うので、すぐに状況が変わるということ

はないのかもしれません。 

 司会 では前の方、お願いいたします。 

 ジュネジャ・レカ・ラジュ氏 質問ではなくて先ほどの質問に対してのコメントです。

私はインド人で日本のロート製薬の副社長をやっているのですけれども、2 年前に中国の

会社の会長をやってインドの会社の社長もやっていて、少し質問の答えになるかもしれま

せん。 

 交渉したときに、インドは確かに大変難しい国です。でも、1 回ちゃんと法律を守ると
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いうことはよく契約を見るのです。中国とやるときはあまり見ないです。「後で？ダイラク、

ダイラク」とおっしゃっていましたから、後の苦労が中国は多いのですけれども、インド

は 1 回整理したら、たぶんできると思うのです。日本の会社がインドに行くとき、交渉す

るときは日本人がインドでやらずにインド人を使ってください。 

 司会 ありがとうございました。では、中央のお席の方。 

 質問 今日はどうもありがとうございました。私は医学的根拠をもったような健康食品

を安い価格で皆さんの健康のために役立ってほしいということで早く開発するベンチャー

企業の社長をしていいます。今日、ご講演いただいたエーザイさんのような医薬品の会社

は病気を治すために非常に大事だと理解しておりますし、インドでも非常に大事だと思い

ます。やはり国民の皆さんの健康に対するセルフ・プリベンションというのは非常に大事

だと思うのです。そういうところに、医学的根拠を持った機能食品というものは非常にお

役に立つのではないかと私は考えているのです。 

 特に若いインドの方々はこれからぐんぐん増えてくると思いますし、現在 C 型肝炎、B

型肝炎の感染者が大体 7000 万人いらっしゃるということと、糖尿病の患者がインドでは

6500 万人ぐらいもいらっしゃるということが WHO で報告されています。薬であればあ

る程度のことはカバーできると思いますが、やはり、下層の方はなかなかカバーできない

というところがあると思います。そういうところでの機能食品というのは、インドの中で

非常にこれからメリットがあるかということを少しお聞きしたいと思って質問させていた

だきました。よろしくお願いいたします。 

 ワドワ大使 その通りだと思います。いくつか例をお話したいと思います。先ほど土屋

さんからの指標もありましたが、例えば、母子の死亡率が非常にインドでは高いのはなぜ

でしょうか。それは貧血のせいなのです。したがって、鉄のサプリメントがインドでは求

められていると思います。疾患によっていろいろあると思いますけれども、貧血が大きな

問題で、そういった意味でサプリメントはインドにとって非常に重要なものだと思います。 

 特にインドではミドルクラスが非常に大きく3億5000万人もいますが、30％以上の人々

がよりよい栄養状態、食糧あるいは医療を求めているのです。サブサハラと同じような状

況にある人々がまだたくさんインドにはいて、そういった意味でも大きなチャンスがある

と思います。 

 また、政府のプログラムもありますので、それを考えられるのもいいかと思います。先

ほどお話がありましたが、先ほどの件に非常に懸念をもっていらっしゃる方ですから、先
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ほどの方とお話をいただきたいと思います。 

（音声中断） 

 ジュネジャ・レカ氏 機能食品の新しい法律ができて、実行するにはインドは大変難し

い問題があるのですけれども、やっと治療から予防に入るということです。たぶん予防が

ないとインドでは大変な治療負担になるということで、いま見ていただきますと 2、3 年

で棚にビタミンとかプロテインとかすごく増えてきていて、少しずつ知識も予防になって

います。 

 今までインド人は病気にならないと予防という知識はなかったのですけれども、あの市

場がこれからだと思います。糖尿病も肥満もそうですし、大変な問題ですけれども、たぶ

んこれからがチャンスであると思います。法律もできあがったので、たぶん実行するのに

は 1 年、2 年ほどかかるかもしれません。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。まだまだ質問をお受けいただきたいところではござい

ますが、お時間も押してまいりました。まだご質問があるという方は、財団を通じまして

ご連絡を賜りますようお願いを申し上げます。 

 それでは、質問にお答えいただきましたワドワ大使、そしてマハジャン総領事に、今一

度大きな拍手をお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 


