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はじめに 

 

本稿は、主として昨今脚光を浴びるインドへの進出を「そろそろわが社も検討した方が良

いのではないか」とお考えの中小企業関係者に手に取っていただくことを想定して執筆され

ている。 

もちろん、個々の企業にはおのずと向き不向きがあり、すべての中小企業がインドに進出

すべきであると主張するわけではない。ましてや、日本におけるものづくりの大切さを否定

する立場にもない。国内で確かに生き残れる事業については、懸命にその道を模索すべきで

ある。しかしながら、それに加えて、中小企業の先の見えない事業については、海外との分

業をしてでも、あるいは、海外に飛び出してでも生き残ろうという広範な流れができれば、

それは日本経済復興への確かな一歩になり得ると私たちは考えている。 

かつての日本経済高度成長の要因にはさまざまなものがあるであろうが、これを支えたの

は、より豊かでより楽しい何かを求めて地方から大都市に流れ込んだエネルギーにあったの

ではないだろうか。地方からやって来た人々は、現在の日本と外国ほどもあったであろう地

方と大都市の文化や貧富の差を乗り越え、無鉄砲に集団就職に象徴される大きな流れとなっ

て大都市に流れ込み、その中の何人かはやがて企業のオーナーとなり、日本経済の大躍進を

支えることになった。 

日本経済の再生が叫ばれる今、個々の企業が、そしてこの国全体が、今度は新興国市場と

いう新たな成長市場に向けた、無鉄砲なチャレンジをある意味楽しむ気概を取り戻すことが、

まさに必要とされているような気がしてならない。 

では、新たな成長市場はどこにあるのか。その超有力候補国がインドである。詳しい説明

は各章に譲りたいが、人口 12 億人の巨大市場は、中国をおいて他には見当たらない。民主主

義国家に限定すれば人口 10 億人を超える未開拓市場はインドだけである。インドは、かつて

米国の政治学者コーエン1が「いつも台頭しつつあるが、实際は台頭しないように運命付けら

れているのではないかと尋ねてみたくなる」と評したように、長らく「永遠に可能性だけの

国」であったが、1992 年の経済自由化以降、とりわけ 21 世紀に入ってからは毎年 8%前後の

経済成長を続けており、ついに可能性が現实になりつつある。インドは企業が海外進出を考

えた時、その候補国リストの最上位にランクされるべき国の一つであり、海外への飛躍を考

える多くの方が本稿を参考にしていただければと考える。 

 

各章は、座長と副座長の共作による物語仕立ての「山本製作所 海を渡る」と委員各位の

論文の 2 部構成となっている。「山本製作所 海を渡る」はインドの可能性と難しさの要点を

物語風に語っており、インドや海外事業に関する情報の限られた方は、ぜひ物語部分からご

                                                   
1 Cohen S.P.(2001) ”INDIA:Emerging Power”,The Brooking Institution Press,p2（堀本武功訳(2003)

『アメリカはなぜインドに注目するのか』明石書店） 
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一読いただきたい。一方、既にある程度の情報をお持ちの方ならば、いきなり興味ある論文

にお進みいただければと考える。 

言うまでもないが、本稿はインドビジネスのすべてを語ることではなく、インド進出検討

を開始するための基礎情報の提供を狙いとしている。ここでベースの知識を押さえたうえで、

必要に忚じ、ジェトロ等の公的機関、インド経験のある取引先、法会計制度等特殊なテーマ

についてはさらにそこで紹介いただいた専門家に相談することをお勧めしたい。 

インド進出といっても、必ずしもいきなり完全な単独進出である必要はない。物流コスト

のかからない一部部品を現地企業に発注することも考えられる。現地企業と合弁で進出し、

まず経験を積むという方法もある。インド人労働者を期間限定で日本で雇用してみることか

ら始めることもできる。本稿をきっかけに、１社でも多くの企業が、インドとの何らかの「か

かわり」へ一歩踏み出していただけることを期待してやまない。 

 

2012 年３月  

インド事業環境研究会 座長  伊藤 清道 

           副座長 鈴木 信貴 

同事務局       日本貿易振興機構 進出企業支援課  
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中小企業の定義 

 

本報告書における「中小企業」とは中小企業基本法の定義に基づいています。 

業種分類 中小企業基本法の定義 

製造業その他 
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が

300 人以下の会社及び個人 

卸 売 業 
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が

100 人以下の会社及び個人  

小 売 業 
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が 50 人以下の会社及び個人  

サービス業 
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数

が 100 人以下の会社及び個人 

注：株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業（一部を除

く）は、資本金 3 億円以下または従業員 900 人以下、旅館業は、資本金 5 千万円以下または従業員 200

人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下を中小企

業としています。 

出所）中小企業庁 HP http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

 

 

  

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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山本製作所 海を渡る（１） 

 

「もう少しリストラやってもらわないとね」 

支店長の薮田さんが黒縁メガネの奥から半開きの視線を送りながら言いました。 

「大丈夫ですよ。6 ヵ月先には東洋電子向けの部品供給が始まります。それまでのつな

ぎにもう少しだけ融資をお願いしたいだけです」 

「山本社長。何が起こるか解らない時代なんですよ。銀行だって、そう簡単に右から左

にお貸しする訳にはいかんのです。できるだけご要望には沿いたいとは思いますが、そ

れには、ちゃんと融資できる前提を整えていただく必要があると申し上げているのです。

例えば、ただでさえ経営が苦しいのに、60 歳以上の従業員をたくさん抱えておられる。

高齢者対策も大切だが、お宅は社会貢献にうつつを抜かしていられる規模の会社ではな

いでしょう」 

「高齢だから役に立たない訳じゃなくて、元気がなくなった人がお荷物になるんです。

元気のなくなった方にはお引き取りいただき、高齢でもまだまだ元気な人にだけ働き続

けてもらえるようにしているのが当社の制度です。そもそも、釈迦に説法かもしれませ

んが、経験をつんだ作業者こそが中小企業の財産なんですよ」 

「今日は、細かい議論をするつもりはありません。山本製作所さんとは長いお付き合い

をいただいているので、来月もう 1 度審査をさせていただきます。それまでに実現可能

な５％のコスト削減計画をまとめておいてください」 

 そう一方的に言い捨てて、薮田支店長は席を立ちました。もう５年も東海信用金庫の

山本製作所担当をしている垣内さんが、すまなそうな表情を山本さんに送り、慌てて支

店長を追いかけました。 

―――あまり人間の感情に拘らなくてもいい職業だと思って銀行員になったんですが、

銀行員って、実は、結構残酷な NO を言わなきゃならない瞬間が少なくない仕事なんで

すよ。ストレスたまるんですよ、これ。 

 いつか秋田の地酒を飲みながら、垣内さんがふと漏らした言葉が山本社長の脳裏をか

すめました。 

 

「やれやれ」 

 ともかく融資拒否の結論だけはまぬがれた安心感と、たった４億円の融資すらスムー

ズに進まないことへの歯がゆさが、みんなの心に漂います。 

「ま、ということで、コスト削減計画頼むよ。木曜日くらいに議論できると良いんだけ

ど」 

「景気のいい時は、借りろ借りろ失敗を恐れずチャレンジしろと言ってたんですがね、

あの人」 

 経理担当副社長の鈴村さんが眉をしかめながら部屋を出てゆきました。 

 山本社長も打ち合わせコーナーを離れ窓外に目を送ります。 

「社長」 

 背中から息子の一太郎さんの声が追いかけます。 
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「なんだ。ちょいと疲れたから、ややこしい話はいやだよ」 

「社長。いつまで、こんな事続けるんですか。日本の少子化は止まらない。国内市場は

どう贔屓目に見たってジリ貧ですよ。円高がどんどん進む中、日本の人件費では輸出で

生き延びる道もアウトです」 

「また、海外進出話か」 

「わかってもらえるまでは、何度でもしますよ」 

「さっきも言ったけど、中小企業の強みは現場の技だ。斉藤さんの穴あけの技。田中の

オヤジの検査の目。あんな事は日本人にしかできないよ。それに、社長には、日本のも

のづくりを守る義務がある」 

「そんなこと言ってて、潰れてしまえば、元も子もないじゃないですか」 

「そもそも、一太郎はまだ大企業の感覚が抜けてないんだ。うちみたいな中小企業が海

外でどうやってやっていけるんだ」 

 一太郎さんは大学卒業以来、大手自動車部品メーカーのオレンジ電装に勤め、1 年ほ

ど前に山本に移って製品開発兼事業開発室長として働きはじめたばかりです。 

「そんな事やってみなければわからないじゃないですか」 

「おまえ秋田鉄工所知ってるだろ。親企業に誘われて上海に出た。最初は、安い給料で

まじめな労働者が集まるとかでうまくやってたようだが、そんなに甘くない。あっとい

う間に人件費は上がる、政府の通達で製品基準はコロコロ変わる、コピー部品がどんど

ん出てくるで大変なようじゃないか」 

「中国だけが海外じゃないですよ」 

「世界で一番市場の伸びている中国でさえ難しいって事だ。どこに、山本でもやってい

ける国があるってんだ」 

「インドですよ」 

「インドーっ。あの水っぽいカレー食わせるって国か。まっぴら御免だ、そんなとこ」 

 一太郎さんは『山本製作所海外進出計画案』と題された書類を差し出しました。 

「インドには 12 億人の人がいます。しかも、13 億人の中国は一人っ子政策で少子高齢

化が目の前ですが、インドはきれいなピラミッドを守っています」 

「貧乏人がいくらいてもしようがないじゃねえか」 

「GDP も安定して８％くらいの成長を続けています。まだまだ貧しいけど、一割が抜け

出しただけで、日本と同じ規模の市場が出現することになります。それに、曲がりなり

にもれっきとした議会制民主主義国ですから、ある日突然、なんてこともない」 

「もう良い。この話はまたにしよう。俺は忙しいんだ」 

 突然、山本社長が立ち上がり、今日も話は中途半端に終わってしまいました。 
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山本製作所 概要 

設立：1963 年（背景：1950 年に第二次池田内閣成立。国民所得倍増計画正式決定。高度成

長時代。1964 年 東京オリンピック開催） 

経営者：1 代目＝山本一之輔。創業者。1938 年生まれ（73 歳）。 

兵庫県の山間部から出てきて極東自動車１次サプライヤー勤務を経て

1963 年に創業。山本製作所会長。 

    新天地で会社を開いた経験を振り返り、後継のチャレンジを後押し。 

２代目＝山本一成。創業者の子。1958 年生まれ（53 歳）。 

父の後を継ぎ、2004 年から山本製作所社長。 

    阪神工科大学工学部卒。 

    父とともに、着实に会社を大きくしてきた。 

研究開発には積極的だが海外展開には慎重な立場。 

３代目＝山本一太郎。創業者の孫。1980 年生まれ（31 歳）。山本製作所役員。 

    城北大学工学部卒。 

技術についてよく勉強しており、工場の現場でも一目置かれている。 

ただ、国内市場の縮小の流れと韓国企業、中国企業の技術進化から、いち

早く海外展開すべきと考えている。 

 

事業内容：自動車関連の部品製造と金型製造 

本社および工場：静岡県浜松市 

資本金：3,000 万円 

社員数：80 人 

売上高：25 億円 

財務状況：バブル時代もいたずらに拡大せず、地道に研究開発に投資を続けたため、比較的

健全であったが、リーマンショックの影響を受けて財務状況が悪化している。 

 

歴史：山本製作所は、創業者以来、磨き上げてきた加工技術により、極東自動車サプライヤ

ーから評価を得てきた。創業以来、何度も不況の波があったが、技術力とコスト削減

により乗り越えてきた。 

1990 年代に中国に工場を作ることも考えたが、当時の会社の規模と技術流出の恐れか

ら進出せず、その分の資金を研究開発に投資し、製品の差別化に成功した。 

これまで海外展開せず、山本製作所は、国内で頑張ってきたが、リーマンショックに

より、極東自動車からの仕事が減り、新しい取引先を探している。国内は人口減によ

り市場が縮小していくため、海外展開も考えている。 

しかし、社長も従業員も技術のことについては自信はあるが、海外展開について、ど

うしたらよいのか分からない状況にある。 

 

その他の登場人物： 

・薮田…メインバンク東海信用金庫の支店長。 

・垣内…東海信用金庫の山本製作所担当者。 

・鈴村…山本製作所副社長。人事経理総務部門担当。 

・向井…金型メーカーMDA 社長。 

・新藤…山本製作所の主要取引先ミツバ購買担当者。インド駐在の経験あり。 

 

※この物語はフィクションであり、实在の人物および団体とは 一切関係ありません。 
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第１論文 基礎データから見るインドの優位性 

 

森 直子 

公益財団法人総合研究開発機構 研究調査部 

研究コーディネーター・主任研究員 

 

【要旨】 

 インドは、若くて巨大な市場である。その点は、なによりも大きな優位性である。経済

成長も中長期的には順調に推移し、中間層の拡大によって消費の伸びは今後大きくなる

と思われる。ただし、人口過密の大都市が点在する人口密度の低い国、世界有数の高度

人材輩出の裏での全体的な教育水準の低さなど、インドでは相反する要素が隣り合わせ

になっていることに注意が必要である。 

 

１．拡大する市場：インド 

インドは、広く知られるように、2001 年のゴールドマン・サックスのリポートによって巨

大新興国 BRICs の一員として脚光を浴びて以来、将来の経済成長の中心地の一つとして注目

を集めている1。しかし、日本で伝えられるインドの情報は、断片的なものが多いのではない

だろうか。世界第 2 位の人口大国、IT 産業の勃興、莫大な数の貧困層、１台 10 万円を切る

自動車の生産、インド算数など。しかし、そうした情報を俯瞰して眺め、インドの優位性を

考えたことはあるだろうか。ここでは、基礎データを確認することで、拡大する市場インド

の姿を包括的にみていきたい。 

 

２．データからみえるインドの姿 

（１）続く人口増加 

インドは、若くて巨大な国である。国土面積（約 320 万平方キロ）は世界７位であり、人

口規模は 2011 年現在（12 億 1,019 万人）でも中国に次いで世界２位、2025 年には世界１位

（約 14 億 6,900 万人）になると予想されている2。また、国連の推計によれば 2060 年までは

インドの人口の増加は続く。尐子化は始まっているものの、人口構成の変化は緩やかで、労

働人口の増加も当面は年率 1％で増え続けると見込まれており、大きな「若い市場」が維持

されることは間違いない（図 1-1 参照）。 

                                                   
1 Jim O'Neill (2001) ―Building Better Global Economic BRICs‖, Global Economics Paper No: 66, 30th 

November 2001 
2 United Nation, ―World Population Prospects: the 2010 revision‖ 

(http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm)。2007 年の推計では、インドの人口が中国を追い抜

くのは 2040 年頃とされていたが、その後、中国の人口減尐率はより大きく、インドの人口増加率はより

大きく推計の修正が行なわれた。 
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それに対し、同じ BRICs の一員である中国は、国連の推計では 2025 年の約 14 億人をピ

ークに人口減尐局面に転じると予測されている。また、日本以上の急速な高齢化と若年層人

口の減尐が既に始まっており、OECD は 2030 年には中国の 65 歳以上の高齢者の人口割合が

日本を超えると予測している。また、ASEAN 諸国の中にも、既に尐子高齢化、人口増加率

の頭打ち（近い将来の人口減尐）に直面する国が出ている（タイ、ベトナム等。図 1-2 参照）。

アジアでは３番目に人口の大きなインドネシアでも、2025 年には年齢階層別人口構造が樽型

になると国連では推計しており、アジアの多くの国が「老いる市場」に向かっている。 

 

図 1-1 インドの年齢階層別人口 

 
 

出所）国連人口部 “World Population Prospects: the 2010 revision ‖ 

図 1-2 年齢階層別人口の見込み（中国（左）とタイ（右）） 

 

出所）国連人口部 “World Population Prospects: the 2010 revision ‖ 
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人口規模の大きなインドが、長期にわたって社会の「若さ」を持続させることは注目すべ

き点である。この若い市場の活力をどのように自分のものにしていくかが日本の企業にも問

われている。 

 

（２）中長期的には GDP の成長が続く 

インドが本格的な経済成長軌道に乗ってからそれほど経っていない。1947 年の独立後も長

く閉鎖経済体制が続き、1991 年の深刻な経済低迷期に实施された経済自由化の後も、10 年

近くは高度成長には移行しない期間が続いた。しかし、1990 年代末にようやく経済改革の成

果が实を結び始め、IT 産業が花開いたこともあり、名目 GDP 額は 2005 年で世界 12 位、2011

年には 10 位（15 億 3,797 万ドル）となった3。そして 2000～2009 年までの平均経済成長率

は、7.3％を記録した4。2010 年はインド政府の発表で 8.5%、IMF の発表で 10.1％と好調を

記録した後、2011 年の GDP 成長率は 7.8％であった。20 年以上も約 10％の経済成長率を記

録してきた中国とは比べものにはならないが、東南アジア諸国の発展期と同様の堅調な経済

成長が続いている（表 1-1 参照）。 

 

表 1-1 アジア主要国の GDP 年平均成長率（％） 

 

1981～1989 年 1990～1999 年 2000～2009 年 

インド 5.6  5.6  7.2  

中国 10.0  10.0  10.3  

インドネシア 6.1  4.8  5.1  

マレーシア 5.7  7.2  4.8  

シンガポール 7.6  7.3  5.2  

タイ 7.5  5.3  4.1  

出所）世界銀行「世界開発指標 2011」のデータを基に筆者作成 

 

また、インドは 1993 年から「管理変動相場制」と呼ばれる為替制度を導入しており、通貨

当局が為替相場の急激な変動、あるいは過剰な振れ幅を抑えるような強い介入を行なう。そ

れは、多くの経常取引や資本取引に関して強い規制を残す原因ともなっているが、ルピーの

為替相場の変動が小さいという安定性も生み出している。インドに進出する日本企業にとっ

ては、こうした為替相場の安定性は魅力であろう（図１-3 参照）。 

 

                                                   
3 International Monetary Fund, World Economic Outlook September 2011。 
4 世界銀行（2011）「世界開発指標 2011」。 
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図 1-3 インドルピーの為替レートの推移 

 

出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱HP（http:// http://www.murc.jp）外国為替相場のデータを

基に筆者作成 

 

もちろん、2011 年の欧州市場の混乱から始まった世界経済の不安定化と収縮は、新興経済

圏に大きな影響を及ぼしており、インドでもルピー安や株式市場の混乱が生じるとともに、

新興国の経済成長に欠かせない海外投資の流入の急速な縮小（2010 年の 289 億ドルに対して

2011 年は 5 億 3,000 ドル）が大きな懸念をよんでいる。また、インフレ率の高止まりも解消

されておらず、成長率の鈍化が懸念されている。とはいえ、2012 年は、やや厳しい予測の世

界銀行でも 6.8％、インド政府は７~7.5%としており、2013 年には 8％に戻すとの予測である。 

さらに中長期的には、人口増加が継続することや国内の構造改革の实現による労働生産性の

上昇や資本増加があるだろうとの予測から、インドの経済成長は続くとされている。 

 

（３）中間所得層・富裕層の絶対数が多い  

今後も着实な経済成長を遂げていくだろうインドだが、その中身はどうなっているのだろ

うか。2010 年時点のインドの一人当たり GDP は、3,213 ドル（PPP 換算、2005 年基準国際

ドル）で、他のアジア諸国、中国の 6,816 ドルやタイの 7,672 ドルと比べても低く、韓国の

２万 7,026 ドルやマレーシアの１万 3,213 ドルには遠く及ばない5。現時点では、インドでは

低所得層の割合がいまだ大きく、それゆえに最近では BOP（Base of the Pyramid）の市場

として注目されている。また、これまで、インドの所得階層の構造変化は比較的緩慢で、同

じような巨大人口を抱える中国の急変ぶりとは好対照であった（図 1-4 参照）。 

しかし、インドはそれだけの国ではない。人口規模の大きさから、インドにおける中間所

得層や高所得層の割合はいまだ低くとも、その絶対数は大きい。総合研究開発機構（2010）

の計算では、2008 年時点でも、世帯当たり年間可処分所得で 5,000 ドル以上の人口は 2 億人

を超えている。また高所得層（世帯当たり年間可処分所得が３万 5,000 ドル超）も 800 万人

を超えている。それは、確かに中国の中間所得層以上の数、4 億 6,000 万人、高所得層 1,800

万人（いずれも 2008 年）には及ばないが、大きな数字であることは確かである。さらに、こ

のまま順調に経済成長が続けば、2020 年にはインドの中間所得層以上の人口は 4 億 6,580 万

人（そのうち高所得層が 1,000 万人超）、2030 年には 8 億 1,470 万人（高所得層 2,000 万人

                                                   
5 世界銀行（2010）「世界開発指標 2010」。日本は３万 310 ドルであった。 
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超）との推計結果となっている6（図 1-5）。 

 

図 1-4 所得階層別人口構成の推移 – インド（左）と中国（右） 

出所）Sala-i-Martin（2004）のデータを基に筆者作成 

 

図 1-5 アジア各国の中間所得層以上の人口の推移 

 
出所）NIRA が各種データを基に推計 

 

                                                   
6 総合研究開発機構（2010）『アジアの「内需」を牽引する所得層―景気が失速しても、中間所得層の拡大

は大きい―』、NIRA モノグラフ・シリーズ No.31 
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中間層に焦点を当ててデータを紹介すると、ボストン・コンサルティング・グループの予

測では、2015 年のインドの中間層以上の世帯数は 6,900 万世帯で全体の 21.3％と推計されて

いる。同じ年に中国の中間層以上の世帯は全体の 28.1％とされるのに比較して、遜色ない規

模になるという推計である7。また、マッキンゼーは 2025 年のインドの中間層人口を 5 億

8,000 万人と見積もっている8。 

インド国内の推計でも、忚用経済研究所（NCAER）の予測では 2015 年には２億 7,550 人

（5,510 万世帯）が「中間層」となるとのことである9。同じ NCAER の 2004 年のリポート

では、2024 年までには約 46％の世帯が中間層になるとの予測になっている（図 1-6 参照）10。

中間層の割合の将来予測は徐々に上方修正されてきている。 

 

図 1-6 インドの所得階層別中間所得層以上の世帯割合の推移 

 

注：＊印は推定値 

出所）NCAER（2004）” Great Indian Market ”のデータを基に筆者作成 

 

こうしたデータでいう「中間（所得）層」の定義をみれば、いずれも、日本など先進国の

基準に単純に換算してしまうと上位低所得層も含まれることがわかる。しかし、新興経済に

おいては、自動車など大型の耐久消費財を購入する割合が増え始める階層であり、一定水準

以上の教育投資もして、労働者としての水準もそれなりに確保できると期待できる階層であ

る。そうした中間層の絶対数が多いインドは、消費市場としての魅力は大きく、またマーケ

ットインの生産拠点を置くことで、効率的に利益を上げる戦略が十分取り得る国である。 

                                                   
7 The Boston Consulting Group（2010）―Winning in Emerging-Market Cities‖。ただし、インドの中間

所得層は世帯当たり年間収入が 5,000 ドル以上、中国は１万ドル以上で、基準が異なる。 
8 McKinsey Company（2010）―India’s urban awakening – Building inclusive cities, sustaining economic 

growth‖ 
9 インドの消費者分類にはいくつかあるが、よく使われる 5 分類では貧困層（Deprived： 世帯当たり年間

所得.9万ルピー未満／2,000ドル未満）、上位貧困層（Aspirers：同 9万ルピー以上 20万ルピー未満／2,000

ドル以上 4,000 ドル未満）、下位中間層（Seekers：同 20 万ルピー以上 50 万ルピー未満／4,000 ドル以

上１万 1,000 ドル未満）、上位中間層（Strivers：同 50 万ルピー以上 100 万ルピー未満／１万 1,000 ドル

以上２万 2,000 ドル未満）、富裕層（Globals：同 100 万ルピー以上／２万 2,000 ドル以上）である。 
10 NCAER（2004）―Great Indian Market” 
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（４）消費の伸びの余地が大きい 

インドの個人消費が GDP に占める割合は、56％にもなる。人口 12 億人の市場は、基本的

に消費に積極的である。また、近年の消費の伸びは大きく、例えば、インドのテレビ製造業

者の団体である CETMA の発表では、テレビの販売台数が 2005 年には 1,000 万台を超えた

とされている。また、薄型テレビの市場は、2009 年には 150 万台と言われていたが、2010

年が約 300 万台、2011 年が 450～500 万台と急成長している。家庭用エアコンは、2010 年

は約 300 万台、2011 年は 360 万台が販売されたとしている。耐久消費財の普及率は、インド

においては農村における調査の精度が低いため、推計の方法によって大きく異なるが、いず

れも、まだ他のアジア諸国と比較すると低く抑えられている11（図 1-7）。 

市場の伸びしろの大きさを表す一例を挙げると、2009 年に中国が米国を抜いて自動車販売

台数世界 1 位（1,350 万台）になったが、そのときインドは 248 万台であった。2012 年 1 月

のインド自動車工業協会（SIAM）の発表では、2011 年の販売台数は約 329 万台で、国内で

は急速に増加しているものの、人口規模から考えれば、これからもっと伸びる市場なのであ

る。 

  

                                                   
11 Asia Development Bank（2010）―Key Indicators for Asia and the Pacific 2010‖ 
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図 1-7 アジア主要国における所得階層別の耐久消費財購入割合 

 

 
注：所得階層は、1 日あたりの所得額。それぞれの所得階層でどれくらいの割合の人がそれぞれの耐久消費

財を購入しているかが示されてる。 

出所）A sia Development Bank ―Key Indicators for Asia and the Pacific 2010”。日本語表記は筆者加筆 。 

 

OECD によれば、インドの中間層による消費が世界の中で占める割合は、2009 年時点では

２％にすぎないが、2030 年には 23％にまで拡大するという。中国の 18％、米国の７％、EU

の14％に比較して非常に大きく、今後、インドの消費が本格的に増加するとの見込みである。 

 

（５）サービス産業が強い 

インドの産業構成が他のアジア諸国と大きく異なっていることは、よく知られている。イ

ンドの経済成長を強く牽引しているのは、商業、運輸、金融、社会・個人向けサービスなど

のサービス産業である12。なかでもビジネス向けサービスが強いことがインドの特徴である。

IT 関連産業は、優秀な人材の存在と、米国と欧州の間にあるという地理的優位性を活かし、

オフショアのデータセンターや研究開発拠点として発展してきている。航空輸送も活発化し

ており、施設やサービスが急速に充实してきた。 

                                                   
12経済産業省（2007）『通商白書』 
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このサービス産業の発達は、製造業（第二次産業）の成長なくして成し遂げられたもので、

他の国の発展の仕方とは大きく異なっている（図 1-8 参照）。世界の工場として急速な発展を

遂げた中国はもとより、ASEAN 諸国や韓国でも第二次産業の GDP シェアは４割程度あるい

は５割に迫る比率を占めるが、インドでは３割に届かない。今後も、インドの成長の核はサ

ービス産業にあるといえよう。 

もちろん、インドにおける第二次産業の潜在的な成長可能性は大きい。この大きいな可能

性をどのように利用していくかが、インドに進出する日本企業に求められるポイントであろ

う。 

 

図 1-8 インド・中国・ASEAN・韓国の産業構成（GDP シェア）の推移 

 

出所）World Bank“World Development Indicators 2011‖のデータを基に筆者作成 

 

このように、伸びゆく巨大国として魅力の大きなインドであるが、独特の課題も多く抱え

ている。次節では、基礎データから見えるインド進出の留意点を述べていこう。 

 

３．相反する要素の共存 

（１）人口密度の低さと国土の広さ：世界有数の大都市は点在する 

全体的に見れば、インドは人口密度が低い。全国平均では１平方キロあたり 382 人しかい

ない（図 1-9 参照）。また、インド政府の『センサス 2011 年』の結果では、人口 400 万人以

上の大都市は全国に9都市、人口100万人以上400万人未満の都市が44都市存在する。132005

年時点でのインド国立忚用経済研究所の発表では、それぞれ 8 都市と 26 都市であったことか

ら考えると、100 万人以上の都市の数は急増している。たしかに、中国では人口 400 万人以

上の大都市が 14 都市、人口 100 万人以上 400 万人未満の都市に至っては 110 都市もあるの

に比べると、まだ尐ない14。 

                                                   
13 Ministry of Home Affairs（2011）―Census 2011” 
14 中国国家統計局（2011）『中国統計年鑑 2011』 
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図 1-9 インドの人口 100 万人以上の主要都市（『センサス 2011 年』より） 

 

出所）Ministry of Home Affairs, ―Census 2011‖に筆者加筆 

 

しかし、東南アジア諸国では、首都への人口一極集中が進んでおり、タイやマレーシアな

ど 100 万人以上の都市が唯一首都圏のみで、それ以外にはない国が多い。また、日本でも人

口 100 万人を超える市は全国で 12 市、400 万人超は東京特別区（23 区）しかない。それに

対して、デリー首都圏の人口は 2009 年時点で 2,170 万人（都市圏人口で世界２位）、ムンバ

イは 1,970 万人（同世界 4 位）と、インドは大都市をたった一つとっても、非常に大きく、

市場であることは間違いない。 

尐々留意が必要なのは、首都圏に人口が集中する ASEAN 諸国や沿岸部に大都市が連なる

中国とは異なり、インドでは大きな都市が広い国土に点在することである。デリー首都圏の

人口密度は平方キロ当たり１万 1,297 人、ムンバイは人口密度約２万 7,000 人と、世界でも
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有数の人口過密の大都市を抱えながらも、それらの都市は遠く離れている。近年、デリー周

辺やムンバイ周辺に近隣都市が発達してきた所もあるが、他のアジア諸国の都市集積と比較

すると、まだ個々の都市は独立して存在する。ただし、デリー・ムンバイ間など大都市をつ

なぐ高速交通インフラの建設が予定されており、将来的にはこうした離れた都市間の輸送も

かなり円滑化されると思われる。 

インドに進出する企業は、このような局所的な人口過密と広大な人口過疎の組み合わせを

よく見極めた上で、進出する場所を選定することが重要である。 

 

（２） 都市の成長の仕方が他のアジア諸国とは異なる可能性 

インドの大都市数が比較的尐ないこととも関連するが、インドの都市化率はアジアの中で

は低い方である。中国でも 2009 年時点で 46.1％であるが、インドは 29.7％である15。アジ

アでもマレーシアや韓国は都市化率が高く、それぞれ 71.3％と 82.7％である。それぞれの国

の状況が異なるため、経済発展の度合いと都市化率にはそれほど強い相関関係はないが、一

つの国の中では、経済の発展とともに都市化率が上昇する傾向にある。インドは堅調な経済

成長が続くと思われ、また全体的な人口増加の勢いが衰えないことから、都市人口が成長す

るのは確实であり、また都市化率も今後上昇すると目されている（図 1-10 参照）。 

 

図 1-10 都市化率 

 

出所）国連“World Urbanization Prospects: The 2009 Revision”より作成 。 

 

他のアジア諸国では、経済が発展するとともに、都市部の生産性の高さが生み出す高賃金

にひかれて、農村から都市への急速で大規模な人口流入が顕著に見られた。中国の変化はよ

く知られたものであろう。こうした大規模な都市への人口移動が生じるか否かは、賃金水準

の推移に強い影響を及ぼす。しかし、これまでのインドの経験からは、農村部から都市への

                                                   
15 United Nations（2010） ―World Urbanization Prospects: The 2009 Revision‖ 
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大規模な労働力の移動が生じるという状況はあまり観察されていない（図 1-11 参照）。さら

に経済成長が進んだ時、インドでも急速な都市への人口移動が生じるのか、それとも人口の

構造変化を伴わないまま推移するのか、慎重な観察が必要である。 

 

図 1-11 都市・農村部の所得階層別構造の変化 インド（上図）と中国（下図） 

 

 

出所）ADB“Key Indicators for Asia and the Pacific 2010 ‖。日本語表記は筆者加筆。 

 

（３）高度人材輩出と比較的低い識字率や教育水準の共存 

近年、インド算数が日本でも有名になったように、インドの理系教育は伝統的に強いと言

われている。また、医師や IT 技術者のレベルの高さなどが広く知られているように、インド

の高等教育（大学・高等専門学校）は多くの人材を輩出している。实際、学歴別人口構成を

見れば、15 歳以上の高等教育修了者割合（2007 年で約 8％）は中国を凌駕する16。インドの

MBA コースの質も世界トップレベルの評価を受けており、毎年多数の優秀な人材を世に送り

出している。 

具体的な数値を挙げると、2009 年時点でインドには大学（University & University level 

Institutions）の数は 436 校が設立されており、単科大学と技術カレッジ（Polytechnics）は

                                                   
16 Ministry Of Statistics and Programme Implementation（2010）―Education in India: 2007-08: 

Participation and Expenditure‖, Report No. 532(64/25.2/1) 
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1,914 校にのぼる17。なかでも、優秀な経営幹部や IT 技術者を輩出している高等技術教育機

関は、全国で 81 校ある。インドで技術教育（technical education）は人材育成の中でも非常

に重視されており、特に IT 関連産業に繋がる体系でいえば、全国で 15 校あるインド工科大

学（IIT：Indian Institute of Technology）を頂点とする实践を重視した約 200 の技術教育機

関から、バンガロールにあるインド科学大学院大学（IISc., Bangalore：Indian Institute of 

Science, Bangalore）など最先端の研究に特化した機関まで、包括的で高度な技術教育のシス

テムが整えられている。 

表 1-2 インドの高等技術教育機関 

インド工科大学（IITs） 15 

インド経営大学（IIMs） 13 

インド科学大学院大学バンガロール（IISc., Bangalore） １ 

インド科学教育研究大学（IISERs） ５ 

インド国立工科大学（NITs） 30 

インド情報技術大学（IIITs） ４ 

インド技術教育教師訓練・研究大学（NITTTRs） ４ 

その他 ９ 

合計 81 

出所）Ministry of Human Resource Development の HP 

   （http://www.education.nic.in/tech/tech_overview.asp）。日本語表記は筆者 。 

 

しかし、国内の教育格差は依然として大きく、15 歳以上人口の 40％は小学校卒業どまりで、

中学校卒業までが 12％、高校卒業が 7％と比較的低いままであることには注意が必要である。 

また、アジアの多くの国が 1980 年前後には識字率が 8 割を超え、1990 年頃には 9 割を超

えていたのに比較すると、インドの識字率は 2011 年でも全国平均で 74.0％と比較的低い。

確かに 2001 年のセンサスでは、全国平均で 64.8％であったことを考えると、近年の状況の

改善は大きい18。しかし、他のアジア諸国と並ぶ識字率になるまでには、近年のペースでいっ

てもまだ長い時間が必要であろう。 

こうした点からは、全体的に見たインドの労働者の質の面に問題がないとはいえない。た

だし、インドでは都市・農村間の格差が非常に大きく、それは州別や都市・農村での識字率

の差に現れている。ビハール州など北部の州で 60％台を脱却できないのをしり目に、デリー

首都圏やムンバイを擁するマハラシュトラ州は 80%を超える。2007 年の調査では、農村部の

全国平均識字率が 59.7％だったのに対し、都市部では 82.0％であった19。同様に男女の格差

も大きく、男性の識字率は 2011 年で 82.1％、女性は 65.5％である。 

日本企業がインドに進出する場合、最初から教育水準の低い農村部に立地することはあま

                                                   
17 Ministry of Human Resource Development（2009）‖Statistics of Higher & Technical Education 

2009-10‖ 
18 Ministry of Home Affairs（2011）‖Census 2011‖ 
19 Ministry of Statistics and Programme Implementation（2010）同上文献。 
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り考えられない。また、絶対数としては高卒者、大卒以上卒業者数は多く、また都市部に集

まっていることから、日本企業が現地従業員を雇用する際に、こうした全体的な教育水準の

低さの問題が表面化することは多くないかもしれない。ただし、一歩大都市から足を踏み出

すと、小学校卒業以下の学歴しかもたない人々の世界が広がっていることを、念頭に置いて

インド社会・経済を考えないといけないという点は忘れてはいけない。 

 

４．インドに挑戦していこう 

繰り返しになるが、インドは、若くて巨大な市場である。本格的な所得の伸びはこれから

始まる。他方で、これからのどの経済成長にも欠かせない、IT 関連産業に強いという優位性

も既に持っている。とはいえ、多くの相反する要素が隣り合わせに存在し、そうした矛盾が

ぶつかり合うなかで、中国が成し遂げたような急速な構造変化は、どの分野でも生じないか

もしれない。消費市場としての魅力が発揮されるのもこれからのことである。 

しかし、インドは着实に前進している。巨大な国が前進している。その活力を自分のもの

にすることが、これからの日本企業には必要ではないだろうか。 
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山本製作所 海を渡る（２） 

 

「ほんとうにやめちゃうのか」 

 ちょっとためらいながら一太郎さんが切り出しました。 

「旨いだろこの酒。実はこの会社の精米機やったことがあってさ。飯米は 10％くらい削

れば良いんだけど、お酒用は中心を残して 40％は削るんだよ。これが結構難しくて。そ

れ以来さ」 

 向井さんは金型メーカーMDA の若社長です。一太郎さんと同じ大手メーカー脱サラ跡

継ぎ組と境遇が似ている事もあって、よく酒を酌み交わす仲になりました。 

「この冷酒は確かに旨いけど」 

「ごめん。やめたくはないけどさ。この円高当面戻りそうもないだろう。だとするとも

うやっていけないよ。今なら従業員にそれなりの事をしてあげる余力もあるし。まあ、

撤退の意思決定をするのも経営者の仕事だと思ってね」 

「大変だな。若いのに呼び戻されていきなり社長でさ」 

「サラリーマン続けてたら、今頃エリートコースだったかも、ってか。これも自分で決

めたことだから。それに、誰にでもできる経験じゃないぜ、会社潰すなんて」 

「それにしても勿体ないよね。世界の MDA の技術者が揃ってるのに」 

「うん。金型の専門商社やろうと思ってるんだ、営業と技術者の凄いのだけ残して。途

上国の型メーカーを育てて日本に売り込むんだ。今まで競争してきた奴らで、技術力は

まだまだうちのレベルじゃないけどな。中には筋の良いのもいるんだよ。一緒にやらね

えか。おまえんところだってジリ貧だろ。お前は口も立つし、俺より商社向きだよ」 

「ありがとう。でも、俺このごろものづくりが楽しくなってきてるんだ」 

 そら豆を指でつまみながら、一太郎さんが呟きました。 

 

透明な風の中を花びらが舞っていきます。つい、ぼんやりと窓外を見つめていた一太

郎さんの耳に、応接室から話しながら出てきた大手取引先ミツバの新藤さんと一成社長

の声が聞こえてきました。 

「社長。急な注文受けていただいてありがとうございます。本当に助かりました」 

「ミツバさんあっての山本ですから、できることは何でもやりますよ。いや、本音です

よ」 

「そういえば、新藤さん去年までインド駐在だったんですよね」 

 一太郎さんの声に振り返りながら新藤さんが答えます。 

「おや、一太郎さん。いつもお世話になってます。プネに３年ほどいて、やっと年季が

あけたところです」 

「それは、大変だったでしょう。インドでは水も飲めないんだって」 

 山本社長が口を挟みます。 

「いつもペットボトルを肌身離さずです。一度お腹壊せば抵抗力がつくだろうって奴が

いて水道の水飲み続けたんですが、お腹を壊し続けただけで抵抗力はつきませんでした。

パーティーの後、深夜に目が覚めて、蛇口から水を飲む直前に『いけね、ここはインド
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だ』なんて事も何回かありましたよ」 

「ひどいらしいな。毎日停電もするって」 

「停電だけじゃなくて、電圧も不安定なんですよ。僕は焼きたてのパンが好きなので、

たまには贅沢はしなくちゃと思って、パン焼き器とトランスをわざわざ持って行ったん

ですよ。ところが駐在２日目でボンッ。現地の人はみんな電圧スタビライザーを付けて

るらしいんですけどね。そんなこと知らないじゃないですか」 

「そんな調子じゃあ、工場もたいへんだろう」 

 してやったりという顔で山本社長が尋ねました。 

「工場はほとんど自家発電持ってますから。それにうちは極東自動車の作った工業団地

に入ってましたからね」 

「そりゃあ、ミツバさんみたいな一次下請けは親会社がきっちり面倒見てくれるから良

いんですよ、うちみたいな中小なら気にも掛けてもらえないのに。あれえ、潰れちゃっ

たの、てなもんですよ」 

「と言うことだ、製品開発室長。夢ばかり見てないで、コスト低減計画の資料早くまと

めてくれよ」 

 一言言い残して山本社長は工場へ降りてゆきました。 

「どうも社長は海外進出に否定的なようですね」 

「否定的なんてもんじゃないですよ。大嫌いです」 

「確かに大変ですけどね。日本並みの仕事ができるように教えるのには気の遠くなるほ

ど時間がかかりますし。育った途端に転職しちゃったり」 

“みんな揃って後ろ向きな話ばかり。だから日本はダメになるんだ。新しいことに苦労は

つきもの。それを乗り越えるから未来が開けるんじゃないか” 

 つい、口をつきそうになった思いを押し殺して一太郎さんが立ち上がります。 

「おや、一太郎さん暗いですね」 

「暗くもなるさ。みんな、アホウばっかりで」 

「じゃあ、明るい話もしましょうか。実は、うちが大和自動車の商売取れたのインドの

お蔭なんですよ」 

「どういうことそれ」 

「ミツバは極東自動車に連れられてインドに出たじゃないですか。その後大和がインド

に出てきて。でも下請け全部連れてきた訳じゃないのに現地のメーカーはなかなか育た

ないし、調達先探しに苦労してたんですよ。で、僕、大使館の集まりで大和の社長と知

り合いになりまして。こいつ面白いやつだな、一度工場見せろよというわけです。嬉し

かったですよ、これは。海外に出ると、日本企業間と職位の間の距離が縮まりますから、

山本製作所だって、良いことあるかもしれませんよ」 

 一太郎さんは少し元気になりました。
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第２論文 インフラ現状の把握を踏まえたインド製造業拠点設立 

 

相川 洋子 

アセンダス日本代表事務所代表 

本社カスタマーサービス＆ソリューションズ部 

アシスタント・バイスプレジデント 

 

【要旨】 

インド進出に関する情報が新聞紙面をにぎわす中で、製造分野でのインド進出を考

える多くの日系中小企業にとって、インドは未知の国であり、現地でのインフラ・工

業団地・進出にかかわるサポート体制は量・質ともに、いまだ十分に確立をされてい

ないのが現状である。また、インフラ未整備に伴う進出コストの高さも懸念事項とし

て挙げられる。 

こうした不利な体制にもかかわらず、アジアの中では、韓国・台湾等の企業は、状

況が現在よりさらに未整備な時代からインドに進出をし、現地で確固たるブランドネ

ームを確立しているのも、国際市場に活路を見出したい日系企業には直視しなくては

ならないであろう現实である。 

 発展途上のインフラ：近年のホテル・ショッピングセンター等の発展とは異な

り、道路、工業団地、電力・水などの進出に必要な社会インフラはインド全土

で未整備。サプライチェーンの未整備ともあいまり、物流コストも高く、どの

都市に進出するかは成功の非常に重要なポイント。 

 工業団地の实情：量・質ともに問題あり。価格も高い。値上がり幅も大きい。

政府公社の団地は一般的に土地だけの供給。 

 民間資本の工業団地：近年、インフラ・サービスの整った民間資本の工業団地

あり。早い段階で交渉を行うことが必須。 

 工業団地の種類：輸出志向 vs 国内マーケット対象により SEZ か一般工業区に

分かれる。SEZ には各種恩典があるが、輸出割合の制約があり、インド国内市

場を主要ターゲットとする企業は一般工業区に入るのが一般的。 

 地域別特性：工業団地の質・サービスに関してはインド全土で同じレベル。港

があること、企業が集積をしている地域であることを第一に考えるべきで、チ

ェンナイが圧倒的に人気。 

 進出にあたり：検討事項として、港が近くにあるかどうか、企業集積状況が鍵。

土地権利の透明性にも考慮が必要。人気のある都市は工業団地も品薄であり、

数年後の進出であっても、団地とのコンタクト作りが必要。 

 



    
 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載  33 

１．インフラ・工業団地概略 

発展途上のインフラ 

インドの大都市では 5 つ星のホテルが数多くあり、また、ショッピングセンター・高品質

の IT パーク・高層オフィスビルも見られ、緩やかながら社会発展の推移を近年確实に見るこ

とができる。ただし、インドでの開発はいまだ、1 つの開発が点在する“点での開発”であ

り、製造業の進出ポイントとして一番重視される、工業団地、道路・鉄道などの物流網、電

力・上下水道などの社会インフラ全般が大都市を含め、ほとんどの地域で発展途上である。 

ホテル・ショッピングセンター･オフィスビルに数時間滞在をすれば停電に出くわすことは

日常茶飯事である。また、インドは中国や ASEAN と異なり大都市がインド各地に点在する。

そのため、インフラ、サプライチェーンの未整備と相まって、物流コストも高く、インドの

どこに拠点を構えるかも非常に重要なポイントとなる。 

・空港： 新規空港・新規ターミナルの建設が進んでいるが、大都市でも玄関口と呼

ぶには古い空港が多い。 

・港： 地域により外資オペレーターが運営するコンテナターミナルあり。 

・物流： 道路輸送に関しては、道路事情の悪さ、鉄道においては運行スケジュール

の遅延等から、生産コストに占める物流費が総じて高く、輸送の遅延や荷

物のダメージもあり。道路は主要都市間を結ぶ幹線道路や大都市内での主

要道路は複数車線が整備され品質も良い。ただし、それ以外の一般道路で

は舗装未整備や単一車線の道路が多い。 

・電力： 恒久的な電力不足による停電の頻発。製造業はほとんどの地域で自家発電

設備が必要。 

・工業用水： 水道インフラが整っておらず、また、ほとんどの地域で井戸水の汲み上げ

規制あり。 

・工業用地（下記、インドにおける工業団地の实情にて説明）： 

 近年の進出加速にともない、需要・供給バランスがとれておらず、工業用

地の不足・価格上昇。 

 

（１）工業団地の種類と実情 

① インドにおける工業団地の実情 

日本においては工業用地の確保・規制・周辺環境等との調整ができれば、社会インフラ

がどこでも成熟をしているため、工業団地以外での生産拠点設立は可能と言えよう。また、

中国・東南アジアにおいては、インフラが未整備な地域があるため、工業団地に入ること

で、ある程度一定のインフラや進出にかかわるサービスが受けられるため、有力な選択肢

となっている。 

インドでは圧倒的に工業団地事情が異なり、インフラと同様に一般的に未整備と言える。

インドの工業団地は、これまで現地地方政府＝州の開発公社が開発を行ってきた。工業団

地といっても、ほとんどの団地が、土地だけの供給である。つまり、企業は土地購入交渉
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を行い、自前で、電力・水・下水処理を手当てし、申請手続きを行うのが一般的である。

土地購入交渉にあたっても圧倒的な売り手市場のため、売る側が企業を選択する傾向が強

いので、中小規模の企業には手間が非常にかかるのが实情である。实際には土地が空いて

いても対外的には一切公表せず、大規模な投資案件が持ち上がったときにはじめて交渉に

あたる場合も多い。 

フェンスで囲まれていない団地が一般的で、見た目では、どこからどこまでが工業団地

と明確に断定するのも難しい。団地内の管理・メンテナンス体制も不十分な場合が多い。

団地周辺の道路に関しても、未整備な道路と整備された道路が混在をしているのが实情で

ある。こうした实情は地域による特性はなく、どの地域にいっても同じレベルである。 

また量の面でも問題がある。インドへの製造業進出数が増加したのは、ここ数年のこと

であり、需要と供給のバランスが取れていないことと、インドでは土地問題が非常に複雑

で（以下(３)のインドにおける工業用地の不足と土地問題の中であらためて触れる）、新規

工業団地の計画･開発から供給にいたるまでは、長い年月がかかるため、良質な工業用地の

不足と価格の高騰が見られる。一例をあげると、北部デリーからムンバイに向かう国道 8

号線を約 90 キロ進んだハリヤナ州バワル工業団地での 2003～4 年の土地価格は平米あた

り約 600 ルピー台、2010 年では 5,000 ルピー強となっている。1つまり、インドへの製造

業進出には、コスト・労力・手間・時間がかかることを念頭にいれ、十分な余裕をもった

計画を立てる必要がある。 

写真 2-1、2-2 日系企業も多く進出をしている州政府公社による工業団地内 

インフラの不十分な管理・未舗装の道路 

 

 

                                                   
1 アセンダスが 2003～2004 年にバワル工業団地に進出をした日系企業インタビューならびに工業団地開発

公社へのインタビューに基づく。 
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写真 2-3、2-4 数キロ圏内で整備された道路と未整備車線無しの道路 

 

 

② 民間資本による工業団地開発 

質・量・値段ともに厳しいインド工業団地の实態であるが、近年インド民間財閥による

良質な工業団地も開発されている。特に企業が集積をしている南部チェンナイでは、民間

資本による運営中・計画中の工業団地がいくつかある。こうした民間資本の工業団地では、

一般的に、電力・上下水などのインフラ品質・団地内の付帯施設・入居企業へのサービス

等が州政府運営の団地より、明らかに上回り、その分、価格も高い。また、ビジネス志向

で、空き状況を企業と等しく共有するため、企業にとっては、交渉がしやすい。また、手

続き関係の窓口をワンストップでサポートする場合も多い。州政府工業団地での独自交渉、

インフラの独自手当て、その他もろもろの手続き方法をすべて自社で探し出す、手間・労

力・コスト負担することを考えると、概して土地の価格のみの比較はインドでは成り立た

ず、おのずと、民間資本の工業団地の人気が一番高い。 

チェンナイ近郊で、稼動中の団地としては、マヒンドラワールドシティー、スリシティ

ー等がこうした団地例であり、団地内のインフラ・整備状況のレベルは格段に良い。チェ

ンナイ市内より国道 45 号線を南に約 50 キロのマヒンドラワールドシティーは現在空きが

無い。スリシティーは国道 5 号線をチェンナイ北部に 50 キロ、チェンナイが属するタミル

ナドゥ州堺のアンドラ・プラデシュ州にあるため、多くの企業が集積をするチェンナイ南

部までの物流を懸念し進出企業数は尐ないが、現状空きあり。また、現地財閥に加え、ア

センダス（シンガポール）・現地・日系パートナーによる新規工業団地開発計画2など、外

資による計画もあり、日系中小企業にとっての選択肢は増えることが予想されている。 

賃貸工場に関しては、現在では賃貸工場群を見つけることが難しく、各地で中堅・中小

企業向けへの賃貸工場開発が課題となり、開発を計画する動きもある。ただし、インドは

土地価格が高いため、賃貸工場の賃貸料も中国・東南アジアより割高になる。 

 

                                                   
2 例：アセンダスが主体となり、日揮、みずほコーポレート銀行の日系パートナー、現地企業と 1,450 エー

カーの総合工業団地を開発計画。 
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写真 2-5 スリシティー：民間開発の工業団地内部。団地内道路の整備・LED 照明など、 

州政府による開発との差異がわかる 

 

 

③ 工業団地の種類 

インドでの工業団地検討に際し、ディベロッパーが主に 2 種類（州政府開発公社 VS 民

間）いることに加え、どのマーケット（輸出 VS インド国内）を目的としてインドに進出

するかにより、工業団地の種類が２つあることを明記する。大きく分けて、輸出志向型企

業を対象とする Special Economic Zone（SEZ）と呼ばれる経済特区と、Domestic Tariff 

Area（DTA）と呼ばれるそれ以外の一般工業区である。SEZ は広い意味での経済特区であ

り、その中には、IT 対象や製造業の中での特定産業（電子・自動車・アパレル等）を対象

にした産業特化型の SEZ と、住宅や商業施設などの非輸出産業施設を含めた総合開発のマ

ルチ SEZ と呼ばれるものがあり、それぞれ規制・必要面積が異なる。また、産業特定型

SEZ の必要開発面積はマルチタイプより尐ないため、一般工業団地の中に、組み込んでい

る例もある。 

SEZ 立地企業には法人税免税期間などのいくつかの優遇税制・措置3がある。インドでは、

製造業への優遇措置という点では内資・外資への政策は同じで、また、一般工業団地進出

企業・一般製造業への優遇措置も無いインド4では、SEZ がもたらす優遇措置は企業にとっ

て魅力が高い。ただし、５年間をブロックとし、輸出が国内生産を１米ドルでも上回るこ

とが条件であるので、検討する際には注意が必要だ。インドに進出をする日系企業のほと

んどが、巨大な成長が見込まれるインド国内市場を狙って進出を行っている点、企業によ

り輸出比率は当初あっても、サプライチェーンが形成途上である現状を考慮すると輸出コ

                                                   
3 参考資料：インド商務省・商務局の“Special Economic Zones in India”のホームページ（下記）内に、

SEZ の詳細が網羅されている。 

http://www.sezindia.nic.in/sezindia-contact.asp 
4 中国では外資製造業の進出を加速させるため、90 年代初頭から約 10 年間、外資企業ならびに進出する工

業団地の格付けに基づく特別優遇措置を实施。インドでは、内資・外資ならびに製造業内での産業を通し

ても同一の政策を適用し、一般製造業には優遇措置は設けていない。地域により、大規模投資を行う企業、

環境配慮型企業（ソーラーパネル設置など）への優遇措置がある。 
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ストが高いため、生産品目・内容が限られる点、中小企業は現地に進出をしている日系企

業をメインの顧実とする点を考えると、インドを現在から将来にわたり一貫して輸出拠点

として考える日系中小企業は尐なく、ほとんどの企業にとっては、一般工業団地が選択肢

となる。 

 

(２)地域別集積企業の特性と工業団地例 

インド工業団地の实情ならびに種類がわかったところで、それでは、大都市が点在をする

インドで、どの都市に進出をすべきか。その判断材料・調査対象にすべき事項ならびに企業

が集積をする都市の特性を説明したい。海外進出にあたり、調査判断とすべき項目を大きく

分けると、企業毎の戦略＋進出地域の状況判断が必要であり、国の中で、その両方を満たす

得点の高い地域を選択するのが最善の方法である。ただし、一般的にインドのような新興国

では、現時点で、すべての得点を満たす地域は尐なく、おのずと、企業戦略の中で何を一番

重要視するか＝何を目的としてインドに進出をするか、インドで将来どういった計画を实行

したいのかを根底にし進出地域を選択することになる。また、企業によっては、明確な戦略

が無いが、次の生産拠点としてインドはどんなところなのか興味があるという企業もあるだ

ろう。そうした企業にとっても地域ごとの特性を知るのは具体的な戦略計画をたてる上でも

重要であろう。 

進出にあたり、企業ごとの戦略として考えられる基礎項目は、インド国内マーケットをに

らんだマーケットインでの進出か、輸出を目的とするかである。輸出を目的とする場合、ま

たは輸出・国内販売の両者を考える場合には、その比率を進出時ならびに最低でも中期計画

までを考える必要がある。それによって、一般工業区に立地するのか、輸出企業（前述参照）

を対象にした SEZ に立地するのかを検討する。 

ただし、インドが、地理的には中国・東南アジアと比べ、日本から距離がある点、インド

国内サプライチェーンが形成途上の点を考えると、現在の日系企業においては、中東等への

輸出をにらむ場合は別として、輸出拠点よりも、インド国内市場を対象にする企業が圧倒的

に多いと言える。 

次に、日系中小企業がインドマーケットを対象に進出をする場合、注力するのが以下の点

である。サプライヤーにとっては、メイン顧実の立地近くを検討するのが一般的であろう。

ただし、インドでは近い将来、国内市場が爆発的に成長する予想がされているが、現時点で

は、多くの産業での生産数は中国などと比べると数が尐ない。そのため、メイン顧実へのサ

プライだけでインド進出が成り立つのかどうかを検討する必要がある（一国に複数拠点を設

けることが難しい中小企業にとって立地選びは特に重要である）。それが難しいと判断された

場合は、より広い規模で企業が集積をしている地域に進出をすることで、顧実層を広げる努

力が推奨される。現地に進出をしている外資系企業によると、現地サプライヤーの品質が自

社の基準になかなか合わず、現地供給を受けているのは完成品をいれるダンボールだけとい

う大手電子外資系企業もまだ存在する。これまで取引のない企業に日本の技術力を示すこと

が現在のインドでは可能である。 
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こうした企業戦略を明確にした上で、進出都市を検討する。または特定のサプライ先がな

い場合には、都市ごとの企業集積を参考にする。前述のとおり、工業団地事情はインド国内

で都市ごとの大差がないが(政府開発 VS 民間では大差あり)、発展途上のインドの現状におい

て、都市を検討するにあたり、調査・検討すべき項目は以下のとおりである。 

(ア) 検討先に港があるか 

(イ) 企業の集積状況 

(ウ) 伸び率 

(エ) 州政府が自由な経済発展をサポートしているかどうか 

(オ) 人材の質と数 

(カ) 今後の都市インフラ開発予定など 

（ア）の港が無い場合は、近隣での現地調達の可否が重要。（エ）に関しては、参考資料の

ひとつとして、Academic foundation 等が編集をした”The Economic Freedom of the States 

of India 2011”など州ごとのランキングを示している調査が多数ある。また、日系企業拠点

数の伸び率で（大使館・ジェトロなどの日系企業拠点数などの調査が多数あり）州政府のサ

ポート体制をある程度推測することもできるであろう。プロビジネスの州として広く知られ

ているのは、常にランク 1 位のタミルナドゥ州（チェンナイ）である。また、グジャラート

州が近年その評価をあげている。 

 

① 日系企業主要進出地域 

2011 年時点でインド進出日系企業数は 812、拠点数は 1,422 である5。そのうち 4 割が

チェンナイ・バンガロール等の南部、3 割がデリー近郊（デリーのみならず、ハリヤナ州、

ウッタル・プラデシュ州、ラジャスタン州までのデリー市内から 100 を超えた地域を含む）

の北部、2 割が西部、1 割弱がコルカタならびに近郊となっている。つまり多くの企業が南

部・北部・西部の 3 地域に進出をしている現状を考えると、納品先がそれ以外の地域に立

地している等の特定の企業以外は、この 3 地域が主要調査対象となるであろう。 

デリー近郊：進出のメリットは企業の集積：首都のデリー準州をふくめ、グルガオン・

マネサール・バワル等があるハリヤナ州、ノイダ等があるウッタル・プラデシュ州、デリ

ー市内から 110 キロのニムラナがあるラジャスタン州までを大きく含む。最大の消費市場

である首都であることから、デリーには商社・メーカーなどのインド本社・駐在員事務所・

販社、近郊には、ホンダ・スズキ・自動車部品メーカーなどの生産性企業が集積をしてい

る。ただし、進出の最大のデメリットは物流の悪さである。内陸であるデリーの利用港は

ムンバイ近郊であり、物流にかかるコスト・手間が非常に高い。デリー・ムンバイ間を結

ぶ DMIC 構想の具体的発展が望まれる地域である。また、デリー近郊やハリヤナ州の土地

が不足している点、後述する農民問題がインドの中では激しい点、進出企業から、州政府

の協力体制がそれほど高くないと判断されている点、広いインドで大手企業が生産拠点を

複数もつ点などで、進出をした企業が拡張地域を選択する場合、北部の中でも南下したラ

ジャスタン州等に行くケースも近年多く、顧実の動向注視が必要である。 

                                                   
5 在インド日本大使館資料。拠点数には、日系企業の事務所・支店・現地法人支店・工場が含まれる。 
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図 2-1 デリー近郊の工業団地ならびに立地企業一例 

201２年
Copyright © 201２ Mizuho Corporate Bank, Ltd and JGC Corporation 

Discussion Purpose Only

2

ご参考： デリー近郊の工業団地

③ニムラナ工業団地

クシュケラ工業団地

①マネサール工業団地

②バワール工業団地

デリー空港 ④グレーターノイダ工業団地

バハドゥルガル工業団地

ファリダバード工業団地

ロータック工業団地

ライ工業団地

スズキ4輪第一工場

スズキ4輪第二工場

ホンダ4輪第一工場

ホンダ4輪第二工場

スズキ2輪

ヤクルト

デリー国際空港より、105km

ホンダ2輪第一工場

YKK、旭硝子等

国道8号線

国道1号線

国道2号線

国道24号線

国道10号線

（出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成

ホンダ2輪第二工場

ヤマハ発動機第一工場

ヤマハ発動機第二工場

 
出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成資料 

 

西部：ムンバイ・プネ：2011 年日系企業ムンバイ 154 拠点、プネ 56 拠点。ムンバイは

商業の拠点、また海に近いことから、海運・重化学系企業が立地。プネは周辺環境もよく、

近年 IT 都市としての成長に力をいれているが、タタやゼネラル・モーターズ（GM）、フ

ォルクスワーゲン等の自動車メーカーが進出をしていることから日系も自動車関連を中心

としている。沿岸部という最大の利点があるが、サプラチェーン形成途上のインドにて、

日系企業の部品調達先が中国や東南アジアからの輸入が主流であることを考えると、立地

的なデメリットが強くなる。ただし、ムンバイ近郊に市場があり、また中東等への輸出を

考える企業にはメリットがある。 

 

ムンバイ・プネ以外に明記するのがグジャラート州である。2011 年の日系企業拠点数は

29 拠点、全体にしめる割合もわずか 2%であるが、2000 年代半ばまで進出日系企業数が 5

拠点程度だったことを考えると伸び率が高い。インド西海岸というのは、ムンバイと同じ

く現状ではメリットが低いが、それでも近郊にマーケットがある企業には港が近いことな
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らびに州政府のプロビジネス度が非常に高い6のが魅力である。スズキが進出を決定したた

め、スズキへの供給で事業が成り立つ企業には有力な選択肢であろう。 

 

図 2-2 プネ近郊の工業団地ならびに立地企業一例 

201２年
Copyright © 201２ Mizuho Corporate Bank, Ltd and JGC Corporation 

Discussion Purpose Only

3

ご参考： プネ近郊の工業団地

Jejuri工業団地

プネ市内

Talegaon工業団地

Chakan工業団地

Baramati工業団地

Kurkumbh工業団地

Pimpri Chinchwad工業団地

プネ空港
Rajiv Gandhi Infotech Park

Kandala工業団地

Volkswagen GM

TATA
SHARP

エンケイ

新明和工業

⑤Ranjangaon工業団地

（出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成

 
出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成 

 

南部：バンガロール：2011 年日系企業 181 拠点。IT 都市。トヨタの本拠地。バンガロ

ールといえばトヨタであり、バンガロールに進出をする製造企業の多くがトヨタ関連であ

る。トヨタサプライヤーを集めたトヨタテクノパークもある。また、工作機械メーカーの

立地もみられる。他の大都市同様、都市インフラは発展途上であり、渋滞は激しい。バン

ガロールに立地の場合でも利用港はチェンナイであるため、トヨタ以外にもサプライする

場合には、近年チェンナイを検討する割合が高い。 

 

                                                   
6 参考資料のひとつとして、Academic foundation 等が編集をした“The Economic Freedom of the States 

of India 2011”がある。インド各州の経済自由度を調査したもので、チェンナイのあるタミルナドゥ州が

2005 年、2009 年ともに第 1 位、グジャラート州は 2005 年の第 5 位から第 2 位にあがっている。 
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図 2-3 バンガロール近郊の工業団地ならびに立地企業一例 

201２年

Copyright © 201２ Mizuho Corporate Bank, Ltd and JGC Corporation 

Discussion Purpose Only

4

ご参考： バンガロール近郊の工業団地

バンガロール市内

⑥Bidadi工業団地

Dobaspet工業団地

Attibele工業団地

Electronic city

Hosakote工業団地

バンガロール空港
コマツ

東海理化

トヨタ、豊田通商
豊田鉄工、尾張精機

デンソー

日立工機

横河電機、アイシン精機
ファナック

ホワイトフィールド

油研、横河電機、シャープ

トキタ種苗
国道4号線

（出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成

国道4号線

チェンナイへ→

Narasapura工業団地

 

出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成 

 

南部：チェンナイ：日系 234 拠点。インド日系企業数最大、最大伸び率の州。州政府の

プロビジネス度インド NO.1。港があることでの物流の良さ、企業の集積度を最大のメリッ

トとし、インドの中では製造業に適しているといわれる南部人材＋品質の高い労働力確保

などの付加価値をプラスして、現在、企業がもっとも注目をし、立地を希望する都市。「イ

ンドのデトロイト」と呼ばれ、日産、ヒュンダイ、フォード、BMW 等が立地、自動車産

業へのサプライを希望する企業には顧実層の厚みが魅力。また、自動車以外でも、外資で

は、フォックスコン、モトローラ、ノキア、フレクストロニクスなど最大手の電子・EMS

メーカーが立地。こうした注目度を背景に、日本の経済産業省や県がタミルナドゥ州との

覚書を締結しており、日系企業立地サポートならびに、日系企業のさらなる集積を加速さ

せるための、インフラ整備などの協力体制が検討されている。 

日本政府によるメコン・インド産業大動脈構想上の重要拠点。チェンナイ中心地より南

50 キロに企業が集積。 

 

デメリットは、あまりに人気が高いため、直近での優良工業用地が不足しており、その

対忚が必要。現時点では空きが無いが、検討工業団地としては、大きく、タミルナドゥ産
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業振興公社（SIPCOT）が開発をしているチェンナイ南 50 キロ圏内のスリペルンブドゥー

ル、オラガダムを代表とする工業団地がある。50 キロ圏内を大きく南またはバンガロール

方面へ越えた地点にも SIPCOT の団地があるが、距離感がある。民間としては、チェンナ

イ南部のマヒンドラワールドシティーがあるが、こちらも現在完売している。こうした实

情からチェンナイでの工業団地を直近で検討する際、チェンナイ北部 50 キロ圏内（アンド

ラ・プラデシュ州ならびに州境）も対象地域として、スリシティーならびにマヒンドラの

フェーズ 2 も検討すべきであろう。ただし利用港はすべてタミルナドゥ州にあり、州を越

えた物品に税金がかかるため、納品先立地、物流についての検討が必要である。 

 

1～2 年以内での工場着工を予定するのであれば、民間工業団地の開発計画がある。チェ

ンナイ南部 50 キロにてシンガポール政府系ディベロッパーのアセンダス・現地パートナ

ー・日本企業連合体（みずほコーポレート銀行・日揮）が総合工業団地の開発を予定。 

 

図 2-4 チェンナイ近郊の工業団地ならびに立地企業一例 

201２年
Copyright © 201２ Mizuho Corporate Bank, Ltd and JGC Corporation 

Discussion Purpose Only

10

←ベンガルールへ

チェンナイ近郊の工業団地

Location Mapping

Old Mahabalipuram Road

Grand Southern Trunk Road / 国道45号線

国道4号線

国道5号線

チェンナイ空港

⑧オラガダム工業団地

⑦Mahindra World City工業団地

スリペルンブドゥール工業団地

East Coast Road

ベンガル湾

チェンナイ市内

（出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成

 
注：図 2-4 中の「ベンガルール」とは「バンガロール」の意。 

出所）みずほコーポレート銀行産業調査部作成 

 

② 主要工業団地の価格例 

つぎにインド工業団地の価格感を述べたい。第一にインドの工業用地は非常に高いとい

う認識が必要である。アジアの中でも最も高いグループに入るといっても過言ではない。
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発展途上の新興国では開発リスクが非常に高い点、需要と供給のバランスが取れていない

点で進出ブーム第一段階と呼ばれる時点での土地コストが一番高い。プラスして、インド

では土地の手当てが困難を極めるのも一因である。下記はジェトロ出所（スリシティーは

独自聞き取り）の工業団地価格例である。団地によりインフラ・サポート体制が異なるの

でインドでは単純な土地価格の比較が成り立たないことに注意が必要である。ただし、こ

こで最も注意が必要なのは、こうした調査価格はほぼすべて過去の価格を反映したもので

あり、現時点ならびに将来入手可能となる土地価格ではないという点であり、リストは掲

載しながらも、あくまで過去取引平均の参照のみであるということを再度明記しておく。 

下記においては、ニムラナ、スリシティーは購入検討の土地区画があるため、下記価格

は現在ほぼ適忚されているであろう。それ以外の工業団地はほぼすべて完売である。下記

の工業団地では計画レベル・具体的開発計画を含めた拡張プランがある。ただ、拡張プラ

ンも人気があるチェンナイのマヒンドラなどでは、すでに予約で埋まっているとの情報も

あり注意が必要だ。 

工業団地により将来販売可能な価格に関しては、差異があり、下記過去の値段との差異

がどれくらいであるかは異なるが、明らかに急激な上昇傾向にある。場所によっては、過

去の値段の倍程度になることが予想されるので、個別の工業団地を回り、予定価格に対す

る調査が必ず必要である。 

 

表 2-1 インド工業団地販売価格例 

 ハリヤナ ハリヤナ ラジャスタン プネ バンガロール チェンナイ チェンナイ AP(チェンナ

イ州堺) 

団地名 マネサール バワル ニムラナ ランジャンガ

オン 

ビダディ オラガダム マヒンドラ スリシティー 

価格 Rp15,000 

/sqm 

Rp.4,000 

/sqm 

Rp.2,000 

/sqm 

Rp.1,800 

/sqm 

Rp.618 

/sqm 

Rp.3,200 

/sqm 

Rp.4750 

/sqm 

USD50近辺 

空状況 ほぼ完売 ほぼ完売 空あり ほぼ完売 ほぼ完売 ほぼ完売 ほぼ完売 空あり 

注：「AP」は「アンドラ・プラデシュ」の意。 

出所）ジェトロ調査を参考。スリシティーに関してはアセンダスによるスリシティーならびに日系企業より

の直接ヒアリング。ほぼ完売とある工業団地は過去販売時の価格であることを注意。 

 

（３）インドにおける工業用地の不足と土地問題 

日系企業が海外での生産拠点を設立する際、通常、工業団地を選択するのが一般的である。

企業によっては、１．工業団地が未整備の時代に進出、２．進出時期に適当な団地がなかっ

た、３．工業団地に入るより土地が低コストで買える等の理由で、中国や東南アジアでは、

製造業の進出が加速する初期段階に工業団地以外の土地を買うケースもみられた。インドで

も同様のケースは多々ある。現時点で日系中小企業がインドで拠点を設立しようと思い、工

業団地の調査のため、インドへ行くと、進出先としてまず候補にあがるチェンナイ等では、

すぐに購入できる土地がゼロに等しいということに気付く。そのため、進出を急いでいる企

業の中には、現地コンサルタントやブローカーから工業団地以外の土地の情報を入手し、交

渉にあたるケースも見られる。 
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政府開発の工業団地に入った場合、これまで述べてきたようにインフラ・サービスの面で、

必ずしもメリットが無いのが現状であるが、それでも、日系中小企業にはインドでは工業団

地に入居することを、あらためて強く推奨したい。インドで団地外の用地を購入するのは日

系中小企業には非常にリスクが高いからだ。地方政府と個別交渉ができるだけの投資規模計

画のある大手企業のケースとは全く別問題として考えたい。一つは、インドでは工業用地が

不足し、土地価格が上昇しているため、土地転売を目的とする業者・個人が多く存在する。

こうした業者・個人と正当な価格できちんとした交渉をするのは困難を極めるといえる。 

もう一つにはインド特有の農民問題が存在する。インドは「最大の民主主義国家」であり、

有権者一人ひとりの権利を重視する政治体制である。従って農民の立ち退きには膨大な時

間・手間・コストを必要とする。また、立ち退いた農民への補償というのも認められており、

それを求めて、将来、土地を購入した企業が農民から訴訟を起こされるケースも非常に多い。

また、一つの区画に対し、土地の権利証明が複数あることや証明書が無いこともざらである。

転売を目的とする業者や個人がこうした問題をクリアにできる可能性はゼロに近く、こうし

た土地を購入することには将来にわたり常にリスクと隣り合わせと考えるべきである。ただ

し、農民への補償問題に関しては、工業団地を購入するにあたっても、事前に確認すべき事

項であり、ディベロッパーへの聞き取りが重要だ。 

 

２．まとめ 

調査を検討する都市がいくつか絞れた後、進出時期により計画を推進するための方法をま

とめたい。すべてに共通する項目としては、まだまだ地道な調査が必要ということである。

具体的に希望する工業団地がない場合、取引先銀行、ゼネコン、ジェトロ等で工業団地リス

トの入手や聞き取りを行う。それに基づき、興味のある工業団地を必ず訪問する。この際、

自社で足を運び、希望する工業用地の有無、将来の計画時期・予定値段を確認することが非

常に重要である。直近での情報入手に加え、団地側とのパイプづくりも不可欠である。優良

な工業団地が不足している地域では、予定工業団地であってもインフラ開発が完了した頃に

は、多くが埋まっていることも予想されるので、正式な着工前から話をしておくことが重要

である。また、メーカーでの新規拠点設立時にサプライヤーパークを含めた立地を検討して

いる場合が近年あり、有力な選択肢のひとつであろう。メイン顧実が決まっている場合には、

この点のヒアリングを行い、サプライヤーパークに入ることのメリット・デメリットの企業

判断が必要である。 

 

（１）直近での生産を検討する場合 

企業戦略に合致した都市で希望する工業団地が空いていればベストであるがそうではない

場合、以下の検討・選択肢があげられる。 

自社の生産タイムラインが変更可能かの検討：希望する工業団地がない場合、タイムライ

ンを全うする場合に、空いている所であればどこにでも立地するか、または、目的にあった

工業団地の開発計画がある場合、その開発を待つことができるかどうか。タイムラインを重

視することで得られる売上高予想 VS 戦略とは異なる立地・品質の団地に立地することのコ



    
 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載  45 

スト・リスク計算が必要である。 

タイムラインを移すことができない場合：インド企業とジョイントベンチャー（JV）を組

み、相手側の土地を利用。数は尐ないが希望地域で賃貸工場の調査。JV にはリスクもあり、

またパートナー選定・契約には時間もかかるので、ここでも注意が必要である。 

 

（２）２～３年後の生産を検討する場合 

今からインドへ調査に行き、２～３年後に開発されるであろう工業団地との接触・商談が

すでに必要。その際、現在と将来のコストにどれだけの差異があるかの検討が必要。インド

では各種手続きに時間がかかるため、他国への進出より時間が必要なことを考慮する必要が

ある。 
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山本製作所 海を渡る（３）  

 

「鈴村さんはどう思いますか」 

「えっ、あのインド進出の話ですか。私は国内一筋ですからね。言葉もわからんでしょ

うし、そもそも何語喋ってんですかあの国では。うちには英語話せる奴すらいませんよ」 

「言葉なんてただの道具ですよ。通訳雇う手もあるし。うちには伝える価値のある技術

がいっぱいあるじゃないですか」 

 一太郎さんが苛立ちを抑えて言葉を繋ぎます。 

「先日社長の言ってた秋田鉄工所ね、インドにも出てるんですよ、私にも秋田に知り合

いがいて、聞いてみたんですよ。実は、それが大変らしいですよ」 

「スープの冷めない距離とか言って、親会社の極東のある工業団地じゃなくて、隣の州

に工場作ったんですよ。まあ、隣にあると給与水準も親会社に引っ張られるとか、しょ

っちゅう口出しされて煩わしいとか、いろいろありますからね。それは良いんですが、

出荷を始めてびっくり。州をまたいで物を動かすと税金取られるんですよ。州によって

法律も違うし、もうめちゃくちゃで、大慌てだったそうですよ」 

「そのうち政府からイテンカカクの調査が入って」 

「移転価格のこと」 

「そうですけど。日本の秋田からの部品を高く買って日本に利益を移転してるんじゃな

いかって話だったらしいんですが、最初は何のことやらでまた大騒ぎ」 

「そりゃあ、新しい市場に出れば、苦労はつきものでしょう」 

「実になる苦労なら、買ってでもしますけどね。苦労する場所は天竺じゃあないんじゃ

ないですか。いつまでも日本企業がものづくりを独り占めしようというのは道理が通り

ませんよ。台湾も韓国も中国も育ってきたんだから、量販品のものづくりは人件費の安

い国にまかせて、日本は日本人の技が活かせる特殊部品とか、あるいは全く新しい事業

とか、いずれ考えないといけないんじゃないですか」 

「新事業とかいうけどさ、うちには創業以来育ててきた匠の技があるじゃない。それを

捨てちゃうんじゃなくて、インドの人に伝えていけば世界のためにもなるでしょう」 

「あっ、それ、その作業者を育てるのがまた大変なんだそうですよ。インドの秋田でね、

4S 教えようとしたんですがね、どうしても言うこと聞かない奴がいて、上司が１週間説

得してもダメ。上司が率先して掃除をしてもついてこない。そのうち周りの作業者も『じ

ゃあ俺も』とか言い始める。何度も警告文書出したけどダメ。それで解雇しようとした

ら、インドは長い間社会主義国だったじゃないですか、それで、法律がかなり労働者保

護的で解雇もままならず、頭抱えているらしいですよ」 

鈴村さんが本当に嫌そうにまくしたてます。一太郎さんの表情がまた暗くなりました。 

 

 桜の季節も終わろうとしています。工場の桜にも緑の葉が目立ってきました。 

「どいつもこいつも。こんな事してるうちに本当に手遅れになっちゃうぞ」 

 重い気持ちを引き摺りながら、一太郎さんはぼんやりと木立を見やっています。 

「願わくは、花の下にて春しなん、そのきさらぎの望月のころ……か」 
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「ああ、おじいちゃん。西行ですね」 

「何をぼーっとしとるんや製品開発室長が」 

「時間があるなら現場を見ろ、ですか」 

 創業者で祖父の一之輔会長は頑固な日本のものづくり派です。一太郎さんとしては、

今は会長の説教に耳を傾ける気分ではありません。 

「おまえ、何か、インド進出を企んどるらしいな」 

「耳が早いですね」 

 話を打ち切ろうと、一太郎さんが短く答えます。 

「知ってるやろうけど、わしは兵庫県の山奥の工業高校を出てな、いきなり集団就職や

った。街に出て豊かになろう、旨いもん食えるようになろうってな。けど東京も大阪も

大きすぎて怖い。それで名古屋に出たんや」 

 やれやれ、話は長くなりそうな雲行きです。 

「鍛造部品作る会社でな。寂しかったから、すぐ九州から来てた婆さんと引っ付いて、

20 歳で一成ができてしもた。いまさら帰るわけにはいかんから必死で働いて必死で金貯

めて独立したんや。 

ところが独立してみると、またわからんことばかりでな、役所や大学や、今まで行っ

たことのない所に聞きまわったんや。取引先も開拓せなあかんから、門前払いされなが

らあちこち飛び込んだんやで。ミツバなんか『頼むからうちの工場見てくれ』って、社

長の家の前で座り込みやったんや。いろいろあったけど、楽しかったな、今思うと」 

 会長の話が熱を帯びてきます。少し引き込まれそうになってきた一太郎さんでした。 

「つまり、なんで今の日本人はこんなに腑抜けになってしもたんやいうことや。円高や

政府なんとかせえて文句言っとるだけや。なんとかするのはあんたやで政府やなくて。

円高やったらどうするか考えてチャレンジしなはれ。円高でも売れるもん作るか、海外

へ飛び出すか、商売替えするしかない。首相のせいにして何人首切っても、あんたが動

かん限り何も変わりまへんがな」 

「会長、僕の味方だったの。来週社長と話すから、同席してくれませんか」 

「わしはもう引退しとる。決めるのは社長の仕事、説得するのはお前たちの仕事や。で

も、心の中で応援しとるよ」 

 このところ、一太郎さんの気持ちはジェットコースター。今回は少し明るくなりまし

た。 
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第３論文 インドの法制度 

 

久野 康成 

久野康成公認会計士事務所所長 

株式会社東京コンサルティングファーム 

代表取締役会長 兼 CEO 

 

〔要旨〕 

 インドに事業拠点を設置する上で、独資で進出するかそれとも合弁で設立するかは、そ

の後の営業や製造、販売などに長期にわたって影響してくる。 

そのため、独資の場合と合弁で会社を設立する場合の法制度上の注意点を詳述していく。 

 また、いずれの会社形態であっても、会社法の機関（株主総会や取締役会、会社秘書役

など）について、日本との共通点と相違点および注意点の概要を示し、会社を運営して

いく上で守らなければならないコンプライアンス事項にも触れる。 

 さらに、インドでは資金調達を行う上での注意点にも触れていく。特にインドにおいて

は親子ローンには一定の制限があるため、出資金額や金融機関からの借入に頼らざるを

得ない点を解説する。 

 最後に、インドにおいての雇用契約や解雇時の規制や社会保険など、労務にかかわる法

令についても解説する。 

 

１．通常の会社設立 

インドに現地法人を設立する場合には、登記を行う州の選定をまず行う必要がある。これ

は、インドの間接税の体系から納品先と同一州内に登記を行った方が有利となるためであり、

また、納品までの時間や輸送コストを考えると物流面からも主要な納品先に近い地域に登記

を行う必要がある。 

進出する州が決定したら、製造業であれば土地の確保が問題となる。インドでは広大な土

地があるため不動産の取得が容易であると思われがちだが、インフラが未整備であったり、

適切なレンタル工場の確保が困難であるなど、事前に調査を行っておかないと製造計画自体

が頓挫してしまう可能性もある。 

また、すでにインドの企業に対して技術役務契約を締結していたり、外資規制業種である

かどうかといった点も事前に調査しておく必要がある。 

 

こうした事前調査を行って、需要予測を満たすことができるめどが立った段階で、現地法

人の設立を進めて行くこととなる。 

インドでの会社設立も、日本で会社を設立する手続きと大きな相違はなく、具体的には、

インドの取締役就任者の登録や、商号（会社名）の申請、定款の作成、設立登記申請といっ
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た流れになる。 

 

（１）取締役就任者の登録手続 

インドで会社を設立するためには、まず、インドの現地法人取締役就任者の、取締役識別

番号（DIN：Director Identification Number）とデジタル署名証明書（DSC：Digital Signature 

Certificate）を取得する。 

  

DIN や DSC を取得するにあたっては、取締役個人の本人確認、住所確認と父親の名前確

認を証明する書類が求められる。通常は、パスポートや運転免許証、戸籍謄本（もしくは、

戸籍抄本）を英語に翻訳した上、インド大使館での認証を行って、申請を行う。 

 

日系企業が通常設立する非公開会社では、取締役の人数は最低２人必要である。また現在

の会社法では、取締役の国籍や居住地に関する規定はないため、日本人が日本に居住しなが

ら取締役に就任することも可能である。 

 

（２）商号（会社名）の申請 

取締役の登録が完了すれば、次は商号の承認申請を行う。 

商号承認申請には発起人の氏名、公開会社・非公開会社の区別、事業目的、希望する商号、

等を記載した申請用紙を会社登記局（ROC：Register Of Companies）にオンラインで提出

する。 

その際、希望する商号が認められないこともあるので、３～５の希望商号の候補を記載し

ておくこととなる。また、明文化されてはいないが、商号には事業内容がわかる単語を入れ

るように指示されたり、カッコ等の記号を入れないように指示されることもある。 

 

なお、社名に以下の単語を使用する場合は、授権資本金の最低額が規定されることになる

ため注意が必要である。 
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表 3-1 商号と最低授権資本金額 

キーワード 最低授権資本金額 

「Corporation」を含む 5,000 万ルピー 

「International」「Globe」「Global」

「Universe」「Universal」 

「Continental」「Inter-Continental」

「Asia」「Asiatic」「Asian」 

左記のいずれかが第一語句に 

使われている 
1,000 万ルピー 

左記のいずれかが第一語句以外に

使われている 
500 万ルピー 

「Hindustan」「Hind」「Ind」「India」

「Bharat」 

左記のいずれかが第一語句に 

使われている 
500 万ルピー 

左記のいずれかが第一語句以外に

使われている 
50 万ルピー 

「Industries」「Udyog」を含む 1,000 万ルピー 

「Enterprises」「Manufacturing(Manufacturer/s)」「Products」 

「Business」を含む 
100 万ルピー 

出所）筆者作成 

 

（３）定款の作成 

インドでは定款は、基本定款（MOA：Memorandum Of Association）と附属定款（AOA：

Article Of Association）に分かれている。 

 

図 3-1 定款の記載事項 

 

 

いわゆる 100％出資の形態であれば、附属定款に規定される株主総会や取締役会の内容に

ついてはそれほど注意を払う必要はないが、インド企業との合弁の場合には株主総会での議

決権など、インド会社法特有の規定があるので会計事務所や弁護士事務所などと相談の上で

定款を作成していく必要がある。 

 

基本定款の一般的な記載事項 

•商号 

•登記事務所の属する州名 

•事業目的 

•株主は有限責任である旨 

•発起人の氏名、住所、保有株式数 

附属定款の一般的な記載事項 

•定義 

•株式と株主の権利 

•株主総会 

•取締役会 

•マネージャーまたは秘書役 

•社印 

•配当および準備金 

•会計 

•清算 

•免責 
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（４）設立登記申請 

商号が承認された後は、２ヵ月以内に会社登記局に申請書を提出する。 

申請書には、授権資本金や発行予定株式総数、取締役情報、商号、登記住所、DIN や取締

役の人数等を記載する。申請時には、日本でいうところの登録免許税を支払う必要があり、

この金額は授権資本金により算出されることとなる。 

 

手続きが完了すると、設立証明書が発行され、会社としての法人格を持つこととなり、資

本金の払い込みが可能となる。非公開会社はすぐに業務を開始することが可能で、公開会社

は設立証明書に加えて会社登記局からの営業許可書入手後に業務が開始できる。 

 

（５）インド準備銀行（RBI：Reserve Bank of India）への報告 

資本金の払い込み後 30 日以内に、RBI に対して資本金が払い込まれたことを報告する必要

がある。この報告には資本金の払い込みを行った銀行からの証明書等が必要となる。 

また、資本金の払い込み後 180 日以内に株式の割り当てを行わなければならないが、割当

日から 30 日以内に株式の割り当てに関する報告も RBI に対して行わなければならない。 

 

２．合弁での会社設立 

合弁による会社設立を行う場合、株主総会での議決権に注意する必要がある。 

日本の会社法の場合、すべて議決権数に忚じて決議が行われるが、インドの会社法の場合、

原則的に挙手による多数決、つまり出席した株主の人数によって議決がなされる。ただしこ

の決議要件は定款に定めることにより、議決権数に忚じる決議とすることが可能である。 

 

そのため、合弁の出資割合を決定する際には、定款に「株主総会決議は議決権数による」

旨を明記した上で、下記「３．株主総会」の決議事項の内容と将来のインドビジネスへの関

与の計画を鑑みて決定することになる。75％の議決権があれば単独で特別決議の議決が可能

であり、また 26％以上の議決権を有していれば、インドのパートナーが単独で特別決議を行

うことを阻止できることになる。 

 

また、合弁会社が公開会社になるか非公開会社となるかにも留意する必要がある。 

日系企業が独資（親会社と関連会社による实質上の独資）でインドに法人を設立する場合、

通常はコンプライアンスに関する規制が緩やかな非公開会社を選択するが、合弁の場合、イ

ンド側のパートナーが公開会社であればインドの会社法上、合弁会社も公開会社となる。 

 

３．株主総会 

（１）株主総会の種類 

インドの会社法上、株主総会は、法定株主総会、定時株主総会、臨時株主総会の３種類に
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分かれる。 

法定株主総会は、公開会社のみに要求される株主総会で、公開会社の設立後６ヵ月以内に

開催が必要となり、設立時取締役が引受株式数や取締役の情報を報告する。 

 

定時株主総会は原則として年１回、前回の株主総会から 15 ヵ月以内に開催され、決算報告

や取締役の選解任などの決議が行われる。ただし、会社設立後最初の定時株主総会は 18 ヵ月

以内の開催が可能となる。開催場所は原則として登記住所または登記住所のある区域内で行

わなければならず、例えば株主である日本の本社等で開催することはできない。 

 

臨時株主総会は必要に忚じて開催され、その目的が決議される。開催場所に関する規定は

ないため、招集通知の定めにより国外、つまり日本の本社等でも開催が可能である。 

なお、株主総会が行われて 30 日以内に株主総会議事録を作成し、会社登記局に提出する必

要がある。 

 

（２）株主総会の決議要件 

インドの会社法上、普通決議の要件は、出席株主の議決権総数の過半数によって決議され、

また、特別決議の要件は、出席株主の議決権総数の「４分の３」以上の賛成によって決議さ

れる点には注意が必要である。 

 

また、インドの株主総会では、「１人１票」として計算される挙手（show hands）と保有

している株式数に忚じて決議される投票（poll）があるが、投票による決議を事前に要求もし

くは、定款等で規定していないと挙手によって決議が行われてしまう。特にインド企業との

合弁会社を設立した場合、出資割合では日本企業が過半を占めていても、出席していた株主

がインド企業からの方が多ければ、インド企業に有利な決議が行われることがある。 

 

 

４．取締役会 

インドの会社法では、必ず取締役会を設置することとなる。 

インドにおける取締役会の規定は以下のとおりである。 
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表 3-2 取締役会の規定 

 公開会社 非公開会社 

最低人数 ３人以上 ２人以上 

定足数 取締役の３分の１または２人のいずれか多い方 同左 

開催回数 尐なくとも３ヵ月に１回、毎年４回は開催しなければならない 同左 

開催地 外国でも可能 同左 

決議要件 過半数の議決（特定の場合に例外有り） 同左 

出所）筆者作成 

 

なお、インド会社法においては、一定期間以上取締役会を欠席すること自体が取締役の資

格喪失事由とされてしまう。そのため、長期間取締役会に出席できない場合は、あらかじめ

代替取締役を選任しておく、もしくは取締役会から欠席を承認する旨の承認書面を入手して

おく、といった対忚を取らなければ、特にインド企業との合弁の際には解任させられること

もある点に注意が必要である。 

 

５．監査役と会社秘書役 

（１）監査役とは 

インドでは、その規模の大小にかかわらず、すべての会社が監査役（Auditor）による法定

監査（Statutory Audit）を受けなければならない。監査役となれるのは、インドの勅許会計

士（Chartered Accountant）のみであり、インドに会社を設立した場合にはインドの会計事

務所等と契約して監査を受けることとなる。 

 

また、年間の売り上げが 600 万ルピー以上の場合には、監査役による監査とは別に税務監

査（Tax Audit）も受けなければならない。税務監査の監査役は、法定監査の監査役と同じ者

を指名することができる。 

 

設立後最初の監査役は、会社設立後１ヵ月以内に取締役会で選任することになるので、一

般的には、会社設立手続きと並行して監査役を探して設立後に監査契約を締結することにな

る。また、最初の監査役以外は、法定株主総会の普通決議で選任することになるので、監査

役の交代を予定している場合には、法定株主総会の議題に含めて決議を行わなければならな

い。 

 

（２）会社秘書役とは 

会社秘書役（Company Secretary）は、日本の会社法上には存在しない概念だが、対外的

な文書へのサインや会社のコンプライアンスに責任を負うなど、非常に重要な役割を担う役

職である。 

払込資本金が 5,000 万ルピー以上の会社は、「常勤の」会社秘書役の設置が必要となる。ま
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た払込資本金が 100 万ルピー以上 5,000 万ルピー未満の会社は、常勤の会社秘書役は必要な

いが、外部の会社秘書役に依頼して、その会社がインド会社法を遵守している旨の証明書を

提出する必要がある。 

 

６．株式 

（１）株式の譲渡 

インドでは、設立後に株券（Share Certificate）を発行するが、この株式を譲渡する場合、

公開会社では譲渡制限がないため自由に譲渡することができる。一方、多くの日系企業が選

択する形態である非公開会社では、会社法や附属定款の規定に従って譲渡を行うことになる。 

附属定款でしばしば定められている規定としては、譲渡には取締役会の承認を要する旨、

株式を譲渡するにはすべての株主の同意が必要である旨などがある。 

 

なお、居住者（インド企業やインドに居住する個人）から非居住者（日本企業など）へ株

式譲渡する場合には、インド企業やインド人の利益を保護するために、その価格の決定に際

して外国為替管理法（FEMA：Foreign Exchange Management Act, 1999）による制限を受

けることになる。一方、非居住者から非居住者（例：日本本社からシンガポールにある子会

社への譲渡）の場合には、その譲渡価格に制限はないので、自由に価格を設定することがで

きる。 

 

（２）増資 

授権資本金額内であれば、取締役会決議を行えば増資を实施することができる。一方で、

払込資本金がすでに授権資本金額と同額である場合などは、授権資本金額が記載されている

定款を変更した上で増資を行わなければならない。定款を変更するには、株主総会の特別決

議が必要となるので、資金需要に忚じて授権資本金額を設定する必要がある。 

 

ただし、インドでは１．（４）でも述べたとおり、授権資本金額に忚じて登録免許税を支払

わなければならないので、直近に資本金のニーズがない場合や増資を予定していない場合な

どは、授権資本金額をあまり高く設定する必要はないと考えられる。 

 

（３）資金調達 

インドにおいての資金調達方法としては、新株の発行（増資）、銀行借入、ECB(External 

Commercial Borrowing)がある。ここで注意しなければならないのが ECB であり、これには

親会社からのローンも含まれるが、調達した資金の使途に制限があることである。すなわち、

ECB は設備投資や資本財の輸入などに充てなければならず、運転資金には使用できないとい

うことである。 

このように、インドにおいて運転資金は、基本的に増資か銀行借入によらなければならず、

高い資本コストを負担しなければならないのが現状である。 
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７．雇用契約書と就業規則 

インドに進出した企業は、進出ステージごとに労務面で必要な対忚が異なる。以下では人

数規模ごとに異なる労働法上の対忚について、特に中小企業で留意すべきポイントなどにつ

いて触れながら説明する。すべての企業で重要になるのが、雇用契約書と就業規則の対忚で

ある。また、20 人以上で社会保険への加入、50 人以上で解雇規制への対忚、というのが大き

なポイントとなる。まずは、雇用契約書と就業規則の作成についてみていく。 

 

なお、人数規模が小さい企業においては、就業規則や服務規程は作成せずに、雇用契約書

のみを作成しているケースも多くある。その際のポイントとしては、雇用契約書に会社全体

のルールとして労働者が守るべき服務的な規定についても盛り込んでおくことで、その後の

労務管理に役立てることができる。非常に複雑な法制度ではあるが、進出して間もない小規

模な段階から大掛かりな規程を整備するのではなく、身の丈にあった対忚を心掛けることも

大切である。 

 

以下はインドでの雇用契約書で一般的に定める項目の例を参考として紹介する。 

■POSITION AND LOCATION: 役職と勤務地 

■COMMENCEMENT OF EMPLOYMENT: 入社日 

■GENERAL EMPLOYMENT OBLIGATIONS: 従業員の責務 

■SALARY AND EXPENSES:  給与と経費 

■LEAVE:  休暇 

■TERMINATION:  解雇 

■CONFIDENTIALITY:  機密保持 

■CONTINUING OBLIGATIONS: 守秘義務の継続 

■NOTICES: 社内連絡 

■RETIREMENT: 退職 

■CONTINUATION OF EMPLOYMENT: 雇用の継続 

■MISCELLANEOUS: 雑則 

 

また、給与の体系・内訳や個別の就業時間や就業カレンダーなどについては、添付資料

（ANNEXURE）に記載をしているケースが多くなっている。 

 

８．複雑な労働法への対応 

インドに進出した日系企業が就業規則／服務規定／労働契約書を作成する際には、工場法

や小規模店舗法などの労働基準に準拠する必要がある。この工場法、小規模店舗法などは、

州ごとに法規制が尐しずつ異なっており、また法律に記載のない慣例の適用があるケースも

見受けられ、規程の作成／实務運用ともに煩雑な仕組みになっているのが实情である。 
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また、インドでは国だけでなく、各州にも立法権があるため、労働法の一部は州ごとに規

定が一部異なっているケースがある。日系企業の多くが進出しているデリー、グルガオン、

チェンナイ、バンガロール、ムンバイでも、州が異なっているために労働条件が異なってい

る。労働条件が異なることで、進出企業の社内規程の作成にあたり、各法律の調査／規程整

備が必要となる。また、他州に渡って現地法人、支店などを設定している場合の規程の作成

や労務管理の対策も重要である。インドの労働関連諸法令は第 6 論文に記載している。 

 

９．社会保険（EPF）への対応 

日本とインドにおいては社会保障協定の締結がなされていない。そのため 20 人以上雇用し

ている事業所では、2008 年法改正国際労働者（International Worker）の導入に伴って、日

本人駐在員も現地社員ともに Employees’ Provident Fund（EPF）へ加入することとなる（一

部給与による適用範囲の制限がある）。日本人駐在員について、日本で社会保障制度に加入し

ている場合であっても、インドの社会保障制度に加入しなければならず、社会保険料の二重

負担が発生する。 

 

また、インドの EPF 保険料は基本給（Basic Wages）を元に算出する。基本給には、諸手

当（Dearness Allowance）、住宅手当（House Rent Allowance）、時間外手当（Over Time 

Allowance）、ボーナス（Bonus）、業績手当（Commission or Any Other Similar Allowance）

などの手当は含めないこととなっている。ただし、インド国外で支払われた給与については、

各諸手当等も含めて算出元として計算するため、日本人駐在員においては、全世界支払の合

計給与額に EPF 保険料がかかることとなり、コスト管理には注意が必要である。 

 

以下は、参考として日本人駐在員にかかる EPF 保険料計算の例である。 
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表 3-3 EPF 保険料計算例 

【前提条件】 

日本人駐在員 男性 30 歳 

日本支給給与額 250,000 ルピー 425,000 円 

インド支給給与額 50,000 ルピー 85,000 円 

EPF 計算上の合計給与額 300,000 ルピー 510,000 円 

【従業員負担分】 

準備基金 （12.00%） 
300,000 ルピー×12.00％ 36,000 ルピー 

EPF of Basic Salary ( Employee Contribution ) 

【会社負担分】 

準備基金 （3.67%） 
300,000 ルピー×3.67％ 11,010 ルピー 

EPF of Basic Salary ( Employer Contribution) 

準備基金 管理費用 （1.10 %） 
300,000 ルピー×1.10％ 3,300 ルピー 

EPF Admin Charges 

従業員年金 （8.33%） 
300,000 ルピー×8.33％ 24,990 ルピー 

EPS 

従業員預託保険 （0.50 %） 
6,500 ルピー×0.50％ 

33 ルピー 

(概算) EDLS Accounts   

従業員預託保険 管理費用 （0.01 %） 
6,500 ルピー×0.01％ 

1 ルピー 

(概算) EDLS Admin Account 

【従業員負担分】小計 36,000ルピー 

【会社負担分】小計 39,334ルピー 

合計 75,334ルピー 

注：1 ルピー＝1.7 円で計算 

前提条件等により实際の金額 EPF 保険料額は異なる。 

出所）筆者作成 

 

なお、厚生労働省によると、日本とインドでは平成 23 年７月より社会保障協定の締結につ

いて交渉を開始しており、社会保障協定が締結されると、年金制度への二重加入による企業

負担の増加も抑えられるので、早期の締結が期待されている。 

 

１０．解雇規制等への対応 

インドでは労働法における労働者保護規定が厳しく、50 人以上の場合には、人員整理／企

業閉鎖／労働条件変更の際の事前の通知や、さらに 100 人を超えると許認可制があり、許認

可へ多くの時間がかかったり、許認可がおりないケースも多い。特に、メーカーなどで現地

スタッフを大量に雇用する場合には、この規定を考慮する必要がある。具体的には、レイオ

フ、人員整理、企業閉鎖の場合には、事前に政府への通知をするとともに、補償金や予告手
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当の支払が必要となる。さらに、雇用する労働者の人数が 100 人以上となる場合には、レイ

オフ、人員整理、企業閉鎖の際に政府の許可が必要となり、よりレイオフ等が困難な環境に

ある。これらの規制は、第 6 論文に記載の Industrial Disputes Act 1947 に規定されている。 

 

このように解雇規制が強いため、インドでの労務管理では、採用時の見定めが大きなポイ

ントとなる。例えば、多くの州では、Probation Period（試用期間）は 6 ヵ月間（特別な理

由がある場合には、12 ヵ月）まで設けることができる。そのため、雇用契約書や就業規則に

おいて、試用期間について規定し、試用期間中に労働者の能力や勤務態度を見定めておくこ

とで、不用意な解雇トラブルを防ぐことができる。また、工場においては、派遣労働者や契

約社員を活用することも労務管理上のポイントとなる。 

 

以上のように、労務管理上の留意点の多いインドであるが、ビジネス上のやりとりの多く

を英語で行うことができる。そのため、企業においてこれまで欧米地域で活躍してきた人材

をインドに赴任させることが可能である。特に、中小企業においては、海外展開の課題とし

て、人材の不足が叫ばれているが、アジア地域でも英語の通じるインドにおいては、英語の

話せる人材を活かすことができる。 

 

また逆に、インドにおいて英語が話せる人材を多く採用できる。そのため、企業が今後他

の英語圏、中東などにビジネス展開を計画する場合、インドで採用した人材を他国に赴任さ

せ、さらなる海外展開を図ることも行いやすい環境にある。 

 

 

 

【参考資料】 

◆久野康成公認会計士事務所・株式会社東京コンサルティングファーム（2010）『インドの投

資・会社法・会計税務・労務 』TCG 出版 

◆厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html 

◆Employees’ Provident Fund Organization, INDIA http://www.epfindia.com/ 

◆関西インド研究会（2008）『インドへの投資ガイドブック 中小企業経営者のために』第一

法規 

◆藤井恵（2011）『海外勤務者の税務と社会保険・給与 Q＆A』清文社 

◆国際社会保障实務集団（2007）『社会保障協定の申請・届出实務マニュアル』日本法令 
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第４論文 インドの行政手続き 

 

岩瀬 義廣 

有限会社エス・オー・エス・ネット 顧問 

 

【要旨】 

 インド進出を進める際の課題として、会社設立より事業立ち上げまでに多くの許認可を

取得する必要があるため、下記のことを考慮すべきである。 

１. インド関係官庁トップ層との良い関係を築くこと。 

２. インドの法律・税務に詳しいコンサルタントを活用すること。 

３. インド進出事業計画に時間的な余裕を持った計画を立てること。 

 

 インド進出後の事業運営に際し、インド固有の留意点について下記のことを考慮すべき

である。 

１. 労働問題への対忚について 

(１)ストライキの発生要因と対忚 

(２)労働組合について 

２. 会社組織・体制作り 

(１)人事制度の確立 

(２)安全意識の高揚活動 

(３)従業員とのコミュニケーション作り 

 

 その他参考 

１. インド人気質と接し方 

２. 工業団地概要紹介 

 

 

１．はじめに 

筆者は 2000～2003 年までトヨタ自動車とインドのキルロスカグループとの合弁会社、ト

ヨタ・キルロスカ・モーター(TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT.LTD.)向けに自動車部品

を製造する企業の工業団地、トヨタ・テクノパーク・インディア(TOYOTA TECHNO PARK 

INDIA PVT.LTD.)運営のため、第二代目社長としてインド・バンガロールに駐在した。 

当初の生産規模が小さく各企業単独では運営面・コスト面における投資リスクが大きく進

出が難しい状況の中、日系企業のインド進出を容易にするため、同工業団地が設立されたの

である。 
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筆者は設立には関わっていなかったが、トヨタ・テクノパーク・インディアはインドでは

初めての外資 100％の工業団地(不動産リース)であったので、設立時の前任社長より色々な困

難があった内容について引き継ぎを受けた。 

今回インドでの会社設立～立上～事業運営に関し、設立時の課題と筆者のインドでの工業

団地運営の实体験に基づいた経験談を通じ、それらの課題と対忚について報告する。 

これからインド進出を進めようとしている中小企業の皆様に多尐でも参考になれば望外の

喜びである。 

なお、具体的な会社設立手続き、法制度、税務・会計制度等に関してはジェトロはじめ各々

の専門家の方の出版物、資料を参考にしていただければ最新の情報が取得できるので、ご覧

いただきたい。 

 

２．会社設立より事業立ち上げまでに考慮すべき事 

（１）インド関係官庁トップ層との関係作り 

現状、インドにおける外資導入はネガティブリストに記載されていない業種については、

自動認可制が導入され、インド準備銀行(Reserve Bank of India: RBI)への事後届出のみが義

務付けられている。一方、ネガティブリストに記載された業種については外国投資促進委員

会(Foreign Investment Promotion Board: FIPB) への事前の認可申請が必要となっている。 

ネガティブリストに記載されている業種、会社設立に関する手続き・申請書類等はジェト

ロのホームページ URL：http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/を参照いただきたい。 

上述のように会社設立に関しては全般的にかなり自由化が進められているが、許認可の多

くは関係する官庁が多く州政府所管となっているため、依然として手続きの煩雑さは解消さ

れておらず、同じ官庁内でも担当者によって対忚が異なることが多い。 

例えば取得すべき許認可の一例としては下記のとおりであるが、関連資料は 108 ページの

表 7-2 に記載されているので参照いただきたい。 

① 環境認可: Environmental Clearance(EC) 

日本並みに厳しい大気、水質、騒音等の規制があり、州の State Pollution Control 

Board（SPCB）へ環境審査を申請する。 

② 工場建設許可 

Chief Inspector of Factory（CIF）へ建築確認申請を提出、環境認可が下りるとほぼ

自動的に許可される。 

③ 工場操業許可 

CIF へ工場建屋、原動力、生産設備等使用前に申請する。 

④ 設備許可: 設備ごとに関係官庁へ申請する。 

(ア) 発電機設置―Electric Board 

(イ) 発電機用オイル貯蔵―Department of Explosive 

(ウ) 高圧受電設備設置—Electrical Inspectrate 

(エ) 消火設備設置―Fire Department 

(オ) 生活・工業用水利用―土地開発公社または水道局へ直接 
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(カ) 電話線敷設工事―電話局 

従って、会社設立、許認可申請の前に各関係官庁のトップ層に対し今回の投資はインドに

とって日本の最新技術導入、既存技術水準の向上に大変有効である事を十分説明し、理解を

求めておくことが重要となる。 

トップ層の事前承諾を取得し、トップ層より各関係官庁所管部署へトップダウンにて指示

をしてもらうことはスムーズな許認可申請に大いに役立つのである。申請書類が担当者の机

上に積まれ中々進展しないこともあり得る。 

なお、スムーズな許認可取得とインセンティブ獲得のためにも、インド関係官庁トップ層

との関係強化、パイプ作りが望まれる。 

 

（２）インドの法律・税務に詳しいコンサルタントの活用 

会社設立より事業立上げまで多くの関係官庁へ申請書類を提出する必要があるため、自前

で行うより外部のコンサルタントに依頼することを推奨する。 

現状、日系の法律・会計事務所やコンサルティング会社もインドに進出して事務所を構え

ているので以前よりは依頼先の選択肢も増えているが、法律・税務の両機能を持っている企

業を利用すれば手間とコストを考えた場合により有利である。 

なお实際の申請業務はインド人に实施させる事になるので、会社設立後に人事・総務面に

長けたインド人と雇用契約を結び、マネージャーとしての日本研修も含め早めに準備、实施

する事が望まれる。 

インドの場合、人材採用が重要なファクターであるので、会社設立後の従業員採用時にも

役立つことになる。 

 

（３）余裕を持った事業計画立案 

海外での設備投資は、日本国内で新工場を建設する場合と同様に事業化が可能かどうか検

討するフィジビリティー・スタディー(Feasibility Study: F/S)を行うことになるが、特に海外

の場合に留意すべきことは、進出先の政治・経済情勢や社会情勢、外資制度、税制、インフ

ラの整備状況等多くのことを調査する必要があり、調査時間と調査コストがかかる点である。 

F/S によって事業化が決定されると次に投資計画の作成を行うことになるが、F/S の段階よ

り社内にプロジェクトチームを立ち上げて实施すべきと考える。 

下記の事項は投資計画作成に際し検討しなければならないごく一部であるが、小さく生ん

で大きく育てることが重要な点である。 

詳細は日本経済新聞出版社発行、久保田正純著『設備投資計画の立て方』を参照いただき

たい。 

(１)工場立地場所の選定 

(２)単独出資か合弁か 

(３)合弁の場合、パートナーをどこにするか 

(４)生産計画作成 
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(５)人員計画 

(６)設備投資内容、金額 

(７)原材料調達方法 

(８)販売計画 

(９)資金計画 

(10)利益計画 

 

 

事業内容、事業規模によるが、著者の経験では F/S より立ち上げまで約 2 年間はかかると

考えておいた方が良いと思われる。 

 

３．インド固有の留意点 

（１）労働問題への対応について 

① ストライキの発生要因と対応 

インドの場合、従業員の権利意識が強く待遇改善、特に賃金アップの要求が受け入れられ

ない場合、ハンガーストライキやスローワークといった手段を使い、場合によりワーカー全

員が仕事に就かない本格的なストライキに発展する。一度ストライキになるとその要求につ

いて調整し解決するまでに多くの時間がかかり、その間の操業中止により会社として多大な

損失を被る。 

またカースト制の一端として仲間意識(横並び意識)が強く、同一職場・同一賃金の考えによ

り同一職場において同僚との賃金格差がある場合や同僚が昇格した場合、自分の能力に関係

なく不平不満となり、ストライキに発展することも多いので、合理的な理由で納得させるよ

う説明が必要となる。 

工業団地内、同業種間では、1 社でストライキが発生するとその情報はすぐに伝播し、伝

染病のごとくストライキが発生しやすい。 

外部の労働組合の組合員が従業員の中に紛れ込んでいる場合はさらにややこしく、要求獲

得のため、長期にわたりストライキが継続する場合もある。 

従業員採用の場合には、履歴書と個人面接だけでなく自宅訪問も行い慎重に採用可否を判

断すべきである。 

また雇用契約に試用期間を記載することは法的に認められているので、活用すべきである。

試用期間は最大 6 ヵ月であり、試用期間終了後、被雇用者に問題があれば正規雇用する必要

はない。 

ストライキの首謀者は当然解雇させるが、団地内、日系企業間でブラックリストに乗せて

情報の共有化を図ることも重要である。 

インドでのストライキ等の労働争議に関しては、日系企業への情報展開と勉強会の開催等

により、横展開ができる仕組み作りが求められる。 

 

② 労働組合について 
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法律上、労働組合結成は労働者の権利であり、会社として阻止することはできない。社内

労働組合ができると、外部団体より社内組合活動への影響を受けやすいので、組合は作って

もらわない事がベストであるが、その代わりに常日頃から従業員とのコミュニケーションが

とれる場を作り意見・要望を汲み上げ、不平・不満を溜めないことが肝要である。 

従業員とのコミュニケーション作りについては後述の（２）③に記載した。 

 

（２）会社組織と体制作りにおける留意点 

基本的には日本国内で会社を設立する場合と同様であるが、インドの場合は特に下記の点

について留意すべきと考える。 

① 人事制度の確立 

(ア) 目標管理の導入 

会社としては年度方針、重点实施事項を年度初めに策定すると思うが、各職場・

各従業員に対して重点实施事項に基づく各テーマの目標設定を行い、半期に中間点

検、期末に最終評価を实施し、昇格・昇給の判断基準となることを全員に認知させ

ることが肝要である。 

(イ) 社内規定の完備 

インド固有の法律・許認可他の規制事項が多いため、必ず作成する必要がある。 

（a） 就業規定（Standing Orders） 

（b） 人事規定（昇格・昇給制度含む） 

（c） その他マニュアル類（出張、資材等調達） 

 

② 安全意識の高揚活動 

インドでは日本の労働基準局に相当する Chief Inspector of Factory(CIF)があり労働・安

全・環境面において監査がある。不法行為は刑事罰もあるので、留意すべきである。ヘル

メットなし、サンダル履きで仕事が当たり前の世界であるので、対忚としては社内に安全

衛生委員会を立ち上げ、従業員全員に安全第一の考え方を教え込むことが肝要である。 

 

③ 従業員とのコミュニケーション作り 

(ア) 改善委員会（ベターメントコミッティー）の定期開催 

チームリーダー等の役職者ではなくチームメンバーのジュニア層を対象にした現

場からの意見・要望を直接吸い上げる場として、コミッティーを設ける。 

特に食事がらみの要望が多いが、福利厚生面で实現可能なことはすぐ实行してい

くことが肝心である。 

(イ) 各種イベント開催 

日本で行っているイベントを持ち込めば感動してもらえ、スポーツの場合、他社

との対抗戦をするとチームワーク醸成に良い。 

（a） スポーツ大会 (インド人の好きなクリケット、カバディ他) 
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（b） 従業員家族招待デー、会社設立記念日に实施 (工場見学・食事会等) 

（c） 社内旅行 

 

（３）その他参考 

① インド人気質と接し方 

日系企業の皆様がインドへ進出し实際に事業運営していく中で、いろいろな場面でイン

ド人について特別な感情を持つと思うが、日本の常識とインドの常識は尐し違うなと軽く

考え、日本流を押し付けずインド流日本式の運営を目指すことを提言したい。 

とりわけ若い従業員は農家の出身者が多く、サラリー生活をしたことのない家庭で育っ

たために、社会人とは何かわからず入社してくるため、職場配属前には新入社員の導入教

育が必要である。 

ある意味、日本人の若者より純粋で、教育次第で将来会社に役立つと思われる。 

以下は筆者がインド駐在時に感じたことなので、あくまでも一個人の感想ととらえてい

ただきたい。 

(ア) 社会人としての基本的なことを理解していない。 

なぜ仕事をするのか？ 

なぜサラリーがもらえるのか？ 

会社はどのようにして利益を出しているのか？ 

(イ) 日本人はオペレーターとは具体的な要望事項について話をすべきでない。 

要望は職制を通じず直接話すようになる。 

(ウ) 福利厚生は尐しずつよくすればよい。 

彼らに対して何かよいことをしても当然と思われる。 

(エ) 自己主張が強く、ダメ元で要求する。 

(オ) 純粋過ぎて一部のずる賢い人間に感化されやすい。 

(カ) インド人同士は争いを好まず、解決を日本人に投げる。 

(キ) ノルマ制にするとよく働く。 

(ク) 指示されたことをなかなかやらないため、定期的なフォローが必要である。 

(ケ) 自ら改善することは苦手である。 

(コ) なかなか謝らず他人のせいにする。 
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② 工業団地概要紹介 (筆者の勤務した工業団地) 

 

[工業団地概要] 

１. 会社名 TOYOTA TECHNO PARK INDIA PRIVATE LIMITED 

２. 出資会社 トヨタ自動車、豊田通商 

３. 設立 1998 年 9 月 

４. 所在地 カルナタカ州、バンガロール市 ビダディ地区 

５. 敷地面積 12 万平方メートル 

６. 入居企業 7 社 

７. 業務内容  

(１) 土地・建物のリース 

(２) インフラの提供 (電気、給排水、通信) 

(３) 共通サービスの提供 

① 食堂 

② 通勤バス 

③ 守衛 

④ 忚急治療室 

⑤ 各種委員会運営 

 

【参考文献】 

◆久保田正純著（2005）『設備投資計画の立て方』日本経済新聞出版社 
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第５論文 インドの税務会計制度 

 

  斉藤 暢子 

                 税理士法人トーマツ インド室 マネージャー 

 

【要旨】 

 インドビジネスの難しさの一つとして複雑な税制度が挙げられることが多い。確かにイ

ンド税制の特徴として、直接税・間接税とも複雑な制度、州をまたぐ税金、難解な税控

除の仕組み、頻繁な改正や新税法への刷新、日本での外税控除を受けられない配当分配

税、厳しくなる移転価格調査など枚挙にいとまがない。 

 なぜインドの税制が難しいのかと考えると、大別しニつ要因があると考える。一つは直

接税、間接税とも英国法が基本であるものの、国自体が社会主義の影響を受けた時代も

あり、インド独自のものとして発展し、また税法もいくつにも細分化されていることで

ある。また、税制および執行の一貫性という切り口での企業のアンケート1を見てみると

中国と同様、インドの税制と執行の一貫性は低いと評価する企業が多く、不安定である

ことも難しくしている大きな要因と言えよう（なお、高い評価を受けているアジア諸国

はシンガポール、香港である）。 

 インドに進出する中小企業にとって、その複雑な税制を理解しながら税コストとその対

忚にかかる時間をいかに軽減するかはビジネスを成功させる上でも大切な要因である。

本章ではその複雑といわれるインド税制の概要と日本法人側が留意しておきたいインド

特有の税制をまず紹介する。また、日本の中小企業にとってあまりなじみのない税制で

はあるものの、きちんと抑えておくべき重要な税制、①間接税と②移転価格税制の基礎

について取り上げる。最後にインドビジネスを過去に立ち上げた日系企業の事例から本

社からインド現地へのサポート体制で参考になるものをいくつか紹介したい。 

 

１．インド税制 

（１）概要 

前述した企業への調査においてインドは「最も重要度の高い市場」と評価される一方で、「今

後 3 年間において最も税務環境の複雑性が高くなると予想」としても認識されており、イン

ド税制は複雑でわかりにくいといわれていることがこの調査でも裏付けられていると言えよ

う。加えて付帯する税務コストはその他アジア諸国と比較して、決して低くはない（詳細に

ついては本論文末の各国の比較表（表 5-2、表 5-3）を参照されたい）。 

                                                   
1 The Deloitte Asia Pacific International Core of Excellence (2010) ― Asia Pacific Tax Complexity 

Forecast‖, 

http://www.tohmatsu.com/jp/view/en_CN/cn/press/cn-pressreleases-en/13af2ba120219210VgnVCM20

0000bb42f00aRCRD.htm 
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インド国内のコンプライアンスとし、所得税、国家間接税、州間接税の 3 つの担当局に対

して税務上の届出、申告が必要となる。また、インドの課税年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日

となり、課税年度を任意に設定することはできない（会計年度は任意に設定が可能である）。

インドの主な直接税に関する税目は次のとおりとなる。 

 

表 5-1 インド直接税 概要 

項目 制度説明                          （2011年 12月 31日現在） 

税率 

法人税: (a) 内国法人および LLP: 30% + 超課税 5% (なお、超課税は INR 

10 millionを超える収入がある場合に適用)。 (b) 外国法人および 外国法人

支店 - 40% + 超課税  2% (なお、超課税は INR 10 millionを超える収入

がある場合に適用)。教育目的税 3%は超課税に加算される （実効税率：内国

法人 32.445% ／外国法人およびその支店 42.024%)。 

申告期限 
法人税: 9月 30日(移転価格税制に該当する法人については 11月 30日) 

個人所得税: 7月 31日 

予定納税 

四半期ごと (a)6 月 15 日：見積税額の 15%以上、(b) 9 月 15 日見積税額の

45％以上(15%分を含む)、(c)12 月 15 日見積税額の 75%以上（45%分を含

む）、(d)3月15日(翌年) 見積税額の100％から以前に納付した金額を差引い

た残額 

連結納税制度 なし 

最低代替税 

（“MAT”） 

18.5% (超課税と教育目的税を除く)  調整後の利益が法人税額（控除などを

含めた税法上の算出額）を上回る場合、最低代替税(MAT)として課税される。

支払ったMATと税法上の利益に課された法人税との差額はタックス・クレジット

（Tax Credit）として獲得できる。Tax Creditは 10年間繰越可能で、次年度以

降の法人税と相殺することができる。 

配当分配税 

(“DDT”) 

  

15% (超課税＋教育目的税を加えた実効税率 16.225%) は配当申告、配当分

配、または配当を実際支払った内国法人に対して課税され、受領者に対する

課税はない。 

源泉税率 

（対日本） 

利子:10%、ロイヤルティー: 10%、技術料: 10% （インド納税制者番号を受領

側となる日本企業が提示しない場合はインド国内レート 20%源泉税率適用） 

欠損金 

繰越については法人の事業から生じた損失は 8年間可能。 

繰戻還付はなし 



第３章 インドの法律・行政手続き・税務会計は？ 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 70 

項目 制度説明                          （2011年 12月 31日現在） 

株式譲渡益 

課税 

非上場会社の株式譲渡から発生する収入については長期キャピタルゲイン課

税 20% (３年以上保有) または短期キャピタルゲイン課税 30%または 40% (3

年またはそれ以下)。長期投資については物価スライド制による優遇有。上場会

社からの株式譲渡益は証券取引税の課税対象、その場合は長期は非課税、短

期キャピタルゲインは 10%課税。 

税制改正の 

時期 
予算案発表（直接税・間接税共に）2月 28日  

新税法案の 

導入時期 

新直接税法（Direct Tax Code ―DTC‖)が 2012年 4月 1日より導入予定。また

GST (Goods and Service Tax ―GST‖) も近い将来に導入予定。いずれの新

税制も税務上のポジションに対して影響を与えることが予想される。 

税務調査の 

時効制度 

申告遅延：賦課年度(assessment year)終了から 1年。賦課年度とは会計年度

に続く翌年度を指す。 

税務調査の開始: 税務申告を申請した会計年度末から 6 ヵ月後 

税務調査の終了: 賦課年度末から 21 ヵ月（移転価格税制については 33 ヵ月

以内） 不正や過失がある場合: 賦課年度末から 6年 

過少資本税制 適用対象はなし 

出所）税理士法人トーマツ編（2011）『アジア諸国の税法』中央経済社 

 

（２）日本の親会社側で考慮しておきたい留意点 

配当支払税（Dividend Distribution Tax） 

インドでは配当の受領者に対して源泉税が課されることはないが、配当の支払者であるイ

ンド法人に対して配当支払税が課税される。配当支払税は、インドの法人税に相当する所得

税法に規定されており、追加的な所得税である。 税率は配当決議額に対して 15%（超課税＋

教育目的税を除く）となり、納税期限は配当決議日あるいは配当支払日のいずれか早い日か

ら 14 日以内である。日本法人がインド法人から配当を受け取った場合において、日本の法人

税法上、配当の受領者である日本法人は配当支払税の納税義務者ではないため、当該配当支

払税は外国税額控除の対象にはならないことに留意が必要である。 

 

インド納税者番号（“PAN番号”）の取得 

利息、家賃、ロイヤルティー、技術料などといった、インドでの源泉税の対象となる支払

いを行う場合、日印租税条約の場合は 2007 年 4 月 1 日以降の支払いについては加算税、教

育目的税も含めて 10％となっているが、受領者がインド納税者番号（通称、PAN 番号）を提

示しない場合は租税条約よりもインド国内法が優先され 20％レートが適用となることが考え

られる。従って、上記のような支払いをインド子会社、またはインドの顧実より受け取る際
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にはインド納税者番号を取得し、その番号を支払い側に提示を行う必要がある2。 

 

申請書類がすべて整い当局へ申請を行えば 2 週間程度で PAN が取得可能である。申請書類

に添付する商業登記簿謄本は英文翻訳が必要となるため、その準備に時間がかかるケースも

あるので留意が必要である。外部委託の翻訳会社を利用する場合も自社で翻訳する場合も原

本と左右対照になるように英文翻訳作業を行うことが肝要である。インドの場合は申請窓口

担当者によってその判断がまちまちになるケースがある。過去には、担当官が英文と日本語

での原本のページ数やレイアウトが違うために「プロフェッショナルの翻訳ではない」と判

断し申請を却下してきたケースなどがある。 

 

インドからの所得が発生している場合は適切に源泉が行われて納税が済んでいても、受領

者側（例えばロイヤリティなどを徴収する親会社である日本法人）については、インド税務

当局に対し申告義務があるので留意が必要。所得が無い場合には申告の義務は発生しない。

また、その取引がインド税務当局の定義する関連者間取引に該当する場合は、納税申告書と

共にフォーム 3CEB と呼ばれる関連者間取引の詳細について記入した用紙を提出する義務も

発生するので、事前にあわてないように準備が必要となる。 

 

新税制度への移行 

インド政府は現在、新しい直接税法と間接税法を導入する意向を発表している。新直接税

法については 2012 年４月からの導入を目指しており、それぞれの税率などが変更される予定

となっている。従って、今後のこれらの導入の動向を常に把握しておくことが肝要である。 

 

２．間接税の検討 

（１）インドの間接税の種類と特徴 

近年、東アジア地域において包括的経済連携協定（EPA）や自由貿易協定（FTA）の発効

後、ますますインド経済統合が顕著になってきている。企業のアジア投資が加速する中、日

本企業における東アジア地域での動きの一つとして 2010 年に発効した ASEAN インド FTA

（AIFTA）、タイ・インド FTA などを活用しながら地域全体の効率的・競争力のある生産・

販売ネットワークの確立やインド市場攻略を行う傾向も増えてきているのが現状である。 

また、東アジア地域のみならず、日本インド EPA を締結したことからもますますインドへの

注目、大企業の動きが加速する中でこのような FTA、EPA を活用する企業が増えてくるだろ

う 3。 

                                                   
2 有限責任監査法人トーマツ インド室 (2010) 「トーマツリサーチセンター 会計情報 vol.407 : イン

ドビジネスニュースレターvol.1」

(http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/ek-pdf/2010ek

/ek-2010-jul/jp_kaikeijyoho1007_10_250610.pdf) 
3 詳細については、ジェトロが 2011 年 3 月にまとめた、日系企業の他社事例などを多数紹介している「イ

ンド・ASEAN 流通ネットワーク調査」を参考にされたい。

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000634/report_complete_ver.pdf 
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インドが東アジアや日本と距離が近くなってくる大きな流れが背景にあるが、インド国内

でのビジネスを考えた際には成功の大切なポイントとして、間接税への理解と想定される商

流に沿ってどんな種類の税がいくらかかるのかをしっかり把握することが不可欠である。イ

ンドの間接税は大別すると中央政府が徴税権を持つ国税と地方政府が徴税権を持つ地方税に

分けられ、その種類は７種類以上となる。特徴として、種類が多いだけでなく還付や相殺と

いった手続きも非常に複雑であるため、税体系を極めて複雑なものにしており、消費税のみ

のシンプルな間接税に慣れている日本企業にとっては一つの取引の中に「物が動くとその度

に課税」という考え方に慣れることに大変時間がかかるのが实情である。また、さまざまな

税があるため税コストが高くつくイメージもあるが、相殺や控除をきちんと活用すれば、高

いとも言い切れないのが事实である。 

 

实際にビジネスを始める際には实際の商流に従って、インドの間接税に精通する会計士に

よって検証を行うことが不可欠であるが、その依頼の際に必要となってくるインドの間接税

の基礎知識を頭に入れて用語に慣れておくことがまずスタートとなる。ここでは实際に検討

する際に必要となってくる主な間接税の種類とその特徴を挙げる。 

 

関税 

関税は Customs Act, 1962 に基づき中央政府によって課せられるものである。輸入関税率

は Customs Tariff Act に基づき 98 章の品目に分類されており、特定の品目を除き、最高税

率は 10％である。関税はインドへの輸入品だけでなく特定の商品に関しては輸出時にも課せ

られる。関税は基本関税と追加関税（Additional Customs Duty，別名 Countervailing Duty

＝CVD）によって構成される。CVD は輸入 CIF 価格をもとにした Assessable Value と基本

関税の合計額に課せられる。 

輸入時にはこれらの合計額に対して教育税と中等・高等教育税が二度、またこれらの合計

額にさらに別の追加関税（Additonal Customs Duty）が課せられる。CVD は、同じ製品が

インド国内で製造された場合に課せられる物品税という意味合いであり、国産の製造品を保

護することを目的として課せられるものである。一方、追加関税は、同じ製品がインド国内

で販売された場合に課せられる販売税という意味合いである。 

 

物品税 

物品税は Central Excise Act, 1944 に基づき中央政府によってインドにおける動産の製造

業者に課せられるものであり、製造業者に納税義務が生ずるものである。基本税率には一般

的には 10％が最も多く適用される。これらの税額に教育税 2％および中等・高等教育税 1％

が課され、税率が 10％の場合、計 10.3％となる。物品税の対象となる物品は 96 章に分類さ

れており、物品税は物品が製造された時点で課されるが、納税義務は当該物品が工場および

倉庫から搬出された時点で生じる。物品税の納税は３月を除いて、納税義務が発生した月の

翌月５日までに行わなければならない。物品税の累積化および二重課税を避けるため、
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Central Excise Act に基づき Central Value Added Tax（CENVAT）制度が採用されている。 

この制度では、課税対象となる物品の製造業者は、原料、資本財の購入時に支払った物品

税およびサービスの受領時に支払ったサービス税（サービス税については後述）を物品税の

前払い（クレジット）として物品税納税時に利用することが可能である。 

物品を購入した場合、当該物品を受領した時点でクレジットの利用は可能となるが、サー

ビスを受領した場合のサービス税クレジットの利用は、サービス代の支払を既に済ませてい

ることが条件となる。 

 

サービス税 

サービス税は現在では約 100 種類のサービスが課税対象となっており、税率はサービス税

率10％と教育税2％および中等・高等教育税1％（サービス税額に課せられる）の合計で 10.3％

となっている。サービス税は、課税対象とされているサービスを提供するものがその顧実よ

り徴収し、サービス提供者が法人の場合には徴収月の翌月５日までに、個人およびパートナ

ーシップ等の場合は四半期終了後の翌月５日までに中央政府に納付するものとされている。 

またサービス提供者がインド国外に存在する場合（サービスはインド国内で提供）には、サ

ービス受領者から国外へのサービス代金送金時に、サービス受領者にこのサービス税の納付

義務が発生する。 

またサービスを受領した場合にサービス提供者に支払ったサービス税額と、サービスを提

供し顧実より徴収したサービス税額および物品税との相殺を行い、差額を納税する物品税で

上述した CENVAT 制度が認められている。 

 

中央販売税（Central Sales Tax） 

中央政府が課す中央販売税（CST : Central Sales Tax）で州を横断する取引（Interstate 

movement of goods）を課税対象としている。税率は、購入者が最終の消費者（Final consumer）

である場合には州内販売においてその物品に課せられる税率と同等のレートとされているが、

以下の場合で登録された業者に販売が行われる場合には軽減税率である 2％が適用される。 

① 製品製造に使用される生産設備等の資本財あるいは原材料に指定されている物品である

場合 

あるいは、 

② 購入者が、当該物品を再販売目的で購入すること、販売を目的とする製品の製造に使用

する目的で購入すること、あるいは製品の梱包のために購入するものであること、を当

該物品の販売業者に通知した場合。 

なお、物品を販売する州における販売税の税率が当該州の規定によって CST2％の税率よ

りも低い場合は、低い方の税率が適用され、CST2％の税率よりも高い場合は高い方の税率が

適用される。当該販売州にて税率がゼロに設定されている場合は CST もゼロとなる。輸出物

品および間接輸出物品は、課税対象より除外されている。 
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VAT（Value Added Tax) 

州政府が課する販売税（Local Sales Tax）に該当するもので、州販売税の課税が、ある州

における完成品および商品の初回の取引時のみにしか行われないのに対し、VAT は取引の各

段階で課税される。また州販売税では税率が統一されておらず、州ごとに違った税率が適用

されていたが、VAT を導入した州においては以下のカテゴリーにより、同一の税率が適用さ

れる。販売業者である納税者の納税義務となる VAT 額は、販売時に購入者より受領した VAT

額である。しかしながら当該販売業者が商品等の購入時に支払った VAT 額があれば、その支

払 VAT 額と受領 VAT 額とを相殺した残額を支払うこととなる。州を横断する取引に関して

は VAT の適用はなく、 上述の「中央政府が課する販売税」の対象となる。 

 

３．移転価格税制への対応 

（１）移転価格税制の概要 

インドの子会社に対して、部品やサービスを提供する場合、その関連者間取引の間での取

引価格を決める際はいくつか留意しなくてはいけない点がある。親会社と海外子会社など関

連企業間の取引に適用される販売価格を移転価格と呼ぶ。この価格を操作し、税率の低い国

にある関連企業に利益を集中させたりすることができるため、現在では世界の多くの国が自

国の課税権を守るために移転価格税制を取り入れており、インドも 2001 年に導入済みである。 

例えばインド子会社が利益が出ないスタートアップステージで、本来であればロイヤリテ

ィを取るべきところを子会社をサポートするために、一定の利益が出るまでは取らないとい

うケースや、子会社をサポートするため安い値段でインド子会社へ販売を行っている場合が

ある。このような行為を行う際には課税所得の源泉となる利益がどちらか一方に移転してし

まい、国際的な課税の不平等が生じてしまう可能性がある。各国税務当局はこの移転価格税

制の運用を強化して関連者間取引価格が第三者取引と照らし合わせて妥当か否か、という検

証を求めている。 

 

インドについても同様で、2001 年から導入された移転価格税制だが、例外にもれずこの規

制が非常に強化されその更正も年々厳しくなっている。ここではインドの移転価格税制の概

要とインドの納税者として行わなくてはいけないコンプライアンスと調査について説明する。 

 

納税者の義務 

インド移転価格税制は、関連者間取引を行うすべての者に対して、直接税中央税務局の定

める情報および文書を保存することを規定している。 

① ドキュメンテーションの作成・保管 

(ア) 毎年作成し、保管しておくことが義務付けられているが、調査段階で移転価格調査

官より求められるまで提出の義務はない。また最低でも８年間は保管しておかなけ

ればならない。 

(イ) ドキュメンテーションには以下の内容を含んでいなければならない。 

（a） 関連者グループの概要（資本関係、事業および従事産業に関する概要等） 
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（b） 関連者間取引の概要 

（c） 機能分析（各関連者の果たす機能、使用資産、負担リスク） 

（d） 比較対象企業の検証データ 

（e） 最適な方法の選定方法 

（f） 公式のリポート、出版物、データベース、あるいは関連者の所在する国、

その他取引に関連して適当とみなされる国の政府機関による調査リポート

等の補助資料 

(ウ) 関連者間取引の合計金額が 1,000 万ルピー（約 2,000 万円）以下の納税者の場合に

は詳細なドキュメンテーションは要求されない。しかしながら関連者間取引が独立

企業間価格で行われているということの立証は求められる。 

② 移転価格サーティフィケート（3CEB）の発行 

(ア) インド勅許会計士の承認（署名）を要する。 

(イ) 法人税の確定申告時に申告書に添付して提出しなければならない。 

(ウ) サーティフィケートには以下の内容を含んでいなければならない。 

（a） 関連者間取引に関する規則に定められた情報と文書の納税者による保存状

況についての会計士の意見 

（b） 関連者間取引価格の決定に用いた移転価格算定方法 

(エ) 関連者間取引が存在する企業すべてに対し、その取引額にかかわらずサーティフィ

ケートの発行が義務付けられている。 

 

｢関連者」の定義 

① 資本関係 

一方の企業の自己資本のうち、その重要な割合（26％以上）を他方の企業が所有してい

る、あるいは、双方の企業の自己資本のうち、その重要な割合を同一人物が所有している

場合。 

② 取引に関する支配関係 

一方の企業の事業のうち、その重要な割合が他方の企業との取引に依存している場合。 

③ 財務的な支配関係 

一方の企業の事業に必要な資金のうち、その重要な割合について、他方の企業からの貸

付あるいは債務保証に依存している場合。例えば、一方の企業からの貸付が、他方の企業

における総資産の帳簿価額の 51％にあたる場合、あるいは一方の企業が他方の企業のため

に行う債務保証額が、当該他方企業の借入金総額の 10％にあたる場合などにおいて、両者

の間には財務的な支配関係があるとみなされる。 

④ 人事に関する支配関係 

一方の企業を代表する権限を有する役員もしくは、当該企業の役員の過半数が同時に、

他方の企業の役員であるような場合。 

⑤ その他の支配関係・経営的要因 
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一方の企業が他の企業の保有する知的財産に依存しているような場合、あるいは一方の

企業が原材料の仕入や完成品の販売に関して他方の企業に依存しているような場合。 

 

移転価格算定方法 

独立企業基準に沿った適正な価格あるいは利益率の算定は、非関連者間取引と関連者間取

引と移転価格算定方法を用いて比較することによって行われる。インド移転価格税制は、関

連者間取引にかかる独立企業間価格を、以下のいずれかの方法のうち最適な方法によって算

定することを求めている。 

① 伝統的な取引基準法 

(ア) 独立価格比準法（CUP） 

(イ) 再販売価格基準法（RP） 

(ウ) 原価基準法（CP） 

② 取引利益基準法 

(ア) 利益分割法（PS） 

(イ) 取引単位営業利益法（TNMM） 

 

移転価格調査 

税務年度内における関連者間取引額が１億 5,000 万ルピー（約 3 億円）を超える場合、移

転価格調査の対象となり、日本とは違い毎年行われることに留意する。該当する企業はドキ

ュメンテーションを提出することが自動的に義務付けられるので、事前に準備しておくこと

が肝要である。 

 

（２）日本の親会社側で考慮しておきたい留意点 

調査により税務当局より更正を受け、移転価格の変更を余儀なくされる場合には日本側の

移転価格リスクについても考慮する必要がある。特にインド当局はインド子会社側の利益水

準を高く要求する傾向がある。そのため、例えばインドで課税を受けたことにより移転価格

を変更し、日本側での利益水準が低くなる場合は、日本側で再度移転価格税制で当局より指

摘を受ける可能性も出るので安易な変更は気をつけたい。肝要なのはビジネスを始める前に

親子間取引の移転価格が適正であるか否か、事前にきちんと検証しておくことである。検証

を行う際の留意点として、インド側のコンサルタントが出してくる利益水準だけを目安にし

て決定するのではなく、移転価格上の日本側からのリスクの視点も含めて移転価格を決定す

ることが非常に重要である。インド側の移転価格コンサルタントだけでなく、日本、または

該当する国のコンサルタントの意見を求めることが大事になる。 

 

４．本社からのインド現地へのサポート体制 

インド現地ではインフラが整っていない中、インド人を含めた外国人スタッフを率いなが

ら会社を立ち上げ、販路を伸ばすなど取り組むべき課題が山積している多忙な日々である。

通常、駐在員として送られる社員は営業や技術系である場合が多く、その駐在員の多くは例
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えば経理、人事、IT、総務といったバックオフィスを多く経験した方は尐ないこともあり、

慣れない外国語でのマネジメントに加えて、得意分野以外の管理周りについても目配りをす

るため駐在員一人に対する負荷が非常に重くなっているのが現状である。このような難しい

状況下で、インド駐在員が現地法人をスムーズに立ち上げて軌道にのせていくためには、本

社からのサポートが不可欠である。ここでは参考までに、インド現地法人をうまく立ち上げ

るために本社が工夫を行っている他社事例をいくつか紹介する。 

 

駐在員のフォーメーション 

筆者がインドに駐在している間も日本人マネジメントとのディスカッションの中でよく話

題になったのが「まず、どんな人材をインドに送るべきか？」という点である。そのディス

カッションの中で製造業のインド現地法人幹部の複数から聞いた共通のアドバイスとしても

っとも印象に残っているのが、生産、営業、管理などそれぞれの分野で指導ができる、現地

から尊敬される人材であることに加えて、労務センスがあることが肝要だと述べていたこと

だ。特にインドマネジメントが不得意な分野をカバーできる人材、例えば『敬意を払うとい

った基本的なこと、身分の低い人が働いていても聞く気持ち、気持ちを吸い上げ、確認し、

現場を盛り上げていく』といったことを心がけていく人材が、インドの現地法人をスムーズ

に立ち上げていく、現地化を進めていく上でも重要であろう。 

 

また、このようなベテラン組に加えて、将来を見据えたグローバル人材育成の視点から若

手を次世代マーケット（新興国）での戦いに早期から慣れさせるといった試みを行っている

企業もある。中小企業にとっては外国語で業務を遂行する人材が尐なく派遣できる人材がい

ないという悩みもよく聞くが、語学などにも興味を持つ柔軟性の高い若手社員をベテランと

組み合わせて派遣することも一つの有効な手段であろう。 

 

また、このような赴任予定者に事前に英語での研修や会計・税務の簡単な研修などを行っ

ておくのも肝要である。せめて、自分の得意分野以外の内容について、尐しでも日本語で理

解しておくことは現地に行ってからも日々の業務に役立つはずである。 

 

本社からのサポート・対応 

筆者が日本にある親会社からよく問い合わせを受ける質問の一つが「インド現地法人から

このような内容を言われてきているのですが、本当なのでしょうか？」という質問である。

本社の担当者は過去には北米や欧州、中国など他国でのビジネスにも精通している場合も多

い。そのためどうしてもインドからのリポートも過去の経験・事例と比べてしまうことから、

インド特有の事情についてかえってなかなか理解がしにくくなってしまい、解決までに時間

がかかる傾向がある。 

 

また、現地法人スタッフとの相互理解を進めるために現地法人の立ち上がりの段階から、
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バックオフィスの核となるナショナルスタッフを日本で研修させることでコミュニケーショ

ンを向上させたり、また、本社から経理担当者みずから現地法人へ定期的な出張を行うこと

で本社からのスキルを移転させて、ローカリゼーションを推進させる試みを行っている企業

もある。 

インドの場合はアジアの他国と比べて、日本語ができる経理担当者を探すことは難しく、

加えてホワイトカラー全体の転職率も非常に高いのが現状である。そのため、社員のロイヤ

リティを高めるプログラムの一環として、日本での研修制度などを導入している企業もある。 

以上のようにいくつかの日系企業の取り組みを紹介してきたが、ポイントとして、インド

現地側の問題と言って突き放さず、他国と比べすぎずに現地から上がってくる情報に関して

精査しながら、理解できない場合は時間ばかりが過ぎないように思い切って、会計事務所や

コンサルタントなどを通じて相談や情報収集をきちんと行うことが肝要であると言えよう。 

 

表 5-2 アジア主要国の税率比較 

 シンガ 

ポール 
タイ マレーシア 

インド 

ネシア 
フィリピン ベトナム インド 中国 

法人税(实効税率) 17％ 30％ 25％ 25％ 30％ 25％ 32.4％ 25％ 

個人所得税(注 1) 20％ 37％ 26％ 30％ 32％ 35％ 30.9％ 45％ 

源泉税率 

日本向け 

配当 0％ 10％ 0％ 10％ 10％＊＊ 0％ 16.6％ 10％ 

利子 15％ 15％ 10％ 10％＊ 10％ 0％ 10％ 10％ 

使用料 10％ 15％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

国内販売税(VAT) 7％(GST) 7％ 10％ 10％ 12％ 10％ 12.5％ 
17％ 

(増値税) 

関税(平均税率) 

(注 2) 
0％ 8％ 7.6％ 6.6％ 5.8％ 9.7％ 10.1％ 8.7％ 

関税以外の輸入税 

(通関時に徴収) 
GST VAT VAT VAT VAT VAT 

追加関税、 

特別追加関税 
増値税 

 アジアの多くの国では税制自体が未整備・未発達であり、租税の判断が税務当局の裁量に委ねられるケース

が多い。税務調査において、現場担当官の判断により、何年間も遡及して多額のペナルティの支払義務が生

じるリスクにも留意。 

⇒外部の専門家により国際的な税務標準に則った適切な税務評価を定期的に受けること、必要な資料や証憑

を適切な形で準備しておくことが重要。 

 会計上は費用として認められる項目が、税法上では損金として参入が認められず、結果として、課税対象所

得および支払税額が増えるケースに要注意。 

⇒特にベトナムでは費用の損金算入要件が厳格、費目によって算入の上限がある点にも留意。 

 インドでは、会計上の利益の 18.5％で計算される最低代替税(MAT)と、法人税額(控除などを含めた税法上

の算出額)を比較し、いずれか高い方を払わなければならないというルールあり。 

⇒税法上の課税対象所得がない場合でも、会計上の利益が出ているような場合は MAT の支払義務が発生す

るため注意が必要。 

注１：累進課税方式の場合、最高税率を記載 注２：非農産品に対する平均 MFN 税率、09 年時点 

＊出資比率 25％以上の場合。25％未満の場合は 15％ 

＊＊受取法人が支払い法人の株式 10％以上を保有している場合。それ以外は 15％ 

出所）WTO「World Tariff Profiles 2010」からジェトロ作成 
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表 5-3 アジア主要国の主要品目関税率比較 

 中国 韓国 インド シンガポール タイ 

単純平均 MFN 関税率 9.6 12.1 12.9 0.0 9.9 

 農産品 15.6 48.6 31.8 0.2 22.6 

鉱工業品(非農産品) 8.7 6.6 10.1 0.0 8.0 

商
品
別 

電気機器 8.0 6.2 7.2 0.0 7.5 

 テレビ 15～30 8.0 10.0 0.0 20.0 

輸送機器 11.5 5.5 20.7 0.0 20.3 

 乗用車 25.0 8.0 100.0 0.0 10～80 

トラック 6～25 10.0 0～10 0.0 5～40 

非電気その他機器 7.8 6.0 7.3 0.0 4.1 

化学品 6.6 5.7 7.9 0.0 3.1 

繊維製品 9.6 9.1 13.6 0.0 8.0 

 

 インドネシア マレーシア フィリピン ベトナム 豪州 NZ 

単純平均 MFN 関税率 6.8 8.4 6.3 10.9 3.5 2.1 

 農産品 8.4 13.5 9.8 18.9 1.3 1.4 

鉱工業品(非農産品) 6.6 7.6 5.8 9.7 3.8 2.2 

商
品
別 

電気機器 5.8 4.3 4.0 10.9 3.2 2.6 

 テレビ 10.0 0～30 0～15 0～36 0～5 0.0 

輸送機器 10.6 11.6 9.1 18.9 5.1 3.1 

 乗用車 15～40 0～35 0～30 10～83 5.0 0～10 

トラック 5～40 0～30 0～30 0～80 5.0 0～5 

非電気その他機器 2.3 3.6 2.3 4.0 3.1 3.0 

化学品 5.2 2.9 3.8 4.2 1.8 0.8 

繊維製品 9.3 10.3 9.1 10.0 6.8 1.9 

注：テレビ(HS852871～73)、乗用車(HS8703)、トラック(HS8704)は 2011 年 6 月時点の適用税率。その他

は 2009 年の平均税率。 

出所）WTO、UNCTAD、ITC「World Tariff Profiles 2010」、FedEx Trade Networks「World Tariff」から

ジェトロ作成 

 

【参考資料】 

◆ジェトロ（2011）『インド投資ガイド』ジェトロ 

◆伊藤博敏（2008）『インドの税務ガイド 間接税のすべてがわかる』ジェトロ 

◆税理士法人トーマツ編（2011）『アジア諸国の税法』中央経済社 

◆A wolters kluwer (2011) ―CCH India Master Tax Guide‖ 

◆V.S. Datey (2009) ―Inirect taxes Law and Practice‖  
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山本製作所 海を渡る（４） 

 

「この原材料コストの低減はめどがついているんでしょうな」 

 太い指で資料の７項目目を指しながら薮田支店長が言いました。 

“それは、この前説明したじゃないですか”という言葉をかろうじて飲み込みながら鈴村

さんが答えます。 

「はい、山形のベンダーと契約済です。契約書のコピーがお手元の資料の６枚目に入っ

ています」 

「転注ですか。品質問題など起こさないように気を付けてくださいよ」 

「立ち上げから半年は、弊社の技術員を常駐させて万全を期します。ご安心ください」 

「まあ、良いでしょう。短期の経営計画はなんとか絵になってきましたな。ちゃんと説

明していただければ、うちだって嫌なことは言わなくて済むわけですから」 

 支店長が恩着せがましく言って、お茶を口に運びます。 

「いや、本当にいつもご心配をおかけして申し訳ありません。これまで以上に頑張りま

すから、融資の件、何とかよろしくお願いします」 

 丁寧に山本社長が頭を下げます。 

「その件は、あと垣内とうまくやってください。 

ところで山本さん、おたくがインド進出を考えてるとか、ちょいと耳に挟んだんだが」 

 山本社長が怪訝な目で一太郎さんを振り返りながら答えます。 

「滅相もない。息子が一人で夢見てるだけですよ」 

「馬鹿なことは考えん方が良いですよ。ご存じないかもしれんが、あの国にはかってカ

ーストという身分制度がありましてね。制度としては廃止になったらしいが、まだまだ

身分意識は残っているらしいから人事管理が難しいですよ。中小企業の管理部門にはと

ても処理できませんよ」 

「労務管理も大変らしいですね」 

 鈴村さんが、ここぞとばかりに割り込んで、秋田インドの話を披露し始めました。 

「組合との話し合いで、正直に財務データ全部出して、赤字続きでこのままじゃ潰れる、

会社も必死で経費削減やるから、賃上げも今年は我慢してくれと説明したらしいんです

がね『話はよくわかった。でも、隣の会社は 10%アップらしいからうちも上げてくれ』

というらしいんですよ。長い間社会主義だったから、粘れば、事業は赤字でもどこから

かお金が湧いてくる、そんな感覚が抜けてなくて、組合対策も大変らしいですよ」 

「従業員との信頼関係づくりや理解獲得は、どこで事業始めても、時間のかかる話じゃ

ないですか。日本でやっても同じことが起こりますよ」 

 一太郎さんが口をとがらせて言いました。 

「まあ、いずれにしても、ちょっと調子が良い市場だからといって、誰が行ってもホイ

ホイ売れるってもんじゃない。大企業だって苦しんでるんですよ。中小企業ごときが飛

び込んでうまく行くわけがないでしょう」 

 薮田支店長がねちっこく続けます。 

「お言葉ですが支店長。うちにだって他社に負けない技術力があるんですよ。一度ミツ
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バさんにでも話を聞いてみてくださいよ」 

「まあ、そりゃあお持ちなんでしょうがね。インドは独自路線で軍事化を進めた国だか

ら、武器を作る製造業は、部品メーカーに至るまで、一通り揃ってはいるそうじゃない

ですか。太刀打ちできますかね。 

技術力とか仰いますが、お年寄りの匠の技がないと製品化できないような技術を、ど

うやってインドで再現するんですか、言葉もわからんのに。それとも、60 過ぎた匠をイ

ンドに駐在させますか。すぐ辞めちゃいますよ。 

海外で商売するってのを甘く見ちゃいけませんよ。九州に第２工場作るのとはわけが

違う。異文化への対応が必要になるんですよ。お宅の従業員なんか社員旅行のグアム以

外は海外旅行したこともないんじゃないですか。山本製作所さんは東海の大切なお取引

先ですから道を誤ってもらっては困るんですよ。新興国市場に挑戦するのは大切かもし

れません。でも、それは大企業におまかせしておけば良いじゃないですか。中小企業に

はそんな余力も技術もないんですよ。できもしない夢見てないで、足元のコストダウン

をしっかりやることです。海外への夢は、まず国内で大きくなってからの話にしてくだ

さいよ」 

 薮田支店長は一気にまくしたて、いつものように一方的に話を打ち切って出て行きま

した。 

 

「と言うことで、融資の件は後は資料を揃えるだけですから」 

 重苦しい沈黙を破って垣内さんが切り出しました。融資はやっと原則了承されたよう

なのですが、達成感は拡がりません。 

「けったくそわるいな」 

 山本社長がぼそりと呟きました。 

「垣内さん、これ聞かなかったことにしておいて」 

 ひとこと垣内さんに断ってから、山本社長は一太郎さんの方を振り返りました。 

「行ってみるか、インド」 

「あれれ」 

 一太郎さんが見つめ返します。 

「あれだけうちの会社の事コケにされると、頭にくるよな。俺だってプライドあるし、

やってやろうじゃねえかと思うよ。まだ出る事に決めた訳じゃないけど、何かできるこ

とがないか、一度見に行こう。中小企業同友会の観光旅行じゃなくて、自分たちの足で

じっくり見て来よう」 

 いつの間にか現れた一之輔会長がにっこり笑いかけます。 

「『やってみなはれ』が山本のスピリットや。手始めはインド人雇ってみるとかでもええ

から、何か新しいこと、楽しいこと探しておいでよ」 
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第６論文 インドにおける労務と人材 

 

河野 敬 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査部アジア大洋州課 

 

【要旨】 

 中国と並ぶ人口規模から、インドを将来の労働集約型産業の立地として期待する見方も

尐なくない。特に、欧米企業は、インドを中国と並ぶ世界のローコストセンターとして

位置づける傾向が強い。インド政府も、雇用の創出ならびに輸出の促進の観点から労働

集約型産業の育成に努めており、繊維製品、宝飾品、手工芸品、農水産加工品などの伝

統産業から、自動車部品や電機・電子などのエンジニアリング産業にも注目している。 

 しかし、アジアに充实したローコストセンターを有し、それらの拠点を有機的に結ぶこ

とで効率的なサプライチェーンを構築している日本企業にとって、インド拠点は必ずし

もコストダウンの観点から魅力的な投資先とはなってはいない。製造業・サービス業と

もに経験や技術をもった人材が逼迫しており、著しい経済成長と高い物価上昇とも相ま

って、インドにおける賃金上昇率は極めて高い。インドの賃金水準はタイや中国と同程

度であり、インドネシアやフィリピンと比べると、どの職種においても高い。 

 一方で、インドは優秀かつ国際ビジネスに通用する人材を多く輩出する国として注目を

集めている。準公用語として広く普及している英語でのコミュニケーション能力を活か

し、国外に教育や就業の機会を求めるインド人は多い。最近では、欧米企業のインド進

出が相次いでいることや、インド国内の所得レベルが上がってきたことを背景に、イン

ドで働くことを望む人材も増えてきている。国際人材の育成と囲い込みが急務の日本企

業にとって、インドは重要な人材拠点とも位置づけることができ、インドから中東・ア

フリカなどへ横展開するにあたっての橋頭堡ともなり得るだろう。 

 契約書や就労規則、賃金上昇、定着率、訓練と教育、労組といった問題への対忚に加え、

労働者の権利保護が強い各種労働関連法、中央政府と州政府といった複層的な行政シス

テム、根強く残るカースト制度、甚だしい貧富の差、多民族・多文化・多言語社会とい

ったことにも留意が必要となる。しばしば「人事労務の観点からは世界で最も難しい国

の一つ」と評される所以でもある。 

 経済発展のスピードが速く、社会制度の枠組みが目まぐるしく変動しているインドでは、

労務管理においても規範となるべき対忚策はない。日系企業の進出数も多くないことか

ら、経験知というものが十分共有されていない中、規模の大小を問わず、各社ともイン

ドでは手探り状態ともいえる。インドへの進出を検討する企業は、労務管理に対して万

全を期すことよりも、フレキシブルな対忚力を現場に付与することに注力すべきであろ

う。 
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１．インド労務・人材分野の優位性と懸念 

（１）インドの人口動態と労働力市場 

2011 年に实施されたインドの国政調査によると、インドの人口は 12 億 1,019 万人で、世

界人口の 17.5％を占める。10 年間の増加分だけでも、ブラジルやパキスタンの人口と同規模

であることから、その人口ダイナミクスが感じ取れる。最も人口の多い州は、首都デリーに

も隣接する北部ウッタル・プラデシュ州で 2 億人に迫る 1 億 9,958 万人、次いでムンバイを

州都とする中西部マハラシュトラ州が 1 億 1,237 万人、最貧州といわれる北東部ビハール州

が 1 億 380 万人と、上位 3 州はいずれも 1 億人を超えている。続く西ベンガル州が 9,135 万

人、アンドラ・プラデシュ州が 8,467 万人、その他 5 州も人口 6,000～7,000 万人を抱える大

規模州で、インドの人口分布は一様であることがわかる。 

 

図 6-1 インド・中国・日本の人口分布比較 

 

出所）米国統計局発表資料よりジェトロ作成 

 

インドの魅力は人口規模だけではない。年齢別の人口構成、いわゆる人口ピラミッドを見

ると、インドはすそ野が広がる美しい富士山型で、つぼ型の日本やつり鐘型になった中国と

比べ、長期の発展が望める「若い国」であることがわかる。70 年代をピークに、人口増加率

には鈍化傾向が見られるが、それに伴い、日本で問題視されている従属人口比率（15～65 歳

の人口に対する老齢・幼尐などの非労働人口比）は徐々に下がるため、経済構造はむしろ強

固になると考えられる。また、識字率の増加も見逃せない。7 歳以上の識字率は、前回調査

の 2001 年比で識字人口の 38.8％増となる 74％に達し、人口総数から見ると、10 年間で 2

億 1,770 万人が新規に読み書きを身に付けたことになる。こうした一連の好材料は、インド
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の消費市場として、また労働市場としての魅力を、量と質の両面で高めている。 

 

しかし、労働力をめぐる状況は必ずしも楽観できるものではない。政府は、第 11 次 5 ヵ年

計画（2007～11 年）の期間に 5,800 万人の新規雇用創出をもくろんだが、实際には 4,500 万

人程度になると見積もられている。雇用訓練局（DGET）1によると、1994～2007 年の間、

平均 GDP 成長率は 6.78％だったのに対し、民間企業など組織セクターによる雇用は年間

0.03％程度増えたにすぎない。これは 91 年の経済開放前より低い数字だ。そのため近年のイ

ンド経済は、設備投資を基調とした成長を遂げており、しばしば「雇用なき成長」とも称さ

れる。 

 

表 6-1 インドの労働力市場 

インド労働局調査（2009～2010） 

居住地域 農村 都市 
全体 

性別 男性 女性 男性 女性 

人口 4 億 5,500 万 4 億 1,700 万 1 億 1,600 万 1 億 4,900 万 11億8,200万 

生産年齢人口 2 億 8,300 万 2 億 6,000 万 1 億 600 万 1 億 7 億 5,000 万 

労働力人口 
86.6％ 28.1％ 58.5％ 19.0％ 56.5％ 

2 億 4,500 万 7,300 万 6,200 万 1,900 万 4 億 2,400 万 

失業率 
8.7％ 14.8％ 5.9％ 13.8％ 9.4％ 

2,130 万 1,080 万 370 万 260 万 4,000 万 

出所）インド労働局資料よりジェトロ作成 

 

インドの都市と農村の人口比率はおよそ３：７。都市人口 45％の中国（国連の推定）と比

べて農村比率が高い。農村部では農業離れが進んでいるにも関わらず、政府が農村の雇用保

証スキーム（主に土木工事等の公共事業）に巨額の予算を投じていることや、言語や文化が

大きく違うことから、中国や東南アジアで見られるような農村から都市部へのダイナミック

な人口流動は見られない。 

 

インド労働局によると、都市部の労働人口（就労人口と失業人口の合計）は 8,100 万人程

度であり、総人口に占める割合は 8.9％足らずということになる。また、15～65 歳の生産年

齢人口が約 7 億 5,000 万人もいるのに対し、労働人口化率は 56.5％（4 億 2,400 万人）と低

く、生産年齢人口のうち、实に 3 億人以上が労働市場に参入していないという計算になる。

中国を含むアジア主要国の労働人口化比率が 65～75％に達しているのと比べると、インドの

労働市場参入は低調であるといえる。 

 

問題視されているのが、労働市場における製造業の存在感の低さだ。人口の６割を占める

                                                   
1 DGET：インド労働雇用省雇用訓練局（Directorate General of Employment & Training） 
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農業人口が今後減尐していく過程で、労働集約型の製造業立地が不可欠といわれる。だが、

实態は、インフラ不足、熟練労働者不足などから思うように集積は進んでいない。一方、小

売や輸送などの第三次産業や公共サービスの雇用吸収力が大きいのもインドの特徴だ。都市

部において、全就労者に占める第三次産業と公共サービスの比率は 5 割近くあるのに対し、

製造業で雇用されているのは 15％程度と尐ないのが現状だ。 

 

（２）女性の社会進出 

先の表のとおり、インドにおける女性の労働人口化率は、都市部で 19％、農村部でも 28.1％

にしか過ぎず、男性と比べ女性の労働市場参入が著しく遅れている。特に、現場のワーカー

（ブルーカラー）となると女性比率は圧倒的に低い。通常、アジア諸国では手先が器用なこ

となどを理由に、女性の工員が多く採用されている光景をよく目にするが、インドでは縫製

業などの軽工業においても女性は尐ない。しかし、近年では、都市部の工場でも女性の姿を

多く目にするようになってきており、特に外資系企業においてその傾向が強い。 

 

男女平等というインドにとって新しいアイデアは、企業文化の異なる外資系の方が持ち込

みやすいということもあるが、实態としては、やはりアジアと同様、手先が器用で作業が丁

寧というメリットを感じている企業が多い。ある日系製造業（自動車部品）では、仕事への

モチベーションアップも兼ねて、定期的に工員の技能コンペを实施しているが、女性受賞数

が男性を上回るという結果も出ている。 

 

また同時に、女性労働者は男性と比べても安定志向が強いため、賃金改定などをめぐる労

使協議においても穏やかな対忚を示す傾向にあることも、雇用主にとっては大きなメリット

だ。別の日系製造業（自動車部品）では、工員の 8 割近くを女性が占めている。工員クラス

の人材は、近隣だけでなく地方から出稼ぎに来ている者も多い。女性が多いという職場環境

や、社員寮などの福利厚生が整った外資系企業という条件は、娘を送り出す地方暮らしの親

としても安心材料となっている。同社は、こうした親たちの期待に忚えるべく、両親の上京

費用の補助など配慮も行っている。 

 

ただし、不自然な男女比や女性の厚遇などは、かえってトラブルも発生しかねないことも

留意すべきだ。インドでは、都会で教育を受けた人間であっても、女性の職場進出には保守

的な意見を持つ人たちも多いことから、女性の採用・待遇に当たっては、インド人の幹部や

人事マネージャーなどの意見も聞くことは必須であろう。また、女性の採用は、社員の送迎

や住居補助などの福利厚生コストを引き上げるほか、女性の深夜勤務が法律で禁止されてい

る点にも留意すべきだろう。 

 

女性の識字率は 65.5％と、男性の 82.1％と比べて依然として低いが、10 年前の 53.7％（男

性は 75.3％）からすると大きな改善が見られる。情報化社会や国際的な考えがインド社会に
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も急速に浸透してきていることを加味すると、女性の社会進出は、今後インド経済の大きな

牽引役ともなり得るだろう。 

 

（３）優秀な人材 

高い英語力と教育水準から、インドには優秀なエンジニアやマネジメント人材が多く存在

している。情報通信、製薬、バイオ、金融、通信といった分野は、そうした豊富な人材プー

ルの恩恵を受けて急成長している。また、数字に強い（数字に臆さないといった方が正しい）

人材が多いというのもインドの強みであり、中東やシンガポールだけでなく、欧米において

も企業の経理部門には多くのインド人が活躍している。高い英語力や計算の強さが特筆され

ることが多いインド人材だが、プレゼン能力の高さ、異なる環境への適忚力には目を見張る

ものがある。インド人は、多文化・多言語社会に暮らしていることから、論理的かつ説明的

に情報伝達を行う傾向があり、また文化背景の異なる外資企業での業務にも順忚しやすい。

ただし、あまりはっきりとした自己主張をしない日本やアジア諸国と比べると、インド人は

押しが強いため、時折「独善的」という評価がされることもある。また、教育ならびに経営

スタイルについても欧米型に慣れ親しんでいるインド人が圧倒的に多いため、キャリア人材

を雇う際には、日本の企業経営や文化に対して理解を持ち、親しみを感じているかどうか、

という点が重要となってくる。日本企業の中には、こうした衝突をさけるため、新卒人材を

中心に雇用する向きも多いが、スピード感のある経営の足かせになることもある他、ビジネ

スの面でも現地化に遅れを生じさせる原因ともなる点、留意が必要だ。 

 

優秀な人材が多くいることは確かだが、これは絶対的な人口規模にも比したものであり、

かつ、そうした人材は給与水準の高い IT や金融といったサービス業に従事することが多いた

め、製造業を中心に進出する日系企業から見た实感としては、インド労働市場は即戦力とな

る人材不足もしくは玉石混合であることは否めない。特に、総務、経理、人事といった間接

部門を担う経験豊富な人材の確保は容易ではなく、進出した後もなかなか生産や営業に専念

できないといったケースも散見される。不安定な立ち上げ期を、本社からの人的リソース投

入でバックアップする大手企業に対して、限られた人材の派遣しかできない企業は、人材紹

介会社などを通じて、一定期間、多尐のコストを覚悟の上で、主要な間接部門の人材を調達

するという割り切りも必要になっている。 

 

一方、人事も安定し、操業や売上げが軌道に乗りだしてくると、経営上の余裕や視野も広

がるため、インドを輸出拠点もしくは人材の発信拠点として活用しようというアイデアを持

つ企業も多い。先にも述べたように、インド人には優秀で高いパフォーマンスを示す人材が

多いということを、当初から念頭にいれた経営を心がけることで、インド拠点をグループの

人材育成拠点として位置づけ、現地化の更なる促進や、将来の周辺国への横展開に弾みをつ

けることも可能となるだろう。 
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（４）低い現場労働者の流動性 

インドにおいて、非熟練労働者、いわゆるマニュアル・ワーカーと呼ばれる人材は比較的

豊富だ。適切な人材を獲得するため、人材紹介会社を使うケースが日系企業の間でも多くな

ってきているが、日本の工業専門学校にあたる ITI（Industrial Training Institute）などの

教育機関からの採用、求人広告、口コミといった手段でも十分採用可能だ。 

 

ただし、求人広告や口コミで採用する場合は、プロフィールの事实確認・身元照会などは

慎重に行わなければなければならない。学歴や職歴から出身地や年齢までも偽称するケース

が横行しており、採用にあたっては、オリジナルの公的書類を提示させることや、前職のあ

る者からは給与証明の開示を求めるなど入念な書類審査が必要になる。そうした上で、イン

ド人の人事マネージャーと共に慎重な人物判断を行う。チームワークへの理解やコミュニケ

ーション能力などは日本人であっても察することはできるが、教育の背景や出身地、カース

トといった不可視の部分も採用にあたっては大変重要な要素になってくる。 

 

インドの労働法では、監督職にない労働者を Workman と分類し、手厚い保護策を設けて

いる。日系企業の工場等で雇用されている非熟練労働者は、ほとんど Workman と位置づけ

られている。このような労働者は、能力不足、生産調整といった理由から解雇することは事

实上不可能であることを認識する必要がある（本人が望む場合、または著しい契約違反が認

められた場合を除く）。インドにおいて、「雇ったら永遠の間違え」という諧謔を弄すること

があるのもこうした背景からだ。対策としては、1 年～数年の試用期間を設けて、その間に

能力判断・人物判断をしていくのが一般的だ。生産や経営に弾力性を持たせるため、最近で

は契約労働者を受け入れる企業が増えているが、一定数以上の契約労働者を受け入れている

場合は、契約労働法によって受け入れ企業側の責任（特に給与支払い）も増すので注意が必

要だ。また、正規労働者と契約労働者に対する業務内容や待遇をめぐっては、トラブルも頻

発しているため、労務管理はより複雑になることを認識しなければならない。 

 

解雇が制度的に難しいという理由は別として、インドでは非熟練労働者の定着率は一般的

に高い。ワーカーのジョブ・ホッピング（離職）の恒常化が問題となっている中国や東南ア

ジアとは異なり、長い期間同じ会社に勤めることを願う労働者が多いことは、長期的な視点

にたった研修や業務設計を組むことが可能となり、インドにおける生産活動の安定化にも一

役をかっている。インドには契約労働者や期間工など潜在求職者が多くいるため、非熟練労

働市場は「買い手市場」となっており、失業を嫌う傾向にあることが一つの要因といえる。

その他にも、確固とした階級社会の中で、職位・職責の向上を強く望まない労働者層も多く

いること等が挙げられるだろう。 

 

（５）高い賃金上昇率 

ジェトロが進出日系企業を対象に行った調査（2011 年）によると、インドの賃金水準はタ
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イや中国と同程度であり、インドネシアやフィリピンと比べると、どの職種においても高く

なっていることがわかる。中国や東南アジア諸国と比べて、産業インフラの整備が遅れてお

り、かつ製造業への適切な人材供給が限られていることから、インドに進出した日系企業か

らは、人件費に対して生産性の低さを指摘する声も多い。 

 

高い経済成長を維持しながらも、サービス業中心の偏重した経済構造を持ち、特に都市近

郊では成長著しいサービスセクターと製造業との間で人材の奪い合いなどが生じ、問題視さ

れている。一部の高等教育機関を除き、十分な教育・職業訓練の機会が提供されておらず、

スペックに合う人材が尐ない。短期間で高い成果を求める風潮もあり、即戦力となる熟練工

や経験者に依存する企業が多く、業界横断的に人材は逼迫気味だ。中国や東南アジアで多く

見られるような輸出型のビジネスを目指していない場合、インドをベトナムやバングラデシ

ュなどの低コスト国と比較することは意味をなさない。競合相手は、インド国内にいるイン

ド企業や他の外資系企業であり、そうした企業における給与動向を意識せざるを得ない。賃

金水準の低い地方・農村部に立地するというオプションも無くはないが、インフラの整備状

況を鑑みると、サプライチェーンや駐在員の生活など課題は多い。設備投資などによる生産

性の向上や非日系への販路拡大を通して、インドなりのコスト削減法を見出していく必要が

あると言えよう。 

 

図 6-2 アジア主要国の賃金水準（年間実負担額） 

 

出所）ジェトロ在アジア・オセアニア日系企業活動实態調査 2011 年 

 

他方、インドは賃金上昇率もベトナムと並び高い水準にあることも注意が必要だ。インド

はここ数年 8～10％の高い物価上昇に見舞われてきたため、ベースアップが一定程度必要で

あることも確かだが、賃金上昇はインフレだけが原因ではなく、慢性的な熟練労働者不足に

大きく起因するとされている。経済が拡大期にある新興国では低い物価上昇は望めず、また

外資を含めた企業立地も急速に進んでいることをから、インドを見ていく上で、人材の逼迫

や高い賃金上昇率といった状況は、短中期的に改善を期待することはできないと考えた方が

よいだろう。 
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図 6-3 アジア主要国の賃金上昇率（年率） 

 
出所）ジェトロ在アジア・オセアニア日系企業活動实態調査 2011 年 

 

（６）高い離職率を示すエンジニアとスタッフ 

インド日本商工会議所（JCCII）が会員企業向けに实施した調査（2011 年）によると、2010

年の職位別離職率はトップ・マネジメント（部長級以上）では 2.5％と低いが、管理職（課長、

係長級）で 8.0％、スタッフ（営業担当者、秘書、受付、事務員など）で 12.4％、エンジニ

アで 11.2％と高い。 

 

表 6-2 職位別の離職率 

職位 2009年実績 2010年実績 

トップ・マネジメント（部長級以上） 1.9% 2.5% 

管理職（課長、係長） 6.5% 8.0% 

スタッフ（営業、事務員） 8.9% 12.4% 

エンジニア（熟練工員） 9.2% 11.2% 

出所）インド日本商工会議所調査 2011 年 

 

2009 年の实績と比較すると、全職位で離職率が上昇している。金融危機の影響を完全に払

拭したインドでは、2010 年に入ると企業の活動が活発化したため、同時に高い賃金や厚遇を

目当てに転職活動も活発化したと考えられる。最も離職率が高かったスタッフを構成する層

は、大卒で都市部に暮らす 20～30 代であり、いわゆるインドの中間層に該当する。こうした

層は、上昇志向も高く、特定の会社へのロイヤルティーが十分醸成されておらず、また転職

による職位、給与アップの機会を常に模索していると考えてもよい。非熟練労働者市場と異

なり、「売り手市場」でもあるため、景気が上向き基調にある時期には失業の懸念も尐ない。 

 

インドが高い経済成長を続けている限りは、賃金上昇と同様、離職状況の改善は期待薄と



第４章 インドの人材と労務状況は？ 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 92 

見てよいだろう。こうした状況下、一企業がとれる対策には限界があり、またその手段も、

他のアジア諸国と比べて大差はないと考えられる。研修の充实、職責の拡大、経営参画機会

の提供、丁寧かつ密なコミュニケーション、福利厚生の拡大などに配慮しつつ、離職をある

程度想定した上でのグループワーク、ジョブ・ローテーション、職務の文書化などに取り組

む必要がある。 

 

ただし、生活において家族や親族を最優先するというインド特有の文化背景から、福利厚

生などの対象として家族を重視していく姿勢を会社として示すことは意外にも大きな効果を

見せる場合がある。大家族の中で暮らすインド人は、進路や転職にあたり家族に同意を求め

ることが多く、健康診断、医療補助、子女の教育補助、帰省／上京補助といったことから、

誕生日のお祝いメッセージを贈るなど、日頃より会社と家族を結び付ける取り組みを行って

いるかが重要となる。 

 

（７）多様性と不透明性への対処 

インドは多民族、多文化、多宗教、身分制度（カースト）、貧富差など、価値観や境遇の大

きく違う人間がひしめき合うように暮らしている。これは、見聞きするよりも、实際に現地

に身をおいてみないと状況理解は深まらない。日本や中国などとの違いを測り取りながら理

解していくより、そのままを理解した方が容易だ。時として、外国との差異を指摘すること

はインド人にとって不愉快に感じることもあるため注意が必要だ。さらに、事業を営む上で

間違いなく障壁となるだろう、旧態依然としたインドの法体系や不透明な制度運用に、一つ

一つ正攻法を探していたらとめどがないと見切りをつけることも大切だろう。こうしたイン

ドの多様性、不透明性に対抗し得る次善の策としては、現場にフレキシブルさを持たせる、

もしくは対忚力を高めることしかない。 

 

インドの労務管理はより柔軟性が求められる。インドが「人事労務の観点からは世界で最

も難しい国の一つ」であるのならば、ステレオタイプを作らず、現地人の感覚を経営や管理

に組み込んでいくしかない。インド人の就労意識や考え方を管理体制や社風に反映させるた

め、何よりも、リベラルな考えを持ち、法律や規則に通じたインド人の総務・人事マネージ

ャーの確保が鍵となる。経験が豊富で能力が高くても、宗教、カースト、出身地などに対し

て偏狭な考えをもった人材も多いので留意すべきだ。インド事業の足場を固めるまでは、こ

の部分だけは必要不可欠な前払い経費として、酌量していくべきであろう。管理層を日本人

で固め、本社の指示や他国での経験知、ならびに契約書や就労規則への過度な依存はむしろ

リスクとなると考えた方がよい。現場判断の余地を残した、場当たり的で、ある意味曖昧さ

のある体制の方が、見通しのきかない環境において強みを発揮することもある。 

 

ただし、社内の管理・規律に関しては日本人のスーパーバイズも忘れてはならない。価値

観の多様化したインドでは、道徳やモラルのレベルもバラバラである。インドで仕事をして

いると、平気で嘘をつく、責任を回避したがるといった疑念をインド人に抱くことが多い。
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リベートを取ったり、処遇を差別したりと、大小問わず是正が必要となるスタッフの不正行

為は尐なくない。就業規則をもってルールの遵守を断固として行っていくほか、ジョブロー

テーションや対話を通じて地道に、不正の定義を共有し、それを許さない文化を根付かせて

いくしかない。かつて、インド不正監視委員会（CVC）の委員長が退官する際、「インド人の

3 割は汚れており、5 割はボーダーラインにいる」という発言をしている。また、別の調査で

も 8 割のインド人が過去 1 年間に不正に遭遇もしくは関与したと答えている。これは、他国

との比較において驚くべき数字ではないのかもしれないが、常にそこにあるリスクとして、

毅然として対処していくことが必要とされている。 

 

（８）政治介入による労働争議 

景気の浮沈によって発生件数は大きく変動するが、インドでも数多くの労働争議が起きて

いる。中国やタイで見られるような、中所得国の社会現象でもある「権利意識の向上」に起

因したケースは、インドではいまだ尐なく、賃金など待遇の改善や、労務を巡る労使トラブ

ルが原因となることが多い。しかし、インドではしばしば、偶発的ではなく、かつ、正当で

明確な根拠がない、作為的な労働争議も発生している。地元の選挙が近づく時期に際立つよ

うになるなど、一企業努力では解決し得ない、民主（民衆）主義のインドでは避けがたい外

部環境といえる。 

 

こうした環境の中、進出した日系企業には、地域社会との関わりの薄い遠方から従業員を

採用したり、利害関係や文化が異なる多くの地域から人材を採用したりするなど、リベラル

な社風作りを心がけているところが多くある。尐数の特定勢力が、全体を扇動することが難

しい組織作りというのは、多様なインドにおいて肝要なポイントだ。同時に、生産と管理現

場の情報チャネルを作る、社内コミュニケーションを促進する、適宜地元政府や進出地区担

当の役人との関係をメンテナンスするなど、正統的な取り組みも押さえる必要がある。 

 

さまざまな背景の労働争議が起きるインドではあるが、ほとんどのケースにおいて外国企

業であることを理由に狙い打ちするという意図はあまり見られない。インド企業であっても

相忚に発生してきた。しかし、近年は、スズキ自動車をはじめ、ホンダ、ヒュンダイ、ゼネ

ラル・モーターズ（GM）、ボッシュなど、名だたる外資系企業が労働争議にさらされること

が多くなっている。反面、地場企業であるタタ、バジャジ、マヒンドラ、TVS など自動車メ

ーカーでは、あまり争議が起きていない。外資の賃金や待遇は決して低いことはないため、

明確な理由を見つけることは難しいが、競争環境が厳しさを増す中で、外国企業は、次々と

起こる新しい問題に対して、国外での経験に基づいた紋切り型の対忚を取っているという指

摘もある。あるインド企業は、レイオフの必要が生じた場合も、従業員を自宅待機にはせず、

不急ではない他の仕事に従事させている。この背景には、インドにおいて非熟練労働者の階

級の人たちが、仕事せず家に居ると家族に気を遣わなくてはならないため、非常に避けたが

る傾向にあることを考慮したものだ。 
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一方、インドの労働争議のほとんどが、大企業で起きている問題であり、数百人以下の従

業員を抱える企業においては、あまり発生していないという事实にも注目したい。こうした

中小規模企業では、画一的な制度といった予防措置だけに固執せず、派遣（日本人）社長と

労働者の間に常日頃からのコミュニケーションがあれば、強行的な労働争議といった事態は

事前に避けられる、ということも理解しておきたい。 
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＜参考資料（インドにおける労働関連法とその基準）＞ 

No. 法律 基準 

1 Factories Act, 1948 工場に対して適用される。工場とは、以下に掲げる施設を

いう。 

(1)10 人以上の労働者が労働している、または過去 12 月間

のいずれかの日において労働していた、その製造工程

が、そのいずれかの部分において、動力を利用して行わ

れている施設 

(2)20 人以上の労働者が労働している、または過去 12 月間

のいずれかの日において労働していた、その製造工程

が、いずれの部分においても、動力を利用せずに行われ

ている施設 

2 Minimum Wages Act, 1948 従業員、すなわち、賃金または報酬のために、最低賃金率

が 定 め ら れ て い る 別 紙 記 載 の 雇 用 （ scheduled 

employment）において、熟練または非熟練や手作業また

は事務的労働を行うために雇用された者に対して適用され

る。別紙記載の雇用とは、1948 年最低賃金法（Minimum 

Wages Act, 1948）別紙に定める雇用、またはその雇用の一

部となる作業工程もしくは作業部門をいう。別紙記載の雇

用には、一般に、労働者が適切な交渉力を持たず、道路の

建設もしくは維持管理または建築作業等の、搾取のおそれ

の高い労働集約型の労働が含まれる。 

3 Payment of Wages Act, 1936 賃金支払法は、一定の従業員、すなわち、賃金期間に支払

われる月額賃金が 6,500 ルピー以下であり、工場および産

業施設その他の施設で雇用される従業員に対する「賃金

（wages）」の支払い形態および支払い方法を規制してい

る。 

4 Workmen’s Compensation Act, 1923 

(Employee’s Compensation Act) 

従業員補償法（Employee’s Compensation Act）別紙Ⅱに

定める労働者に対して適用される。 

5 Payment of Bonus Act, 1965 20 人以上の労働者を雇用する工場およびその他の施設に

適用される。同法は、月額給与が 10,000 ルピー以下の従業

員（ただし、1 年間に 30 日以上労働した場合）に対して適

用される。 

6 Industrial Employment 

(Standing Order) Act, 1946 

100 人以上の労働者が雇用されている、または過去 12 月間

のいずれかの日に雇用されていたすべての産業施設に対し

て適用される。労働者については、1947 年産業紛争法

（Industrial Disputes Act, 1947）に定義されている。 

7 Maternity Benefit Act, 1961 工場、鉱山またはプランテーションである施設、および 10

人以上の者が雇用されている、または過去 12 月間のいずれ

かの日に雇用されていた店舗または施設に対して適用され

る。 
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No. 法律 基準 

8 Contract Labour (Regulation and 

Abolition) Act, 1970 

以下に対して適用される。 

(1)20 人以上の労働者を請負労働者として雇用している、ま

たは過去 12 月間のいずれかの日において雇用していた

すべての施設 

(2)20 人以上の労働者を雇用している、または過去 12 月間

のいずれかの日において雇用していたすべての請負業

者 

1970 年請負労働規制および廃止法（Contract Labour 

(Regulation and Abolition) Act, 1970）上、「労働者

（workman）」が定義されており、管理または経営権限を

有する者等の一定の種類の者は、これに含まれない。 

9 Employees Provident Fund and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 

1952 年従業員積立基金および雑則法（ Employees 

Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952）

別紙Ⅰに定める産業（様々な産業が含まれる。）に従事す

る工場で、20 人以上が雇用されているもの、および 20 人

以上が雇用されており、この点について中央政府が公布し

たその他の施設に対して適用される。 

10 Payment of Gratuity Act, 1972 10 人以上の者が雇用されている、または過去 12 月間のい

ずれかの日において雇用されていた工場、プランテーショ

ン、ならびに店舗およびその他の施設で雇用されているす

べての従業員に対する退職金の支払いについて定めてい

る。 

11 Employees’ State Insurance Act, 1948 季節的な工場以外のすべての工場に適用される。 

工場とは、10 人以上の者が雇用されている、または過去

12 月間のいずれかの日に雇用されており、その一部で製造

工程が行われ、または通常行われている施設をいう（その

中の区域を含む。）。 

12 Industrial Disputes Act, 1947 労働者（workman）に適用される。労働者とは、賃金また

は報酬のために、手作業的、非熟練的、熟練的、技術的、

運営管理的、事務的または監督的労働を行うために、いず

れかの産業において雇用されている者（見習工を含む。）

をいう（雇用条件が明示または黙示を問わない。）。ただ

し、以下の者は労働者に含まれない。 

(1)主として経営または管理職として雇用された者 

(2)監督職として雇用された者で、月額賃金が 1,600 ルピー

を超える者 

出所）コーポレート・カタリスト・インディア・リミテッド、ジェトロ(2010 年)『インド投資ガイド』ジェ

トロ，pp.193～195 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000591/IndiaInvestGuide.pdf 
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第７論文 日系中小企業のインド進出－理論と事例― 

 

鈴木信貴 

インド事業環境研究会 副座長 

京都大学大学院医学研究科『医学領域』産学連携推進機構 特定助教 

東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 

伊藤清道 

インド事業環境研究会 座長 

中京大学 経営学部および 

社会人大学院（ビジネス・イノベーション研究科） 教授 

 

【要旨】 

  インドは市場の有望性などの点で非常に魅力的な国ではあるが、インフラ問題を始め

中小企業にとって進出には課題が多いことも事实である。本章では、まず、インド進出

日系企業数の他、日本の対インド直接投資額、インドとの貿易額の推移、アジアの国際

分業体制といった基本的な情報、数値を確認する。その上で、企業の海外展開の理論と

实際にインドに進出した A 社、B 社の事例を基に日系中小企業がインド進出する際の要

点を検討していく。 

 海外進出において、中小企業は、人材、技術、資金といった資産を豊富に持つ大企業

と比べ、困難度は高い。大企業は海外進出の経験も豊富である。しかし、厳しい日本市

場で切磋琢磨してきた日本の中小企業は、技術ノウハウなどの点で突出した資産を持っ

ている。また、中小企業のメリットは、大企業に比べ、意志決定や行動が迅速に取れる

ことにある。海外進出に当たっては、日系中小企業は、自社の資産を冷静に検討し、不

足している資産については外部機関等を活用し大企業以上に入念に準備を行い、いざ進

出に当たっては迅速に行動を起こす。細心にして大胆な経営を行うことが中小企業の海

外進出成功の鍵となると考える。 

 

１．はじめに 

人口構造、中間層市場の形成、経済成長率、民主主義国家などの観点から見て、インドは

市場として非常に魅力的な市場である。また、非常に優秀な人材が多く、知的財産権を遵守

するといった国柄から、今後、インドは、世界の研究開発の中心の一つになっていくだろう。

世界の企業がインドに注目しており、日本でもインドに対する関心が益々、高くなってきて

いる。ただし、インドはこのように魅力的な国ではあるが、インフラの問題などインド進出

には依然として課題が多いことも確かである。 

本章では、日系中小企業がインド進出する際の諸課題について改めて考察したい。まずは、

インド進出日系企業数の他、日本の対インド直接投資額、インドとの貿易額の推移、アジア
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の国際分業体制といった基本的な情報、数値を確認する。その上で新興国市場戦略の理論を

紹介する。新興国市場戦略の研究は、現在のところ、大企業を中心に行われているが、大企

業と連携する日系の中小企業にとって、戦略の方向性を理解しておくことは有益であると考

える。 

次に、企業の海外進出における基本的な理論であるダニングの OLI フレームワークを紹介

し、この理論に沿って中小企業の海外進出を考えていく。OLI フレームワークは、企業資産

をまず、第一に考える。確かに、人材、技術、資金等が豊富な方が海外展開はしやすい。 

中小企業は、大企業と比べ、どうしても企業資産が不足している。そのため、中小企業の

海外進出に当たっては、外部機関の活用が不可欠である。本稿では、实際に外部機関を活用

しインドでの現地生産をスムーズに成功させた A 社と、最近インドとの取引を開拓した B 社

の事例を検討する。 

海外進出において、中小企業は、資産を豊富に持つ大企業と比べ、困難度は高い。大企業

は、人材、技術、資金を豊富に所有し、海外進出の経験も豊富である。しかし、厳しい日本

市場で切磋琢磨してきた日本の中小企業は、技術ノウハウなどの点で突出した資産を持って

いる。また、中小企業のメリットは、大企業に比べ、意志決定や行動が迅速に取れることに

ある。 

海外進出に当たっては、日系中小企業は、自社の資産を冷静に検討し、不足している資産

については外部機関等を活用し大企業以上に入念に準備を行い、進出に当たっては迅速に行

動を起こす。細心にして大胆な経営を行うことが中小企業の海外進出成功の鍵となると考え

る。 

 

２．インド進出日系企業数、直接投資額、輸出額 

最初に、インド進出日系企業数、日本の対インド直接投資額、インドとの輸出額の推移に

ついて確認しておこう。 

日本の外務省の調査による「海外在留邦人数調査統計平成 23 年速報版1」 によれば、2010

年 10 月 1 日現在で、海外に進出している日系企業の総数は、5 万 7,332 社であった。地域別

での日系企業の数は、アジア地域が 4 万 189 社で最も高く、次いで、北米地域 6,934 社、西

欧地域 5,198 社の順となっている。このアジア地域について国別にみると、企業数が多い順

に、中国 2 万 9,959 社、タイ 1,370 社、インドネシア 1,278 社、インド 1,228 社、マレーシ

ア 1,184 社、フィリピン 1,075 社、ベトナム 981 社、台湾 996 社、シンガポール 720 社、韓

国 539 社の順となっている。アジア地域では、圧倒的に中国進出の日系企業が多いが、イン

ド進出の日系企業も 1,228 社となっており、タイ 1,370 社、インドネシア 1,278 社に迫る数

値となっている。 

この外務省の調査による海外日系企業数は、海外支店、駐在員事務所・出張所、現地法人

化した海外本店、合弁企業、日本人が海外に渡って興した会社の他に、企業が経済協力等の

                                                   
1 外務省 HP『海外在留邦人数調査統計』http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html 

2011 年 12 月 26 日データ取得。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/index.html


終章 中小企業のインド進出を考える 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 100 

工事等で一時的に事務所を設置した場合でも日系企業の駐在員事務所ないし出張所として計

上している。しかし、国毎に数値を相対比較する上では有効である。 

一時的な事務所、日本人が常駐しない営業拠点やサービス拠点等をより精査した在インド

日本国大使館による『インド進出日系企業リスト』のデータを見ると、2011 年 10 月のイン

ド日系企業数は 812 社となっている。2006 年からは、毎年、約 100 社ずつ進出日系企業数

が増加している（図 7-1）。 

インド進出の日系中小企業数の推移に関してのデータは無いが、財団法人中小企業総合研

究機構の調査によれば、2006 年 1 月の段階でインド進出した日系企業 276 社のうち中小企業

は33社であった2。なお、2006年の段階で海外進出している中小企業数は、日系中小企業419,8

万社のうち、7,551 社であった3。 

2011 年 10 月の『インド進出日系企業リスト』を見ても、インドの進出日系企業は大企業

中心である傾向は変わっていない。しかし、インドの進出企業数がタイ、インドネシアの国

の数値と近くなっているという外務省の調査を考えれば、今後、日系中小企業のインド進出

が増加していく可能性はある。 

 

図 7-1 インド進出日系企業数の推移 

 

出所）在インド日本国大使館『インド進出日系企業リスト』から筆者作成 

 

                                                   
2 財団法人中小企業総合研究機構『わが国中小企業のインド展開に関する調査研究』p.148。 
3 2006 年の中小企業の海外進出数については、『中小企業白書 2008 年版』 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h20/h20/html/k2430000.html、 

日本の中小企業の総数については、中小企業中小企業庁ＨＰ 統計表一覧

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/index.htm 

を参照。ＨＰのデータについては、それぞれ 2012 年 2 月 10 日データ取得。 

0  

100  

200  

300  

400  

500  

600  

700  

800  

900  

05年4月 06年1月 07年2月 08年1月 08年10月 09年10月 10年10月 11年10月 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h20/h20/html/k2430000.html


    
 

 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 101 

次に、財務省の国際収支統計の海外直接投資4の項目にて、日本の対インド直接投資額の推

移を見てみよう。2003 年は 146 億円であったのが、2007 年に 1,000 億円を超え 1,782 億円

となり、2008 年は過去最大の 5,429 億円となった。同年の中国への直接投資額は 6,700 億円

であった。中国は、2001 年の WTO への加盟後に直接投資が大幅に増加した。日本の対中直

接投資額は、2001 年は 1,819 億円であったが、2007 年には過去最大の 7,305 億円の投資額

となった。2010 年の日本の対インド直接投資額は、リーマンショックの影響のため、2,411

億円と減尐したが、それ以前は、順調に伸び、中国への投資額にも近づいていた状態であっ

た。 

３番目として輸出額を確認する。まず、日本の輸出構造の変遷について把握しよう。 

日本の製造業は、1985 年以降の急激な円高に対忚して、市場のある欧米や低賃金のアジア

諸国での海外生産を拡大した。その結果、1996 年には日本企業による輸出額を海外生産額が

上回るようになった。 

しかしながら、輸出額の推移をみると、1990 年代後半に輸出額 50 兆円で推移していたも

のが、2000 年代に入ると額が増加していき、2007 年には 80 兆円を突破した。 

輸出が増えたといっても、旧来型の輸出が回復したわけではなく、貿易構造に大きな変化

があった。1980 年代までは、最終製品である消費財を欧米市場へ輸出することが日本の輸出

の主であった。それに対し 2000 年代は消費財ではなく産業財をアジア市場へ輸出することを

主とする構造に転換していった5。 

2010 年の日本の輸出総額 67 兆 3,996 億円の内訳をみると、国別の割合では、中国（香港

含む）24.9％、米国 15.4％、欧州 11.3％、韓国 8.1％、台湾 6.8％となり、インドは 1.2％で

あった。財別の割合で輸出総額を見ると、約４分の３が産業財であった。 

日本からインドへの輸出は、輸出全体に占める割合はまだ低いが、2000 年 2,679 億円から

2010 年は 7,917 億円に伸びている。2000 年と比較すると約３倍の伸びとなった。2010 年の

日本からインドへの主要輸出品目とその割合は、鉄鋼（14％）、自動車部品（6.8％）、原動機

（6.5％）、工作機械（4.7％）、有機化合物（3.7％）、金属製品（3.7％）となっており、輸出

の約 8 割が産業財の輸出となっている。 

インドへの進出日系企業数、直接投資額、貿易額の推移という３つの数値は、近年、大幅

に伸びてきている。現在、日本においては大企業のインド進出が主であるが、今後は、市場

の有望性から、中小企業による輸出、進出が増加していく可能性が高いと考える。 

さらに、日本の輸出総額の４分の３は産業財という貿易額の推移に顕著に見られるが、ア

ジア地域において、最終製品の組立て、生産は、中国などの新興国の企業が行い、その組立

てに用いる素材、部品等は日本企業が開発、生産し、新興国企業へ供給するという国際分業

が進展している(新宅・天野,2009)。 

今後、日系中小企業の取り得る選択肢としては、①国内におけるさらなるコストダウン・

                                                   
4 海外直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)とは、事業を営むことを目的とした対外投資を指す。具体

的には、現地法人の設立、支店設置、既存外国法人への資本参加、不動産取得のための投資を指す。これ

に対し、株式、債券の取得など金融利潤だけを追求した投資は、海外間接投資といわれる。 
5 新宅純二郎「円高と空洞化：産業財の競争力が鍵」日本経済新聞, 経済教室（2010 年 10 月 1 日朝刊）。 
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販売増、②海外輸出の増進・新規開拓、③海外に販売、生産拠点の設立、④事業転換（例：

製造業からサービス業へ転換）といった選択肢がある。多くの日系中小企業は、最終製品で

はなく、部品、素材を開発、生産している。そのため、アジアでの国際分業が進む中で、有

望な市場であるインドに輸出、進出を進めていくことは、決して悪い選択肢では無いと考え

る。 

それでは、インド市場も含め、新興国市場に対し、企業はどのような戦略を取るべきなの

だろうか。新興国市場は、消費財、産業財とも、大きくハイエンド、ミドル、ローエンドに

市場が分かれる。最近盛んになった新興国市場に対する研究は、いわゆる BOP（Base of the 

Pyramid）と呼ばれるローエンド市場に焦点が当てられ、例えば、新興国の貧困課題をどの

ように先進国企業がビジネスの枠に組み込み解決するかといった研究が行われてきた（Hart 

and Christensen, 2002；Prahalad and Hart,2002；Hart and Milstein, 2003；Hart and 

Sharma, 2004；London and Hart, 2004）。 

それに対し、BOP の上のミドル市場に焦点を当て、家電、自動車など主に耐久消費財を対

象にした研究も盛んになりつつある。研究では、日本（先進国）の企業が新興国市場におい

て、競争優位を得るためには、ミドル市場に対して、日本の製品をそのまま市場投入するの

ではなく、現地の事情に合わせ、品質、機能を最適化した製品を開発し提供すること、一方、

ハイエンドの分野では日本企業が先進国向けに開発した高機能な製品の価値を現地市場に理

解してもらい、市場に浸透させていくことが指摘されている（図 7-2）（新宅・天野,2009; 天

野・新宅,2010; 鈴木・新宅,2011b）。 

大企業と連携する日系の中小企業にとって、親会社の戦略の方向を理解しておくことは有

効であろう。大企業と関係なく、単独でインド進出する中小企業にとってもこのような新興

国市場戦略を理解しておくことは意義があることだと考える。 
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図 7-2 新興国市場と日本企業 

 
出所）鈴木・新宅(2011b) 

 

では、中小企業がインドに進出するに当たり、どのようなことが課題となるのか。次節か

らは、海外展開の理論を基に考えていこう。 

 

３．企業の海外展開の理論 

企業の海外展開において、今日でも基本となっている理論がダニング（John H. Dunning）

の OLI フレームワークである (Dunning,1981)。OLI とは、所有優位性（Ownership 

advantage）、立地優位性(Location advantage)、内部化優位性（Internalization advantage）

のそれぞれの頭文字から取られている。ダニングは、基本的に所有優位性、立地優位性、内

部化優位性の３つが揃った時に、企業は海外進出すると論じた。この OLI のフレームワーク

から考えると、不足している企業資産を外部機関等からうまく補完できるかどうかが、日系

中小企業のインド進出にとって重要なポイントになる。まずは、３つの優位性について確認

していこう。 

所有優位とは、海外進出先において現地企業に対抗できるだけの有形、無形の資産のこと

である。具体的には、製品、技術、人材、資金といった有形のものから多国籍展開の経験、

製品開発能力、生産管理能力といった無形のものがある。 

ダニングの理論では、企業はまず持続可能な所有優位性を持つことを前提としている。そ

の上で、その所有優位性を海外企業にライセンスするよりも、収益をより上げられる、技術

流出を防げるなどの点で、自ら使用することが有利であると企業が判断した際に、内部化優

位性が存在する。つまり、内部化優位性は、市場で取引するよりも組織内で対忚した方がコ

スト優位性が高い状態を指す。この内部化優位性が無い場合は、現地企業へライセンスを行
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った方が一般的には有益である。 

所有優位性があり内部化優位性があまり存在しない事例としては医薬品産業がある。医薬

品は特許で守られ、生産工程での差別化も尐ない。そのため、医薬品企業は、ライセンス生

産で海外進出を行う場合が多くなっている。 

所有優位性と内部化優位性が存在した場合、どの地域に進出するのかを決めるのが立地優

位性である。立地優位性は、天然資源、低コストの人的資源、インフラの整備状況、市場の

大きさ、法規制、行政対忚などその国にどのような優位性があるのかということである。立

地優位性は当然ながら国毎に異なる。企業は、所有優位性と内部化優位性を最大限に活用で

きる立地を選択するのが理想である。逆に、海外諸国に立地優位性が無い場合は、所有優位

性、内部化優位性を活かし、製品を輸出した方が一般的には有益である。 

OLI フレームワークの例として、日系企業の中国進出の事例で考えてみよう。製造業の多

くの分野で、日本企業は、中国の現地企業に対して優れた製品、技術といった所有優位性を

持っていた。内部化優位性については、コピー製品など技術流出の問題があった。しかし、

中国には、低コストの人的資源が豊富に存在するという高い立地優位性が存在した。 

日系企業は、中小企業も含め、中国の低コストの労働力という他の国には無い強い中国の

立地優位性に引かれ、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、数多くの企業が中国へ進

出した。賃金の上昇によって、低コスト生産という中国の立地優位性は徐々に減尐しつつあ

るが、当時、日本の中小企業にとっても、日本で生産するよりもはるかに安く生産できるこ

とは何よりの魅力であった。 

このように、OLI フレームワークは、第一に、企業がどのような有形、無形の資産を持っ

ているのかという所有優位性を考える。中小企業にとっても、海外進出するに当たり、まず、

考えなければならないことは、自社の資源がどのようなものか正しく把握することであろう。

その上で、それを自社で行った方が良いのか他社にライセンスした方が良いのか、そして、

海外進出を行うとしたら、どの地域に進出することが一番、メリットがあるのか。このよう

に、所有優位性、内部化優位性、立地優位性を総合的に考えていくことが重要になると考え

る6。 

しかし、人材、技術、資金といった企業資産が豊富な大企業に対して、中小企業は資産の

面で大企業に务る。この点が大企業に対して、中小企業の海外進出が進まない要因でもある。 

ただし、海外進出は、自社に十分な資源が無い場合は、海外進出を諦めた方が良いという

訳ではない。将来的に、有望な市場であれば、資源が尐ない状態でも海外進出し、先行者優

位を取った方が良い場合もある。 

インドの場合、インフラなどの問題はあるけれども、中間層の市場は拡大している。イン

ドの自動車メーカーのマヒンドラ、バイクメーカーのバジャジといったインド企業において

も、積極的に日本式の生産管理を導入するなど日本との相性も高い（鈴木・新宅, 2010a）。

                                                   
6 OLI フレームワークを用い、中小企業の海外進出を統計分析した研究として、河井（2004）は、平成 10

年に調査された経済産業省『商工实態調査』のデータから、中小企業のデータ 6 万 7,009 社を抽出し、

OLI フレームワークに沿って統計分析を行った。その結果、中小企業の海外進出を促す要因として、研

究開発費、特許件数といった企業の所有資産の要因がやはり重要ではあることを明らかにしている。河井

（2004）は、他にも『商工实態調査』で把握できる「ネットワークを中心とした IT 技術の導入」、「共同

事業への参画」といった要因もグローバル化を促進する要因であることを指摘している。 
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そのため、以前の中国のような低コストを目的とした生産拠点ではなく、付加価値の高いも

のづくりの拠点となり得る可能性を持っている。インドはインフラ等の課題はあるが、市場

の有望性、ものづくりの拠点として立地優位性は比較的高いと考えてよいだろう。 

大企業に比べ、確かに、中小企業の企業資産は限られる。しかし、厳しい日本市場で切磋

琢磨してきた中小企業は、技術ノウハウなどの点で突出した資産を持っている。ただ、この

ようなノウハウの多くは暗黙知的で、ライセンス供与することは難しい。 

そのため中小企業は、まず、自社の資産を冷静に把握し、当面はインド市場での取引先を

開拓し、輸出規模を拡大していく。そして、不足している資産に対しては、①国内企業同士

で提携・合併し企業資産を増大する、②現地企業と合弁企業を作る、③親会社である大企業

と連携する、④政府機関、コンサルティング会社、会計事務所等の外部機関を積極的に活用

する、といった方法を取り、資産を補完しながらインド進出を進めていくことが成功を高め

る現实的な方法だと考える。特に、企業資産が不足している中小企業の海外進出に当たって

は、外部機関の活用が不可欠である。 

本稿では、次節にて、实際に外部機関を活用しインドでの現地生産をスムーズに成功させ

た A 社と、最近インドとの取引を開拓した B 社の事例を検討していく。両社がどのような方

法にてインド進出を成功させたのか、その際に外部機関の支援をどのように活用したのかと

いったことを具体的に知ることは、今後、インド進出を考える日系中小企業の方々の参考に

もなると考える。 

 

４．日系企業のインド進出事例 

（１）A 社の事例7 

A 社は、自動車部品等を設計、生産する部品サプライヤー企業である。親会社の意向によ

り、2003 年にインド進出を決定した。その後、ジェトロ、銀行等の支援を受け、現地工場の

建設を進めた（表 7-1）。工場建設に当たっては、現地政府へのさまざまな書類申請が必要と

なる。A 社は、日系建設会社等からの紹介を受け、信頼できる事務所、コンサルタントに依

頼する形で申請を進めていった（表 7-2）。 

A 社の事業推進の支援依頼については、表 7-3 のとおりである。表 7-3 では、銀行、ジェ

トロの両方に○印が付いているが、A 社は両方に相談し、それぞれ紹介を受け、いくつかの

会社／事務所を検討した上で、依頼先を決定していた。このほか、インタビュー調査では、

通関業者、航空貨物運送業者、国内物流業者、製造下請業者の選定について、以下のコメン

トがあった。 

 

「インドでは、下請業者を一社にのみ頼るのは危険です。大事な時に、値上げ要求を出

される可能性が高い。よって、常に、他の選択肢を用意し、現在使用している業者を、

                                                   
7 本節は、筆者が 2011 年 12 月 13 日、19 日、22 日、2012 年 1 月 12 日に A 社 I 氏に対して行ったインタ

ビュー調査による。I 氏は、A 社のインド進出プロジェクトチームの責任者としてインドに駐在し、駐在

員事務所設立、工場建設・生産までの指揮を取った人物である。 
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いつでも切れる態勢を整えておく必要がある。 そこで、他の日系企業から諸々の情報を

入手し、より信頼できる、かつ安価な、またベター・サービスの業者に切り替えられる

よう、引き出しを多く持つ必要があります。進出済み企業は、それなりの苦労をしてい

ます。日本商工会で開催するセミナー、日本大使館・領事館等が開催する会合等で『聞

くは一時の恥、聞かぬは末代の恥』を肝に銘じて、積極的に、現地進出の日系企業、日

系公的機関、他に尋ねてみることです」 

 

このような、A 社は外部機関を積極的に活用し進出を成功させるために非常に慎重な行動

を取っていた。さらに、A 社では、I 氏に決定権限を与え、現地で迅速に決断をしていった。

インタビュー調査でも以下のコメントがあった。 

 

「インドでのビジネスでよく言われることですが、『日本の意思決定は遅く、機会損失に

繋がっている』ケースが多いとの一般的な評価です。インドで事業を進めるためには、

まずは社長が動くべきと考えます。現地子会社の社長、プロジェクトチームの責任者に

任せる場合は、しっかりと決定権限を持たせることが重要です。それなりの権限を与え

られている人間が相手側と交渉し、権限内での即断即決が求められます」 

 

A 社のように、インド進出を非常に慎重に検討しながら、かつ権限を持った人間が迅速に

意思決定を進めていくことがインド進出を成功させる一つの鍵となると思われる。 
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表 7-1 Ａ社 インド進出年表 

西 暦 月 詳            細 

2003 年 10 月 インド進出を決定 

2004 年 4 月 インド現地法人設立プロジェクト･チーム立上げ 

 5 月 ジェトロ・ニューデリー事務所に相談 

 8 月 インド会計事務所に駐在員事務所設立を依頼 

 9 月 駐在員事務所設立 

2005 年  インド側合弁候補会社との交渉 

  各州政府工業団地開発公社との交渉 

  日本大使館／領事館、ジェトロ、日系銀行、日系企業からの情報収集 

2006 年 2 月 南部タミルナドゥ州の工業団地への進出決定 

  日系銀行、日系企業からの情報収集 

 3 月 工業団地開発公社との工業用地割当に関する覚書締結 

 4 月 タミルナドゥ州チェンナイ市にて現地法人設立申請 

 6 月 現地法人設立完了 

 8 月 工業団地との工場用地リース契約締結 

 10 月 日系建設会社との工場建設打合せ開始 

2007 年 1 月 現地ローカル・スタッフ（ゼネラル・マネージャー）雇用契約 

 2 月 工場建設スタート 

  行政当局への登録、許認可申請および届出スタート 

 3 月 現地ローカル・スタッフ（総務・人事、技術、秘書関連）採用 

 10 月 工場完成、設備・機械類の輸入および工場搬入開始 

 11 月 行政当局による最終検査（環境関連、操業許可等） 

 12 月 行政当局からの最終承認・許可取得 

2008 年 1 月 現地生産部門管理職・現業員・検査員との雇用契約（総勢 30 人程） 

  テスト生産、生産立上げ 

 2 月 商業生産スタート 

 3 月 顧実への納入開始 

出所）I 氏作成 
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表 7-2 A 社 インドにおける工場生産までの申請一覧 

 申請／許認可名称 認可機関 申請代行 あっせん／紹介／協力 

1） 工場建築許可申請 地区行政当局 設計事務所 日系建設会社 

2） 電力供給申請 州電力庁 電力関連コンサルタント 設計事務所／ 

日系建設会社 

3） 生活／工業用水供給申請 地区水道局 日系建設会社 工業団地開発公社 

4） 電話線敷設申請 地区電話局   〃    〃 

5） 環境省認可申請 地区環境庁 環境コンサルタント 設計事務所／ 

日系建設会社 

6） 工場操業許可申請 工場監督局 工場コンサルタント 工場監督局 

7） 自家発電機設置申請 州電力庁 発電機サプライヤー  

8） 税務登録 中央／州政府税務当局 会計事務所  

9） 厚生年金登録 州保険庁   〃  

10） 貿易業者登録 地区商工部局   〃  

11） 警察署登録 地区警察署 独自にて申請  

12） 消防署登録 地区消防署   〃  

出所）I 氏作成 

 

表 7-3 A 社 事業推進のための紹介依頼一覧 

 紹介依頼項目 銀行 ジェトロ その他 時  期 

1） 会計事務所の紹介 ○ ○  進出当初 

2） 法律事務所の紹介 ○ ○  進出当初および問題の発生都度 

3） 人材紹介／派遣会社の紹介 ○ ○  進出当初 

4） 経理システム設計会社の紹介   会計事務所 進出当初 

5） 不動産屋の紹介 ○ ○  進出当初 

注：○印は、紹介を依頼し、紹介を受けたことを表す。ジェトロの場合は、関連情報の提供を受けたことを

表す。 

銀行は日系銀行のインド支店、ジェトロはインド・ニューデリー事務所である。 

銀行、ジェトロの両方に○印が付いているが、A 社は両方に相談し、両方から紹介を受け、いくつかの

会社／事務所を検討した上で、依頼先を選定した。 

出所）I 氏作成 

 

（２）B 社の事例8 

次に、最近、インドとの取引をはじめた B 社の事例を取り上げよう。B 社は、新興国での

マーケティングに特化した会社であり、これまで、ロシアにおいて、日本の文化商品を販売

するウェブサイトの運営、日本茶の卸販売、建築材料および技術の営業などのビジネスを行

っていた。現在、ビジネスをロシアの他にインドに拡大している。 

                                                   
8 本節は、筆者が 2011 年 12 月 29 日、30 日、2012 年 1 月 11 日に、B 社 A 社長に対して行ったインタビ

ュー調査による。 
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A 社の調査では積極的に、日系公的機関、日系企業などにものを尋ねる大切さを強調して

いたが、B 社のインタビュー調査でも、ヒト、モノ、カネが無い中小企業にとっては、外部

機関を活用しながら現地でネットワークを構築することが重要なポイントとなるとのコメン

トがあった。 

 

「我が社のビジネスは、今でこそ順調に進みつつあるが、ビジネスが立ち上がるまでに

は多くの時間と費用、労力を費やし、数々の失敗もしてきた。カネなし・モノなし・ヒ

トなしのないないづくしの中小企業にとって、ゼロをイチに変えるところが最も苦労す

るところであり、重要なところです」 

 

「ネットワークを作ること。中小企業が海外でのビジネスを始めるにあたってこれがな

いと何も始まらない。そのためには、まず、自身が持っているコネクションをフル活用

し、現地で仕事をしている日本人を紹介してもらうのが一番良い。現地の日本人会や大

使館やジェトロなど政府機関に直接アプローチするのも有効な手です。一人紹介しても

らえれば、紹介してもらった人から次の人を紹介してもらう、という数珠繋ぎ方式で人

に会う。日本人から現地の人も紹介してもらう。会った後は、関係性を深め、関係を維

持する努力をきちんとしていかねばならない」 

 

さらに、B 社のインタビュー調査でも、A 社と同様に、情報収集をしっかりと行い、次に

決定権限を持った社長自ら現地に行き、ビジネスを展開していくことが重要であるとの指摘

があった。 

 

「最初は何といっても情報収集。とにかく、その国についての情報を調べること。そう

すれば、現地で人と会った時にその内容について検証もできます。海外で会う人たちか

らの情報は参考になります。しかし、その人それぞれにその国に対する考えを持ってい

ますがそれがすべてではないし、正しくないこともあります。ゆえに多くの情報を得る

ため、多くの情報源に当たることが大事です」 

 

「次の段階で現地に行きます。最初は社長自身で行くべきだと思います。私自身もそう

しました。やはり、自分自身の目で見、肌で感じることが大事だと思います。コネクシ

ョンを作るのは会社じゃなくて人です。ビジネスの成否がかかる信用は自分自身の手で

作る必要があります。会社ではなく、いかに自分自身を信用してもらえるか。これが後々

に事業を進める時にも影響します。また、実際何かを決断しないといけないことがあっ

たとき、社長自らが行った方が、決断が早いです」 

 

「我が社が扱っている商品の場合、買う人は現地の人たちです。売り込み方について、

やはり自分が扱っている商品の情報を発信すること。ただ『誰に、どう伝えるのか』を
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考えなければならない。とにかく商品を持っていって、誰かれ構わず『どう？』って勧

めても、買ってくれるかどうかはわからない。ターゲットを見極めること、そして、そ

のターゲットにアプローチしやすい方法を考える。いかに相手に伝わりやすい方法で発

信するかも大事。またそのターゲットのニーズもしっかりと把握しなければならない。

その時にも現地人とのネットワークは大事。彼らが一番現地ニーズを分かっている。日

本人だけでなく現地の人たちとのネットワークを作り、どんどんコミュニケートするこ

とです」 

 

中小企業は、大企業と比べヒト、モノ、カネといった資産の面では务るが、メリットとし

て、社長の判断で物事をすぐに決めることができ、必要があればすぐに現地に行くことがで

きるなど迅速に行動を取れるというメリットがある。意志決定、行動の点では大企業よりも

中小企業は優位にあるといえよう。 

 

５．結び 

本章では、まず、インド進出日系企業数の他、日本の対インド直接投資額、インドとの貿

易額の推移といった基本的な数値について確認した。数値から言えることは、日本企業のイ

ンド進出は進んでいるということである。 

次に、企業の海外展開の理論として OLI フレームワークを用いながら、中小企業の海外進

出を検討した。 

大企業に比べ、企業資産が限られる中小企業は、まず、自社の資産を冷静に把握し、当面

はインド市場での取引先を開拓し、輸出規模を拡大していく。不足している資産に対し、①

国内企業同士で提携・合併し企業資産を増大する、②現地企業と合弁企業を作る、③親会社

である大企業と連携する、④政府機関、コンサルティング会社、会計事務所等の外部機関を

積極的に活用する、といった方法を取り、資産を補完しながら進出を進めていくことがイン

ド進出の成功を高める現实的な方法だと考える。 

特に中小企業の海外進出に当たっては、外部機関の活用が不可欠である。本稿では、实際

に外部機関を活用しインドでの現地生産をスムーズに成功させた A 社と、最近インドとの取

引を開拓した B 社の事例を検討した。 

インドは魅力的な市場である。しかし、インフラの問題など、まだまだ進出に当たっては、

課題は大きい。さらに、中小企業は大企業に比べ、企業資産の面では务る。しかし、中小企

業のメリットは、大企業に比べ、意志決定や行動を迅速に取れることにある。 

海外進出に当たっては、日系中小企業は、自社の資産を冷静に検討し、不足している資産

については外部機関等を活用し大企業以上に入念に準備を行い、進出に当たっては迅速に行

動を起こす。細心にして大胆な経営を行うことが中小企業の海外進出成功の鍵となると考え

る。 

日系中小企業によるインドへの輸出、進出が今後、増加し、日本とインドの両国に幸をも

たらし、それぞれの発展を遂げていく。このことを願いながら筆を置く。 
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ジェトロ HP 掲載のインド関連情報 

「国・地域別情報」（インド） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ 

「投資コスト比較」 

インドを含む、世界の主要都市での賃金、地価・事務所賃料、通信費、公共料金、税金、輸

送、為替など海外進出に必要なコストを米ドル、現地通貨で表示、比較することができます。 

http://www.jetro.go.jp/world/search/cost/ 

貿易投資・相談 Q&A（インド） 

インドの制度・規格・手続きに関する Q&A 一覧です。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ 

日本企業専用工業団地のご案内 

ジェトロはラジャスタン州政府産業開発・投資公社との覚書に基づき、同州東端に立地する

「ニムラナ工業団地」情報を提供し、日本企業の進出を支援しています。2011 年 11 月には、

同州へのさらなる投資促進のため、州政府側がニムラナ工業団地近郊のギロットに新たな工

業団地を整備することに合意しました。また、北西部グジャラート州においても、日本企業

の進出支援に関する覚書を同州産業開発公社等と締結し、州政府側が同州アーメダバード地

区に造成・分譲予定の工業団地情報を提供します。 

●ニムラナ工業団地のご案内 

http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/in_newdelhi/neemrana/ 

 

【ご参考レポート】 

「インド投資ガイド 2010（2011 年 3 月）」 

インドに投資する際に必要となる一般概況、投資環境、外資政策、主だった法令、税に関す

る情報を網羅したガイドブック。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/reports/07000591 

「デリー・ムンバイスタイル（2011 年 3 月）」 

デリーとムンバイのいまを「衣」「食」「住」「余暇」の切り口で分かりやすく紹介。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/reports/07000571 

「インド四都市における日本ブランド FMCG 試験販売調査報告 インド日用品市

場概況（2011 年 2 月）」 

インドの日用品市場概況、小売市場に関する調査報告書レポート、および 2010 年 11 月 25

日から 12 月末まで实施したインド４都市における日本ブランド FMCG 製品の試験販売結果

のエグゼクティブサマリー。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/reports/07000586 
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インド関連各種窓口一覧 

（インドの電話および FAX 番号の最初の「91」はインドの国番号です） 

ジェトロ 

本部（東京） 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1 丁目 12-32 アーク森ビル 6 階 

 

貿易投資相談 

輸出入や海外に会社を設立する際の手続き、関連する現地規制についてのお問い合わせにお

答えするとともに、各貿易・投資アドバイザーによる個別相談を实施しています。 

http://www.jetro.go.jp/services/advice/webqa/ 

海外ブリーフィングサービス 

ジェトロ海外事務所にて、現地一般経済事情やビジネス環境について、駐在員や専門アドバ

イザーが情報提供を行います。 

http://www.jetro.go.jp/services/briefing/ 

海外ビジネス・サポートセンター 

フィリピン・タイ・インドへの投資、技術提携を検討する日本企業様に短期の貸しオフィス、

アドバイザーによるコンサルティングサービスを提供します。

http://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 

海外ビジネス・サポートセンターのお問合せ：進出企業支援課 

TEL：03-3582-5017  FAX：03-3585-7289 

サポート＆サービス  http://www.jetro.go.jp/support_services/ 

ニュース・イベント  http://www.jetro.go.jp/news_events/ 

 

インド 

ニューデリー事務所 

JETRO NEW DELHI 

4th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi 110019, INDIA 

TEL：91-11-4168-3006  FAX：91-11-4168-3003  

 

ムンバイ事務所  

JETRO MUMBAI 

Naman corporate Link, 2nd Floor, Plot no C-31 & C-32, G Block, Bandra, Kurla Complex, 

Bandra East, Mumbai 400051, INDIA 

TEL：91-22-2202-8342  FAX：91-22-2204-8507 

 

http://www.jetro.go.jp/services/bsc/
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チェンナイ事務所 

JETRO CHENNAI 

Seshachalam Centre 8F , 636/1 Anna Salai, Nandanam, Chennai 600035, INDIA 

TEL：91-44-3927-0100  FAX：91-44-3927-0190  

 

バンガロール事務所 

JETRO BANGALORE 

1st Floor, Uniworth Plaza, 20, Sankey Road, Bangalore 560020, INDIA 

TEL：91-80-4113-8168  FAX：91-80-4113-8169  

 

大使館・総領事館 

日本 

在日インド大使館 

〒102-007 東京都千代田区九段南 2-2-11  

TEL：03-3262-2391  FAX：03-3234-4866 

http://www.embassyofindiajapan.org 

 

在大阪インド総領事館 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1 丁目 9-26 船場 I.S.ビル 10 階  

TEL：06-6261-7299  FAX：06-6261-7201 

 

インド 

在インド日本国大使館 

India Embassy of Japan 

50-G, Chanakyapuri, New Delhi 110021, INDIA 

TEL：91-11-2687-6581～3 FAX：91-11-2688-5587 

http://www.in.emb-japan.go.jp/index-j.html 

 

在コルカタ日本国総領事館 

Calcutta Consulate-General of Japan 

55, M.N. Sen Lane, Tollygunge, Kolkata 700040, INDIA 

TEL：91-33-2421-1970  FAX：91-33-2421-1971 

http://www.kolkata.in.emb-japan.go.jp/j/   
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在チェンナイ日本国総領事館 

Chennai Consulate-General of Japan 

No.12/1, Cenetoph Road Ist Street, Teynampet, Chennai 600018, INDIA 

TEL：91-44-2432-3860～3 FAX：91-44-2432-3859 

http://www.chennai.in.emb-japan.go.jp/j/   

 

在ムンバイ日本国総領事館 

Mumbai Consulate-General of Japan 

No.1, M.L. Dahanukar Marg, Cumballa Hill, Mumbai 400026, INDIA 

TEL：91-22-2351-7101  FAX：91-22-2351-7120 

http://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/jp/   

 

在バンガロール出張駐在官事務所 

Bangalore Consulate of Japan 

1st Floor, prestige Nebula, No, 8-14, Cubbon Road, Bangalore 560001, INDIA 

TEL：91-80-4064-9999  FAX：91-80-4166-0114 

http://www.in.emb-japan.go.jp/Japanese/bangalore_j.html   

 

商工会他 

日本 

在日本印度商業会議所 

〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 1-2-1 オーセンティック東船場 702 

TEL：06-6261-1741  FAX：06-6264-1605 

 

インド海産物輸出振興局（インド政府商工省） 

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-15-2 WAVE 銀座 7 階 

TEL：03-3545-3247  FAX：03-3541-8616 

 

インド 

インド日本商工会 事務局 

Japan Chamber of Commerce and Industry in India 

Flat No.106, Nilgiri Apartments, 9, Barakhamba Road, New Delhi 110001, INDIA 

TEL & FAX：91-11-4358-6321 
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インド進出時に備えておきたい「保険」 

 

１．インドでの強制保険はどのようなものがあるか 

Motor Vehicles Act 1988 により、自動車保険の第三者賠償責任保険（対人無制限・対物 6,000

ルピー）に加入することが、自動車所有者に義務付けられています。 

また、00 年に発生し、2,500 人超の犠牲者を出したボパールのユニオンカーバイト社による

ガス漏れ事故の後、Public Liability Insurance Act 1991 （法律）が制定され、法定危険物

を取り扱う製造業者には、損害賠償責任保険に加入することが義務付けられています。 

なお、労災保険は強制保険ではありませんが、労災法（Workmen's Compensation Act 1923, 

amended by the Act 1995）により雇用者に補償義務が課されています。 

２．準備段階から現地で業務開始するまで、どの段階でどのような保険手配が必要

になるか 

【検討段階】 出張者を対象とする海外旅行傷害保険 

【現地社員を雇用された場合】 労災総合保険、傷害保険、医療保険、海外旅行傷害保険 

【日本から社員を派遣する場合】 海外旅行傷害保険 

【工場建設中・事務所新設する場合】 工事保険および賠償責任保険、貨物・運送保険 

施工業者の手配となる場合、限度額は妥当かどうか等、補償内容を十分確認されるこ

とをお勧めします。 

【機械搬入・設置する場合】 組立保険、貨物・運送保険 

【建物が引渡・機械設置された場合】 火災保険、機械保険、賠償責任保険、貨物・運送保

険、従業員の福利厚生に対する各種保険（労災・傷害・医療・海旅）、自動車保険 

また最近では、事故に起因する収益や費用の減尐を補償する保険が注目されています。 

３．保険を手配するにはどうすればいいか、どのような情報が必要となるか 

手配が必要となる保険種類や補償内容は、事業形態によっても異なります。また、必要な情報

は、業種・事業概要・物流経路など、インドにおける事業展開に関する各種情報で、国によって

も必要補償額は異なります。詳細は損害保険会社等にお問い合わせください。 

４．(日本の)本社で保険を手配することはできないか、インド特有な保険はあるか 

インドで保険を手配される場合には、インド国内の免許を持つ保険会社で手配をすることが

義務付けられています。また、進出国特有な保険は特にありません。 

５．海外旅行傷害保険について 

医療費用の補償はもちろんですが、派遣先で十分な治療を受けられない場合の緊急搬送費用

が高額となることがあります。緊急時搬送手段および費用確保のためにも、日本での医療ア

シスタンスサービスの充实した海外旅行傷害保険の手配をすることをお勧めします。 
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