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カラチ ムンバイ

米国との関係悪化が懸念されるパキスタンでも、カラチ

市内では米系ファストフード店が行列ができるほどの大

人気。ムンバイでは11月から2月は結婚式のハイシーズ

ン。家族関係を重視するインドでは今でも見合い結婚が

多いという。西南アジア2都市の今を紹介。

西南アジア編

■パキスタンの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　�1,254ドル（2010〜2011年）�
〔出所�Economic�Survey�2010-2011〕

＊人口
　1億7,710万人（2010〜2011年）〔出所�同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　13.8%（2010〜2011年）〔出所�Sate�Bank�of�Pakistan〕
＊�外資系（日系）企業事務系スタッフ�
月額給与水準（賞与・諸手当込み）

　227ドル（2011年）〔出所�在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕

■インドの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
　52,421ルピー（2009〜2010年）
　〔出所�Economic�Survey�of�Maharashtra�2010-11〕
＊人口
　12億1,019万人（2011年）〔出所�マハラシュトラ州政府〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
　11.3%（2011年）〔出所�Monthly�Review�of�the�Indian�Economy〕
＊�外資系（日系）企業事務系スタッフ�
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
　650ドル（2011年）〔出所�在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査〕
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Mumbai

ムンバイ最大の祭り「ガネーシャ祭り」

Karachi

バス屋根の乗客と
バイク複数人乗り

はカラチ幹線道路
の日常風景
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空港前のマクドナルド

　驚くなかれ、カラチ国際空港に到着して、最初に目
にする飲食店はマクドナルドである。一般に、米パ関
係は「よくない」とみられているので、私も初めてカ
ラチ空港に降り立った際、違和感を覚えた。
　当地では、パキスタン人から米国の悪口を聞くこと
は珍しくない。特に今年に入ってからは米パ関係は悪
化の一途、近年最悪の状況といわれる。9月のカル外
相とクリントン国務長官との会談は、3時間半と異例
の長さだった。クリントン長官は、カル外相にテロ対
策の徹底を迫ったという。
　このように米パ関係の悪化が伝えられる中、最近、
カラチ市内に米系ハンバーガーチェーンがオープンし、
連日行列ができるほどの人気だ。実際、カラチ市内に
は、ピザハット、ケンタッキーフライドチキン、ダン
キンドーナツなど米系のファストフード・チェーンが
存在する。これらの店がテロに狙われたとか、焼き討
ちにあったという話は聞かない。それどころか、そこ
そこ客が入っているようだ。高級オフィスビルにある
企業中間管理職専用レストランの昼食が 195 パキスタ

ンルピー（約 170 円）程度であるのに対し、マクドナ
ルドの「ビッグマック」は 250 パキスタンルピー（約
218 円）。かなりの高級ランチとなる。
　「米国嫌い」の感情と米国の象徴ともいえる「ファ
ストフード・チェーン」の共存をどう考えたらよいか。
一説には、「富裕層の米国好き」と「庶民の米国嫌い」
という話がある。パキスタンの貿易・投資統計上、パ
キスタンへの最大投資国は米国であり、パキスタンの
最大輸出先は米国だ。米国は嫌いだが、米国なしでは
やっていけない、というこの国の実体を知っている層
と、それ以外の層の違いなのか。「俺は米国の市民権
を持っているが、米国がこの国をめちゃくちゃにして
いる」というビジネスマンの声を聞くと、この国にとっ
て米国の位置付けほど難しいものはないと思ってしま
う。　　　　　　　　　（白石　薫／カラチ事務所長）

カラチ Karachi

米国嫌いでもファストフード好き

物価データ 　2011年9月16日　調査日の現地通貨レート：1パキスタンルピー（PRs）＝0.871円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
パキスタンルピー 円換算

主食（小麦） 10kg 283 246 
　　（米） 5kg 560 488 バスマティ米（長粒種） スーパー「アガスーパー」
卵 1パック（12個） 98 85 同上
牛肉 100g 39.5 34 ボーンレス 同上
しょうゆ 0.6リットル 345 300 『キッコーマン 特選』（シンガポール製） 同上
ハンバーガー 1個 250 218 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1リットル 40 35 『ネスレ ピュアライフ』 スーパー「パラダイスストア」
コーラ 350ミリリットル 40 35 『コカコーラ』 同上
トイレットペーパー （10）個 300 261 スーパー「アガスーパー」
ジーンズ メンズ 6,490 5,653 『リーバイス』 リーバイス直営店

電気料金 200kWh 426.53 372 （基本料金 PRs360＋GST16%）＋
従量料金PRs8.93 カラチ電力供給会社

ガソリン レギュラー1リットル 85.03 74 シェル
タクシー 昼間5km 100 87 注：外国人の利用は勧めない

携帯電話
基本料金／月 400 348 

プラン名「Indigo400」 携帯電話会社「Mobilink」
通話料金／分 1.76 2 

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：500㎡） 220,000 191,620 外国人用 ディフェンス・ハウス・オーソリティー内

自動車（新車） 1台 1,399,000 1,218,529 『カローラ　Xli 1.3L』 トヨタ
映画鑑賞 ロードショー1本 500 436 『Johnny English』3D上映 映画館「Universal Cineplex」
ゴルフ･ラウンドフィー 1ラウンド 2,000 1,742 （キャディ代を除く） 「カラチゴルフクラブ」

ベビーシッター 1カ月 8,700 7,578 月額PRs7,500（1日8時間）＋交通費
PRs1,200（1日 PRs 50×24日）
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　気候がよい 11 月から 2月は、ムンバイにおける結
婚式のハイシーズンです。インドの有力紙ヒンダスタ
ン・タイムズが昨年 11 ～ 12 月に実施した、都市部の
若者 1万人を対象とした意識調査の結果から、インド
の若者の結婚観を抜粋して紹介しましょう。
　まずは、「愛する人と結婚
しますか」という問いに対し
ては、男女合わせて 58.8%が
「はい」。驚くことに「いいえ」
が 19.2%、「どちらとも言え
ない」が 22%も。見合い結婚
が一般的なインドでは、愛す
る人＝結婚相手ではないケー
スも多いようです。
　次に、「結婚相手を選ぶ際の重要なポイントは」と
いう質問に対する答え。男女とも、家族関係・家庭環
境（男性 26.8%、女性 31.3%）がトップ。恋愛結婚の
場合でも、家族関係は重要なポイントと言えます。
　筆者の知り合いの男性は、30歳直前で結婚が決まり

ました。実は今風に恋愛結婚なのですが、祝福されて
結婚するため、彼は自分の両親に交際相手とのお見合
いをセットしてくれるように働き掛けたそうです。当
初は反対した両親も結局は折れて、彼は彼女と晴れて
「見合い結婚」できることになりました。おめでとう！
　さて、気になるのは結婚式・披露宴にかかる費
用。調べてみたところ、中間層でも披露宴には 400 ～

600 人程度は招待するそうで
す。その費用はトータルで
100 万～ 150 万ルピー（200
万～ 300 万円）程度で、年
収の 2 ～ 3 倍。上位中間層
では、550 万～ 800 万ルピー
（1100 万～ 1600 万円）程度
で、年収の 3～ 4倍にも上り
ます。さらに大富豪は億単位

とも。結婚式に掛ける費用は一貫してインフレ気味で
したが、新しい家庭を借金でスタートさせるべきでは
ないと、最近は簡素な結婚式を呼び掛ける動きも出て
いるようです。

（前川　直行／ムンバイ事務所長）

ムンバイ Mumbai

恋人とお見合い!?

物価データ 　2011年9月7日　調査日の現地通貨レート：1ルピー（Rs）＝1.68円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
ルピー 円換算

主食（小麦） １ｋｇ 28 47 
　　（米） １ｋｇ 50 84 主食は小麦・米・豆 スーパー「Dマート」（ミーラロード店）
　　（豆類） １ｋｇ 78 131
卵 １パック（12個） 45 76 同上

牛肉 1Kg 200 336 ハイパーマーケット
「フリジーフレシュー コルドストレージ」 （コラバ店）

しょうゆ １リットル 270 454 スーパー「パラディウム」 （ローアー・パレル店）
ハンバーガー １個 78 131 『チキンマハラジャ』 マクドナルド
ミネラルウオーター １リットル 15 25 『アクワフィーナ』 スーパー「Dマート」（ミーラロード店）
ビール ３５０ミリリットル 58 97 『キングフィッシャー』 リカーショップ「PKワインズ」
トイレットペーパー （1ロール） 48 81 スーパー「Dマート」（ミーラロード店）
ジーンズ メンズ 2,500 4,200 『リーバイス』 ショッピングセンター「グロバス」（フォート店）
電気料金 200kWh 1,162 1,952 電力会社「リライアンスパワー」
ガソリン レギュラー1リットル 67.37 113 www.mumbaipetrolprices.com
タクシー 昼間５ｋｍ 56 94 タクシー料金表（地域交通局）

携帯電話
基本料金／月 249 418 Rs125〜299（プランによる）

携帯電話会社「loopmobile」
通話料金／分 0.6 1 Rs0.01/秒

アパート賃貸料 家具付き１カ月
（居住面積：92.6㎡） 150,000 252,000 外国人用 不動産会社「Mukesh Enterprises」

自動車（新車） １台 3,137,607 5,271,180 『CRV』 ホンダ
映画鑑賞 ロードショー１本 320 538 『The Devil’s Double』 映画館「アイ・ノクス」（ナリマンポイント店）
ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 3,300 5,544 週末18ホール　 ボンベイプレジデンシーゴルフクラブ
ベビーシッター １年 35,000 58,800 ベビーシッター派遣会社「べビーランド」

インドの結婚式（司祭から話を聞く新郎新婦）

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
西南アジア編

http://www.mumbaipetrolprices.com/
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