
GDP年間成長率7.5％を維持す

るインドは、現在世界第6位の

経済大国。世界経済フォーラ

ム(WE F)の報告によると、

2030年までに国内の個人消費

活動が6兆ドル規模の商機を生

み出すと期待されている。 

もし、この予想が実現すれ

ば、インドの消費市場はアメ

リカ、中国に次ぐ世界第3位の

市場になると見られている。 

世界第3位に浮上しつつ

あるインドの消費者市

場  

インド初の 

太陽光無人運転バス 

インド科学会議に登場  

 

パンジャブ州の大学生達が権

威あるインド科学会議におい

てインド初の太陽光無人運転

バスを発表した。 

このバスは大学教授達の指導

の下で研究を重ねた300名以

上の工学部生達の努力の結晶

である。 

価格も60万ルピーと経済的な

上、維持費も低く抑えられて

いる。 

 

大使からのメッセージ 

インド大使館の新しいニュー

スレター「インディアン・コ

ネクション」日本語版第一号

を出版することができ、嬉し

く思います。このニュースレ

ターを通じ、私たちは、日本

の友人とインドに好意を持っ

ていらっしゃる日本の方々

に、インド大使館の活動、イ

ンド、印日関係に関するエキ

サイティングなニュースをお

届けしたいと思っています。 

「インディアン・コネクショ

ン」は二週間に一回刊行され

る予定です。インド大使館の

ウェブサイトでもご覧になれ

ます。 

駐日インド大使 

サンジェイ・クマール・ヴァ

ルマ閣下 

 

在東京 インド大使館 The Indian 

Connection 
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インド経済 

急速成長を継続中  

 

インドは2018年中の世界経

済の浮き沈みや原油価格の

高騰、世界的な貿易戦争に

も耐え、世界最速の成長経

済という名を維持してい

る。インド計画委員会副委

員長は、今年度においても

インドは7.8％の成長を遂げ

るであろう、と述べ、ま

た、すでに活発化している

投資活動も、今後より力強

さを増し、より多くの民間

投資が行われるであろう、

と述べている。 

躍進するインド 

- マハトマ・ガンジー 

デジタルスキルとデジタル人材 

インドは「デジタルスキル」の中心地として注目を集め

始めています。労働者の訓練に年間16億ドルを費やして

おり、様々なITやBPMの分野で最大100％の#FDI(外国直

接投資）を自動承認ルートで許可しています  

インド国内の空港では環境への

配慮から、ストローやプラス

チック皿などの使い捨てプラス

チック製品の使用が禁じられて

いる。インドの国内空港から使

い捨てプラスチック製品を一掃

する最初の取り組みである。 



大臣は、特にアクト・

イースト・フォーラムを

通じた二国間協力を実現

化していく、という共通

認識で一致した。 

山下日本国法務大臣とイ

ンドのプラサド法務大臣

は、法務・規制分野にお

ける二国関係構築の機運

を維持する方法について

協議を行った。 

2019年1月に訪印した河野

日本国外務大臣はモディ

首相に表敬訪問し、印日

特別戦略的グローバル・

パートナシップの深化に

向けた強い意志を改めて

表明した。 

河野外務大臣の訪印中、

第10回印日外務大臣戦略

対話がニューデリーで開

催された。対話の中で両

河野外務大臣 

印日外務大臣戦略対話のためニューデリーを訪問  
山下法務大臣 

プラサド法務大臣と会談  

2018年10月のモディ首相

来日時に、両国首脳は印

日宇宙対話を立ち上げ

た。印日宇宙対話は両国

の包括的宇宙協力を強化

することになるだろう。

インド宇宙研究機関

(ISRO)と日本の国立研究

開発法人宇宙航空研究開

発機構(JAXA)、及びイン

ド外務省、日本外務省、

内閣府が出席する初会合

は2019年3月に開催予定で

ある。 

対話では宇宙探索や宇宙

ゴミ追跡といった宇宙関

連の課題に対する協力や

連携について協議を予定

している。 

また、ISROとJAXAによ

る共同月極探査ミッショ

ンに向けた技術協力も開

始されることになってい

る。 

ガンジー平和賞は、非暴

力的またはガンジー哲学

に基づいた手段をもって

社会的、経済的、政治的

変革に貢献した個人や団

体に贈られる賞である。 

インド首相と野党党首を

含む5名の審査員で構成さ

れる審査委員会が受賞者

を決定する。 

インド政府は、世界保健

機関(WHO)ハンセン病制

圧大使を務める笹川洋平

氏に2018年ガンジー平和

賞を授与すると発表し

た。 

氏のハンセン病撲滅活動

を評価し、授与を決定し

たものである。 
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 ガンジー平和賞2018が笹川洋平氏に贈られる  

インドと日本 宇宙対話を新たに開始 

『私達はインドが独

立から75年目を祝う

2022年までに宇宙空

間でインド国旗を掲

揚する、という決意

を掲げたが、2022

年、またはそれより

も前に我が国の若者

がこの目標を達成す

るであろうと確信し

ている』 

- 2018年8月15日に

『ガガンヤーン計画』

を発表したナレンド

ラ・モディ首相の言葉 

インドと日本の 

物語 

 1969年設立。これまでに1

ロケット打ち上げ計画を

100回以上成功させ、知名

度を上げている。2013年

には初めての打ち上げで

火星の軌道に探査機を送

り込むことに成功。2008

年に行われた月面探査計

画チャンドラヤーンで

は、月面に水があった痕

跡を発見した。 

ISRO‐  

インドの主要宇宙機関  

『笹川洋平氏のような人物の

存在は、何百万もの人々に意

欲を与える。彼は実に多数の

慈善活動の最前線に立ってい

る。 

彼の温かい人柄は、ハンセン

病撲滅活動への取り組み方に

も表れている。』 

- ナレンドラ・モディ首相 
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授による基調講演が行われ

た。 

祝賀式典では、マハトマ・

ガンジー翁生誕150周年を

記念して、『ヴァイシュナ

ヴ・ジャナ・トー・テネ・

カヒイェ・ジ』を制作した

日本人アーティストにイン

ド外務省のスシュマ・スワ

ラジ大臣から記念品が贈ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

在日インド大使館は、ヴィ

シュワ・ヒンディー・ディ

ワス(世界ヒンディー語の

日)及びプラヴァシ―・

バーラティヤ・ディワス

(在外インド邦人の貢献を

評価する日)祝賀式典を開

催した。 

ヴァルマ大使による開会の

挨拶の後、2018年世界ヒン

ディー・サマン賞を受賞し

た藤井毅教授と町田和彦教
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インド大使館主催： ヴィシュワ・ヒンディー・ディワス及び 

プラヴァシ―・バーラティヤ・ディワス祝賀式典  

『インドのヘルスケア市場

は医療機器取引で見ると世

界第4位の市場であり、そ

の市場規模は2025年までに

500億ドルに拡大すると期

待されている。ヘルスケア

市場全体の市場規模は約

1100億ドルである。』 

-サンジャイ・クマール・

ヴァルマ大使 

The Indian Connection 

在日インド大使館 

ヴァルマ大使は大使館

交流プログラムに参加

した熊本県の高校生ら

と交流した。  

新任駐日インド大使のサ

ンジャイ・クマール・

ヴァルマ閣下は1月上旬に

来日した。同月17日に皇

居宮殿で厳かに行われた

信任状捧呈式で、日本の

明仁天皇陛下に信任状を

捧呈した。 

天皇陛下は駐日インド全

権特命大使に任命された

ヴェルマ大使を祝福し

た。 

新駐日インド大使 

信任状捧呈式に臨む  

インドヘルスケア産業における商機セミナー  

名以上が参加した。このセミ

ナーは、日本政府関連機関や

JETROから協力を得て開催さ

れた。 

インドと日本は2018年10月に

ヘルスケア関連機関の交流促

進やヘルス技術の革新、メイ

ク・イン・インディア政策下

での高性能医療機器製造連

携、ビジネス協業や官民

フォーラムの設立を促進する

協力覚書を取り交わしてい

る。 

インドのヘルスケア産業にお

ける商機を紹介するセミナー

が1月18日に在日インド大使

館で開催され、サンジャイ・

K・ヴァルマ駐日インド大使

閣下が開会の辞を述べた。 

このセミナーは、インドのヘ

ルスケア産業の最新情報と日

本企業に対する商機を紹介

し、同部門に参入しているイ

ンド企業・日本企業の経験を

共有するため開催された。セ

ミナーには55社以上から100
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着任した最初の1か月でヴァルマ大使は外務省の秋葉剛男事務次官や岩間公典儀典統括官、

各国駐日大使を表敬訪問した。  

Volume 1, Issue 1 

在日インド大使館 

インド沿岸警備隊のラジェ

ンドラ・シン長官率いる代

表団がサンジャイ・クマー

ル・ヴァルマ大使を表敬訪

問した。 

代表団は1月22日に行われ

た印日海上保安機関長会合

出 席 の た め 来

日。 

インド沿岸警備

隊と日本の海上

保安庁は定期的

に連携訓練を実

施している。 

ヴァルマ大使 インド沿岸警備隊代表団と交流  

面に到達す

る よ う 願

う、と述べ

られた。 

  

新駐日インド大使サン

ジャイ・クマール・ヴァ

ルマ閣下を歓迎する昼食

会が、元日本国首相で日

印協会会長の森喜朗閣下

によって1月18日に催され

た。 

森元首相はヴェルマ大使

の任期中の活躍を祈念

し、印日関係が新たな局

ヴァルマ大使 日印協会と森喜朗元首相主催の歓迎昼食会に出席  



インド政府は新しい産業政策

を発表した。これについてス

レッシュ・プラブー商工大臣

は、インドをグローバル・サ

プライ・チェーンと結び世界

とインドの双方に利益をもた

らす政策であると述べた。 

プラブー大臣は、インドは国

内経済の規模を2035年までに

10兆ドルに拡大しようと取り

組んでいるが、単独で成長で

きる国はないとの認識から、

巨大な成長機会を世界の国々

と共有するためにはこのよう

な政策が重要であると述べ

た。 

1月18日、モディ首相はア

ユーシュマン・バラート政策

の下、100日間で70万人もの

患者が治療を受けたと述べ

た。 

さらにこの4年間で、国内の

医学学士コース(MBBS)で

18,000人以上、大学院コース

で13,000人以上と医療系教育

機関の定員総数が大幅増加し

たことも、国内医療機関や医

学教育機関を後押ししてい

る。 

アユーシュマン・バラート政

策は2018年9月に運用が始

まった世界最大の公的健康保

険制度。 

 

Train18を開発したインド鉄道

は、2000億ドルの規模を持つ

世界の客車・貨車市場への参

入を計画している。 

特に最高時速150～200㎞程度

の準高速鉄道部門に大きな商

機を見出している。インド政

府は、高速鉄道導入に向けた

予算の確保が難しい国に対

し、実現可能な選択肢として

準高速鉄道を促進していきた

い考え。インドが開発した

Train18は最高時速180キロで

走行可能な車両で、製造コス

トも他国製造の車両に比べて

25％抑えられる。 

「クリエイティブ経済見通

し」第二版によれば、インド

のクリエイティブ製品輸出

は、2005年の 74億ドルから

2014年の202億ドルへほぼ三

倍増となった。クリエイティ

ブ製品の中で最大の割合を占

めるのはデザイン製品で、中

でもジュエリーが主力アイテ

ムである。世界水準の経験を

持ったゲーム開発者が低コス

トで調達可能であることか

ら、インドは、さまざまな

ゲームの開発、ポーティン

グ、ダビングなどの世界的拠

点となっている。 

  

スズキ自動車のグジャラート

州における初の組立工場は、

2017年9月に操業を開始し

た。鈴木俊宏社長は「ヴァイ

ブラント・グジャラート・サ

ミット」において、予定され

ている三つの工場がすべて稼

動すれば、スズキ自動車のグ

ジャラート州工場の年間生産

台数は75万台に増加すると述

べた。  

スズキは電気自動車を2020年

にインドに導入することを決

定している。また、鈴木社長

は、同社がトヨタ自動車の技

術支援を得て、最先端のハイ

ブリッド車を導入すると述べ

た。 

 

 

ラダックに、単一場所として

は世界最大の太陽光発電施設

が建設される。もう一つの大

型太陽光発電計画とあわせ、

年間1万2750トンの温暖化排

出が削減され、氷河後退への

貢献が期待される。  
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グローバル・サプライ・チェーンを見据えた新産業政策 

インドは2018年にドイ

ツを抜き、世界第4位

の自動車市場に浮上し

た。2020年にも日本を

抜いて世界第3位の市

場になると見られてい

る。 

アユーシュマン・バ

ラート政策– 100日間

で患者70万人が受診  

インド  

Train18で世界の車両

市場への参入を検討  

クリエイティブ製品

輸出国として台頭す

るインド  

スズキ・グジャラート

工場、2020年までに

75万台を製造予定   

The Indian Connection 

ラダックに世界最大

級太陽光発電施設が

建設予定  

新車販売台数は前年度比

14％で増加し、2018年には

322,074台に到達。 

インド国内ニュース 

Volume 1, Issue 1 
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急速に成長するヘルスケア

産業は、分野やサービスの

拡大、官民による支出の増

額により現在インドで最大

の産業のひとつとなってい

る。ヘルスケア産業市場は

2020年までには2800億ドル

に達すると見込まれてい

る。 

 医療に関する充分な訓練を

受けた人材が豊富であるこ

とがインドの強みとなって

いる。ヘルスケア産業は、

2030年までにインドで4000

万人分の雇用を生み出すと

期待されている。政府の保

健推進計画「アユーシュマ

ン・バラート」により10万

人の雇用が創出されると予

測されている。  

インドは、研究開発とメ

ディカル・ツーリズムの分

野でも巨大な機会を提供し

ている。インドはアジアの

近隣諸国や欧米諸国よりも

勝れた価格競争力を持って

いる。インドにおける手術

費は欧米諸国の約10分の1で

ある。 

 病院業は年間17パーセント

のペースで成長し、2022年

までに1334億4000万ドルに

達すると予測されている。

現在、先端的診断施設への

大規模な設備投資が行われ

ている。インドは、高度な

診断サービスの提供先とし

て台頭している。  

インド政府は、インドをヘ

ルスケア産業の世界的拠点

として開発することを目指

している。国内で予防接種

率を高めるため、インド政

府は「予防接種強化計画

（IMI）」を立ち上げた。政

府はまた、国家保健推進計

画の財政支援を通じ、医療

インフラの拡充を奨励して

いる。 政府が立ち上げた以

下の計画も、インドのヘル

スケア産業に急速な変化を

もたらしている。  

1. 世界最大規模の政府援助

による保健推進計画「ア

ユーシュマン・バラート」

は2018年9月に立上げられ

た。  

2. 「国会医療委員会法 ２

０１７」は、医療教育改革

の推進を目指している。 

 3.一世帯あたり

年間50万ルピー

(7,124ドル)まで

の医療費を1億世

帯以上に提供す

る国民健康保険

推進計画

「PMJAY」は、

2018年9月に立ち上げられ

た。  

れている。 

観光省は、メディカル・ツー

リズムを推進するための様々

な施策を実行している。 

1．国家メディカル・ウェル

ネス・ツーリズム評議

会が設立された。 

2．ヘルスケアに関するポー

タル

www.indiahealthcaretouris

m.com が立ち上げられ

た。インドの最高レベ

ルの医療施設で治療を

受けたいメディカル・

ツーリズム観光客のた

めに包括的な情報を提

供する多言語プラット

 2016年、2017年に医療ビザ

でインドに入国した外国人観

光客数は、15.9パーセント増

加した。 

メディカルツーリズムはイン

ドにとって大きな可能性を

持っている。インドの伝統的

なアーユルヴェーダ、ヨガ、

パンチャカルマ、若返り療法

などは世界でも最も長い歴史

を持つ医療体系・健康療法体

系である。インドでは、医療

サービスやヘルスケアが手ご

ろな価格で提供されている。

またインドは最先端の医療施

設、評判の高いヘルスケアの

専門家、高品質の介護施設、

伝統的な健康療法などにも優

フォーム。 

3．ｅツーリスト・ビザの適

用範囲が拡大し、医療

目的の渡航も含まれる

ようになった。メディ

カル・ツーリズム観光

客の渡航を容易にする

ため、治療を受ける本

人対象のメディカル・

ビザと付添人用のアテ

ンダント・ビザが導入

された。eメディカル・

ビザで認められる滞在

期間は、通常の観光ビ

ザよりも長い六ヶ月

間。 

メディカルツーリズムを目的とした外国人観光客数が16パーセント増：2017年  

インドのヘルスケア産業  

「2017年、メディカ

ル・ツーリズムを目的

とする外国人観光客

は、ほぼ16パーセント

増加した」 

 

アルフォンズ観光大臣 

アーユルヴェーダとヨガに関する印日協力：昨年のモディ首相の日本訪問の際、AYUSH 

省と神奈川県はヘルスケアとウェルネスに関する二国間協力推進のための覚書を締結し

た。アーユルヴェーダやヨガを含むインドの伝統的な医療体系に関する初の協力覚書とな

る。 
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港湾インフラ開発及び整備 

インドの貿易量の大部分は海上貿易

が占めており、新しく6箇所の港を整

備しました。これにより取扱量は

400MTPA増加する見込みです。 

インドの医薬品業界への海外直接投資動向 

インドの医薬品業界への海外直接投資(FDI)は、

2014年から2017年で31億1100万ドルに達しました。 

Kyocera CTC Precision Tools 

（KCPT）は、日本の京セラとイ

ンドのCTCの合弁会社です。今

後3年間で生産量を3倍する計

画です。自動車、エンジニア

リング、防衛産業向けの高精

度金属切削工具を製造してい

ます。 
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国際協力銀行は、2018

年度の「わが国製造業

企業の海外事業展開に

関する調査報告」を発

表した（対象：1012社 

有効回答者数： 605社 

有効回答率59.8%）。こ

の海外直接投資に関す

るアンケート調査にお

いて、インドは中期的

（3年）な有望事業展開

先国・地域の項目で第

二位、長期的（10年）

な有望事業展開先国・

地域の項目で一位と

なった。 

 

「中期的有望国」 イン

ド市場の成長性への期

待 

同報告書は、中期的

有望国について、「中

国とインドが得票率で

他国との差を拡げ、二

極化が進む結果となっ

た」「両国とも”市場

の成長性”や”。市場

規模"の側面で全業種か

らの期待が高い」と総

括している。また、イ

ンドは前回のランキン

グでは後退したもの

の、高額紙幣の廃止な

どの制度面の混乱が落

ち着いたことが功を奏

し、得票率が再び伸び

て46.2パーセントと

なったと報告してい

る。 インドで事業を

展開していると答えた

企業209社のうち、70.9

パーセントが、「中期

的に事業を強化、拡大

する」と回答した。 

 インドを中期的有望

国とした197社のうち、

82.2%にあたる162社が

その理由として、「現

地マーケットの今後の

成長性」を挙げた。有

望理由の第二位となっ

ているのが、「現地

マーケットの現状規

模」である。三位以下

は、「安価な労働力」

「組み立てメーカーの

供給拠点として」「優

秀な人材」と続く。 

 課題に関する質問で

は、前々回の調査にい

たるまでインドの課題

の一位であった「イン

フラが未整備」は前回

は二位、今回は三位と

なった（174社のうち64

社が回答）。今回のイ

ンドに関する課題の一

位は「他社との激しい

競争」だった（174社の

うち76社が回答）。こ

の結果は、インドにお

けるインフラ環境が急

速に改善されているこ

とを示している。 

 インドに関する課題

の四位、五位には税制

関連の問題が挙げられ

た。インド大使館は、

JETROとInvest India と

の共催で、日本企業の

インドの法律、税制に

対する理解を深め、投

資に関する迅速な決断

を可能にするためのセ

ミナーを定期的に開催

している。 

 

環境規制の強化：事業

にプラスの影響 

環境ビジネスにおける

機会 

J OI機関誌「海外投融

資」に掲載された国際

協力銀行の同報告書の

分析によると、「環境

規制が強化されている

国」の項目で一位と

なったのが中国（73・

5 % ）、ついで E U 1 5

（ 5 4 . 1 % ） 、 米 国

（36.3%）と続き、イン

ド（3 4 . 9 %）は 4位に

入った。「環境規制が

事業に与える影響」の

項目では、インドに回

答した 8 3社のうち、

34.9％が「プラスの影

響が見込まれる」と回

答している。同分析で

は、気候変動に関連し

て成長すると予測され

る分野として、日本、

中国、ASE AN10、米

国、EU15、インド・中

近東・アフリカと全地

域で再生可能エネル

ギー、E V、省エネル

ギーなどが挙げられて

おり、気候変動関連以

外では、ASEAN諸国と

インドで、下水・排水

処理、廃棄物処理など

インフラ整備の取り組

みが増える傾向が将来

も続く見込みとされて

いる。 
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国際協力銀行『海外事業展開に関する調査報告』に   インドが機会豊富な「約束の地」であることが示されている 

食品加工業界 

食品加工業界は、政府の積極

的な政策や魅力的な金銭的イ

ンセンティブにより、14.6%と

いう高いCAGR(年平均成長

率）が実現しつつあります。

食品加工市場の市場規模は

2020年までに5,430億ドルに達

すると予測されています。 

Volume 1, Issue 1 

インド大使館は、2019年1月18

日に「ヘルスケア・セミ

ナー」を主催し、ヘルスケア

産業のエコ・システムが日本

企業に提供している機会につ

いて紹介した。2019年2月28日

にインド大使館で開催される

次回のセミナーでは、インド

の法制度における前向きな展

開と、農業・食品加工業にお

ける機会がテーマとなる。詳

細は、近日中に大使館のウェ

ブサイトにて発表される。 

The Indian Connection  インドとビジネス界 
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エレクトロニクス分野 

インドのエレクトロニクス分

野への外国直接投資（FDI）

は過去4年間で465％増加しま

した。 

インドの電子商取引市場 

インドの電子商取引業界は2020年までに1000億ドルを

突破し、オンラインで購入する人の数は2025年までに

現在の9000万人から3億5000万人に増加すると予測さ

れています。 

インド 

南アジア最大のFDI受入国 

2014-2018年はインドにおける 

外国直接投資(FDI) の黄金期

であると考えられています。

近年、外国からの投資と事業

をシンプルにするために、構

造的な変更を実施しました。 

Volume 1, Issue 1 The Indian Connection  インドとビジネス界 



第9回ヴァイブラント・グ

ジャラート・サミットが1月

18日から20日にかけて開催

された。サミットでは28000

件以上の商談が取りまとめ

られたとみられ、その内イ

ンドの中小零細企業(MSME)

関連の案件は21000件ほどに

上った。これらの取引はイ

ンド国内で210万以上の雇用

を創出すると期待されてい

る。 

また、農業食料部門では408

件の基本同意書が取り交わ

され、電力・ガス部門では

548件、都市開発部門では

1,516件、鉱物系製品部門で

は977件、工学部門や自動車

部門、その他部門では197件

が取り交わされた。サミッ

トにはインド国内・海外合

わせて42,000人が訪れた。

カナダやフランス、日本、

ポーランド、韓国、オラン

ダ、アラブ首長国連邦、南

アフリカ、スウェーデン、

ウズベキスタン等を含む15

か国がそれぞれパビリオン

を設置し、インド向け輸出

品を促進した。 

日本政府経済産業省の磯崎

仁彦副大臣もヴァイブラン

ト・グジャラート 2019 と

ジャパン・セミナーに参加

した。副大臣は日本とグ

ジャラート州の協力やアジ

アやアフリカにおける印日

経済協力、そして印日デジ

タル・パートナーシップに

ついて講演を行った。磯崎

副大臣の講演は聴衆から高

い関心を集めた。 

磯崎副大臣は日本政府のパ

ビリオンで40社以上の日系

企業の代表者、約130名と共

にモディ首相を出迎えた。 
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次世代技術の構築を促すプ

ラットフォームを提供する。

特に優秀な技術を持つスター

トアップ企業には、マルチ・

スズキが行う概念実証(Pilot)

に参加する機会も与えられ

る。 

このイニシアチブを始めるに

あたり、マルチ・スズキ社は

印日シードアクセラレーター

でプロプライエタリ・アクセ

ラレーター・プログラムや新

事業共創プログラムも行う

GHV Accelerator社とパートナ

シップを構築した。 

マルチ・スズキ・インディア

は自動車モビリティ産業で革

新を促進するイニシアチブを

開始した。同社は、M A I L

(Mobility & Automobile Innova-

tion Lab)を立ち上げ、スター

トアップ企業が開発した革新

的かつ先進的なソリューショ

ンの特定に乗り出す。このイ

ニシアチブは、成長を始めた

インドの優秀な起業家にとっ

て自身の能力を全国に紹介す

るプラットフォームになる。 

MAILは、スタートアップ企業

に対し彼らが開発した技術を

発表する機会や、「つながる

車」や共有モビリティ、自動

運転車、電気自動車や関連イ

ンフラといった分野における

ヤマハモーターインディア株式

会社(IYM)は今後3年の間に、

インフラ開発、技術開発、新モ

デル開発そしてマーケティング

に10億ルピーを投資する計画で

ある。投資額の大半は厳格な

BS-VI排出基準に対応できる新

技術の開発に充当される予定

だ。また、スラジプールやチェ

ンナイ工場での研究開発体制強

化に取り組んでいる。 

マルチ・スズキ MAIL(Mob i l i t y &  Automobi le  Innovat ion Lab)を 

立ち上げる  

ヴァイブラント・グジャラート：28,000件以上の商談が成立 

Volume 1, Issue 1 

これまで、グジャラート州に多額の投資を行ってきたリライアンス社は、今後10年で同州に対する投資額と雇用者

数を倍増すると発表。アダニ・グループは世界最大規模のソーラー・ハイブリッド・パークの建設計画を含む5500

億ルピーの投資計画を発表。 

『インドは事業運営コストの抑制に成功し

た。GSTの導入や税制の簡略化といった取

り組みは取引コストを減額し、手続きを効

率化した。また、デジタル化や専門イン

ターフェイスの活用を通じ、ビジネスプロ

セスの迅速化にも成功した』 

ヴァイブラント・グジャラートでの 

ナレンドラ・モディ首相の言葉 

ヤマハ・モーター・イン

ディア社 

10億ドルルピー規模の 

対印追加投資を計画 

PWCが世界のCEOを対象に行った調査によると、インドは

世界で4番目に魅力的な投資先に選出された (2019年1月21日) 

磯崎経済産業副大臣 

ヴァイブラント・グジャ

ラートに参加 

The Indian Connection  インドとビジネス界 
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 ケララ州（Kerala） は、穏

やかな海岸、backwaterと呼

ばれるエメラルド色の静かな

川、緑豊かな避暑地、エキゾ

チックな野生動物などに恵ま

れた、インド（India)で最も

人気のある観光地である. 

 この熱帯の楽園では、波の

少ない川でのボート漕ぎや、

ハウスボートでのクルーズや

宿泊、西ガーツ山脈でのト

レッキング、避暑地での滞

在、手付かずの自然、アーユ

ルヴェーダなどでの若返り療

法、有名なスネークボート・

レース等、数え切れないほど

の娯楽が楽しめる。クマラコ

ム、アレピー、アラプザでは

ケララの美しいバックウォー

ターを体験できる。  

コチ（コーチン）

の、伝統的な漁に用

いられるチャイニー

ズ・フィッシング・

ネット（四手網）が

海に並ぶ景色は趣が

ある。ケララ産スパイスは世

界中の市場に輸出されてい

る。カレー用のスパイスを買

いたい人にはケララはお勧め

の場所である。コチではま

た、南アジア最大の美術展

「ムジリス・ビエンナーレ

(Muziris Biennale )も開催され

ている。 

避暑地ムンナールも、ケララ

で最も人気のある観光地の一

つである。ムンナールの茶園

への訪問は美しい思い出にな

るだろう。森や草地にはエキ

ゾチックな植物が豊富であ

る。12年しか咲かないニーラ

クリンジは、開花すると、山

の斜面を青色に染める。 州

都にほど近いコヤラムも、観

光地のひとつ。ティルヴァナ

ンタプラムは世界的にも有名

なビーチリゾート。 

伝統的なアーユルヴェーダ

(Ayurveda )の本拠地である

ケララでは、アーユルヴェー

ダはライフスタイルと考えら

れており、観光客のために

様々な若返り療法などが提供

されている。民族舞踊カタカ

リ(Kathakali) 、モヒニヤッ

タム(Mohiniyattam) 

などの舞台芸術やカラ

リパヤットゥ

（Kalaripayattu）な

どの武術も、年間を通

じて観光の目玉となっ

ている。 

ケララ州にある国際空港：コーチン、ティルヴァナンタプラム、カリカット   

「神様の国」－南インド・ケララ州  

クマラコムノバックウォーター(上) 

コチのチャイニーズ・フィッシング・ネット 

日本国民は到着時発行ビザ (Visa  on Ar r iva l )  を利用できます。詳しくは、インド大使館

ウェブサイトをご覧ください（Em bassy  o f  India）  
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クンブ・メーラ2019（Kumbh 

Mela 2019）が、2019年1月

15日、プラヤグラジにて始

まった。3月4日まで続くこ

の祭りには、約1億2000万人

もの巡礼者たちが訪れると

予測されている。信仰を主

題とした大衆の集会として

は、世界最大級の祭りであ

る。  

クンブ・メーラとは何

か？ 

クンブ・メーラとは「聖

なる水差しの祭り」とい

う意味で、

ヒンズー教

の神話に由

来してい

る。何百万

人もの巡礼

者が、ガン

ジス川、ヤ

ムナ川、サ

ラスヴァ

ティ川の合

流点で沐浴するために

やってくる。ヒンズー教

徒は、聖なる川の合流点

で沐浴すると、これまで

の罪が洗い流され、輪廻

からの解(moksha)が得

られると信じている。  

この祭りに備え、39平方

メートルの敷地に4200張り

ものテントが林立する世界

最大級のテント場が設営さ

れた。クンブ・メーラを見

にやってくる多数の観光客

のために、史跡をめぐる

ウォーキング・ツアーや音

楽・踊りなどのプログラム

が用意されている。  

クンブ・メーラ2019(Kumbh Mela 2019)  ：インド・プラヤグラジにて開催中  

クンブ・メーラは

2017年、UNESCO

の「人類の無形文

化遺産」リストに 

登録された  

第15回プラヴァシ・バラティ

ヤ・ディバス(PBD)が、2019

年1月21－23日、ウッタール

プラデッシュ州ヴァラナシに

て開催された。2019年度の

PBD大会のテーマは、「新た

なインドの形成における海外

居住インド人の役割」であ

る。 

ＰＢＤとは何か？ 

ＰＢＤとは、海外居住インド

人コミュニティとインド政府

との関与を強化するために二

年に一回行われる大会で、海

外居住インド人が自らのルー

ツを再確認する場となってい

る。大会の期間中、選ばれた

海外居住インド人に名誉ある

「プラヴァシ・バラティヤ・

サマン賞」が授与される。 

なぜ1月9日が「プラヴァシ・

バラティヤ・ディバス」と呼

ばれているのか？ 

最も有名な海外居住インド人

だったマハトマ・ガンジーは

1915年１月9日、南アフリカ

からインドへ帰国した。ＰＢ

Ｄはガンジーを称えるため、

この日に設定された。帰国

後、ガンジーはインドの独立

闘争を率いる指導者となっ

た。 今年のＰＢＤ大会の期

間中、海外居住インド人の若

者を対象とした「ユース

PBD」が開催され、サマン賞

の授賞式も行われた。  

第15回プラヴァシ・バラティヤ・ディバス (PBD)がヴァラナシで開催された   

「ユースＰＢＤ］の開会を宣言する 

スシュマ・スワラジ外務大臣 



Page 13 Volume 1, Issue 1 The Indian Connection     インド観光情報 

 観光客により良い観光体験

を提供するため、観光省は

観光インフラ開発を推進して

いる。現在、インド全土で中

央政府の「スワデシュ・ダル

シャン計画」のもと、特定の

テーマに沿ったツアープログ

ラムが開発されつつあり、す

でに73件のグラムが始動し

ている。 

 

「アダプト・ア・ヘリテージ・プロ

ジェクト」は自然・文化遺産、

記念碑やその他がある観光

地に、世界的にも最高水準と

認められる観光施設を提供す

ることを目的とし、遺産がある

観光地における観光関連施

設の開発を民間企業や公営

企業、個人に委託する計画で

ある。 

インド全土で新たに17箇所

の「象徴的観光地」が開発

推進の対象として特定され

ている。  

 

 

インド観光省、観光インフラの開発を推進  

インドは、世界旅行

ツーリズム評議会の

2018年度報告書「急成

長している観光国ラン

キング」で第三位と

なった  

中央政府が立ち上げた「ＵＤ

ＡＮ(地域間航空接続向上)計

画」により、カルナタカ州の

ハンピ、シッキム州のガント

ク、ウットラカンド州のピト

ラガル、ヒマチャル・プラ

デーシュのシムラなどの観光

地へのアクセスが向上した。 

 インド全土の定期便が運行

されていない、もしくは少な

い空港へのアクセスの向上を

目指す「ＵＤＡＮ計画」によ

り、各地方への接続性が強化

された。計画実施後の20ヶ月

間で、以前は定期便がなかっ

た、もしくは少なかった37の

空港に向けた120以上の新た

な国内線が開通し、110万人

近くの旅客がこれらの便を利

用した。 

ニューヨークタイムズ紙に掲

載された「2019年度 訪れる

べき観光地５２」のリスト

で、カルナタカ州のハンピは

第二位に選ばれた。  

「地域間航空接続性計画(UDAN)」の実施により、観光地間の接

続が向上する  

アジアで二番目に大き

く、インドで最も長い橋

の開通により、北東イン

ドの接続性が向上し た 

「スワデシュ・ダルシャン

計画」のもと、15のテーマ

旅行が開発された： 

仏教遺跡ツアー 

ジャイナ教遺跡ツアー 

北東地方ツアー 

ヒマラヤ地方ツアー 

クリシュナ神ツアー 

砂漠ツアー 

沿岸部ツアー 

その他多数 

仏教遺跡ツアー列車が誕生:  

インド鉄道が開発した、書庫

やキッチン、最先端の設備を

備えた豪華客車が運行を開始

した。 

ブッダガヤ、ラージギル

（ナーランダ）、ヴァラナシ

（サルナート）、ルンビニ、

クシナガル、スラヴァスティ

などの仏教遺跡観光地を経由

し、終着駅はタージマハール

である。  

仏教遺跡ツアーは、インドで

の仏陀の足跡を巡る内容と

なっている。仏教徒にとって

重要な、2500年の歴史を持

つ仏陀ゆかりの地が旅程に

含まれている。  
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ニューデリーで開催さ

れた第10回ＡＩＢＡ世

界女子ボクシング選手

権で優勝したメア

リー・コム選手は、６

つの世界選手権で金メ

ダルを取るという歴史

的快挙を成し遂げた。 

コム選手は三人の子供

を持つ母親であり、こ

のＡＩＢＡ選手権は、

2010年に優勝した世界

選手権以来の復帰戦

だった。 

 

インド・バドミントン

界のエース、P.V. シン

ドゥ選手は、中国・広

州で開催された今季最

終戦となる「ＢＷＦ

ワールドツアーファイ

ナルズ 2018」で優勝

し、インド人初のバド

ミントン世界チャンピ

オンになった。 .  

シンドゥ選手は決勝戦

で日本の奥原希望選手

に21-19、21-17で勝っ

た。オリンピック、コ

モンウェルス選手権、

アジア選手権、世界選

手権では二位だったシ

ンドゥ選手は奥原選手

にストレート勝ちし、

金メダルが取れないと

いうジンクスを破っ

た。  

 

 

インド・スポーツ界の快挙  

「Magnificent Mary （偉大なメアリー）」として 

知られるコム選手は歴史的快挙を成し遂げた  
インドクリケットチームは2018

年11月から2019年1月まで四回

のテストマッチ、三回のワン・

デイ・インターナショナル（Ｏ

ＤＩ）、三回のトウェンティ２

０インターナショナル（Ｔ２

０）に参加するため、オースト

ラリアをツアーした。 

インドの試合結果はテストマッ

チは2－1、ＯＤＩは２－１、Ｔ

２０は引き分けとなった。 

決勝戦勝利後のインド・バド

ミントン界のエース、シン

ドゥ選手 
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巨大な多様性に満ちた国・イ

ンドには、豊かで多様な食の

伝統がある。インド料理に

は、一般には知られていない

季節の珍味から、それぞれの

地方の料理法にいたるまで、

驚くほどの多様性が見られ

る。 

インドで最も愛されている料

理の一つが、ビリヤ二であ

る。香り高く、豊かな味わい

のビリヤニは栄養も満点だ。

それぞれの地方には地方色豊

かなビリヤニがある。インド

人なら誰もが「故郷のビリヤ

ニが一番」と言うだろう。 

最も有名なのが、地名に因ん

だ「ハイデラバード・ビリヤ

ニ」、「ラクナウ・ビリヤ

ニ」、「カルカッタ・ビリヤ

ニ」、ケララ州の「タラセ

リー（マラバール）・ビリヤ

ニ」である。これらのビリヤ

ニは、インド人なら名前を聞

くだけで食べたくなるだろ

う。   

ハイデラバード・ビリヤニ：  

ハイデラバード君主の宮殿の

調理人が生み出した「ハイデ

ラバード・ビリヤニ」には、

「パッキ」と「カッチ」の二

種類がある。「パッキ・ハイ

デラバード・ビリヤニ」は、

バスマティ米と肉をそれぞれ

炒めてから壷に層にして入

れ、調理する。「カッチ・ハ

イデラバード・ビリヤニ」

は、生のままマリネした肉

（鳥か子羊）を、サフラン、

玉ねぎ、ドライフルーツで風

味をつけた米と層にして壷に

入れ、調理する。「パッキ」

も「カッチ」も、材料を入れ

た陶製の壷に小麦粉をこねた

もので蓋をし、炭火で時間を

かけて調理する。香り高い、

スパイスの効いたビリヤニが

出来上がる。  

インド料理：ビリヤニ  

ラクナウ・ビリヤニ: 

「アワディ・ビリヤニ」の別

名を持つ「ラクナウ・ビリヤ

ニ」は、「ダム・プクト(dum 

pukht)」と呼ばれる独特な調

理法で知られている。スパイ

スでマリネした羊や鶏などの

肉と、サフラン、スターアニ

ス、シナモンなどで風味づけ

た米を別々に炒め、それらを

「ハンディ」と呼ばれる深い

土鍋に層にして入れ、味が十

分に浸み込むまで何時間もか

けて調理する。柔らかでマイ

ルドな味わいの「ラクナウ・

ビリヤニ」が出来上がる。  

タラセリー（マラバール）・

ビリヤニ： 

この地方には多民族、多文化

の伝統があることから、ビリ

ヤニの種類も豊富である。タ

ラセリー・ビリヤニには伝統

的に用いられるバスマティ米

でなく、在来種のカイマ米か

ジーラカサラ米が用いられ

る。他の材料は、マラバール

産のスパイス、羊や鶏などの

肉、炒めた玉ねぎ、フェンネ

ルシード、炒めたカシュー

ナッツとレーズンなどであ

る。カイマ米は肉とは別に調

理し、食卓に出す直前に肉と

混ぜ合わせる。マラバール風

のビリヤニはスパイシーで、

ハイデラバード・ビリヤニの

ような香りの繊細さとは違う

味わいだ。  

 

(ref: the culture trip) 

 

 

「ビリヤニ」という言

葉は、ペルシャ語の 

“Birian”（「前もっ

て炒めておく」と

「米」を意味する）に

由来する。この美味し

い料理の名前の由来に

は様々な説があるが、

多くの歴史研究者は、

ペルシャ語がインドに

もたらされたと考えて

いる。「ビリヤニ」は

インド人の好みに合わ

せて様々な香りづけや

味つけがなされ、国民

食となった。  

ビリヤニを作りたい方

に 

お勧めのレシピ： 

https://

www.sanjeevkapoor.co

m/recipe/Hyderabadi-

Biryani-

KhaanaKhazana.html 

 

https://

www.tarladalal.com/

recipes-for-Biryanis-

Veg-Biryani-Collection
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