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平成 25年度 海外市場探究成果報告書 

市場探究テーマ「国内バイクメーカーの今後の市場拡大先としてのインド」 

長岡技術科学大学 

電気電子情報工学課程 4年 

長澤 忍 

実務訓練期間 

平成 25年 9月 17日~平成 26年 2月 14日 

 

実務訓練先 

インド共和国 

1. インド工業大学マドラス校 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 

(平成 25年 9月 17日~平成 25年 11月 30日) 

2. インド国立インデラガンジー原子力研究所 

Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) 

(平成 25年 12月 1日~平成 26年 2月 14日) 

 

概要 

今回実務訓練で訪れたチェンナイはインド有数の世界都市として知られており、世界レ

ベルでその発展速度に注目が寄せられている。中でも自動車産業、情報技術(IT)産業が盛ん

であり、韓国のヒュンダイや我が国からフォード日産自動車といった自動車メーカーとそ

の関連企業が進出しているほか、IT関連企業としてフィンランドの電気通信機器メーカーで

あるノキアが新工場を建設している。またインドは中国に続く世界第2位のバイク生産国で

ありバイク社会としても知られている。同じくバイク社会として有名なベトナムやタイと

いった東南アジア諸国ではスクーターが主流になっているのに対し、インドではオートバ

イが主流であり同じバイク社会でも異なる様相を示している。バイクといえば国内の4社(ホ

ンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)で世界シェアの半分近くを占めるほど日本のメーカーが

世界的に強い力を持っているが、国内においてその売上は芳しくなく海外での市場に頼っ

ているのが現状である。今後の市場拡大のターゲットとして、生産台数世界第2位のバイク

社会国であり、なおかつ、近年、急速に成長し外国企業の進出が盛んなインドに注目が集

まることは間違いないだろう。 

そこで今回の市場探求では、今後も日本のバイクメーカーが世界規模で戦っていくため

の市場拡大先として、インドでは実際にどの程度人々の生活にバイクが根付いているか、

またバイク以外の交通手段がどの程度利用されているか等調査してきたので報告する。 
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チェンナイ(Chennai) 

 チェンナイはインドでも有数の世界都市であり、整備された広い道路は自動車、バイク、

バス、オートリキシャーで埋め尽くされていた(ビデオ 1-3)。その他の交通機関として電車、

空港も整備されていた。また大型デパートをはじめとした商業施設も多数敷設されていた。 

 チェンナイはインドの中でも南方の”南インド”に属しており、年中通して高温多湿である。

実際に 9 月中旬から 11 月末まで滞在した感想として、長岡の夏のピーク時と同等かそれ以

上の蒸し暑さであった。また雨が降る頻度も低く、バイク利用者には都合がいい気候であ

るように感じた。しかし雨が降るときは豪雨であることが多く、水はけの悪い箇所には水

たまりができていた。これはバイク利用者には都合が悪いように感じた。 

 整備された大きな道路は交通量も非常に多く、それに伴って危険な運転も多く見受けら

れた(急な車線変更、追い越し、車線の無視、執拗なクラクション、バイクのすりぬけ等)(ビ

デオ 4)。さらに交通量が非常に多いにも関わらず信号の数は非常に少なかった。また交通

量が多いことに伴ってか排気ガスや砂煙もひどかった。 

 チェンナイのような発達した都市部では自動車の普及率が高いようで走行車両は自動車

が最も多く、次いでバイク、そしてその中にオートリキシャーやバスといった旅客車両も

目につくといった状況であった。バスの利用率は非常に高いようでバスに乗った際にはい

つも満員であった。その他の交通機関として電車も非常に利用率が高いようで混雑してい

た。空港は国内線、国際線でターミナルが異なっていた。 

 

 

図 1 チェンナイの様子 

(上段左:日中の交通状況, 上段中:夜間の交通状況, 上段右:大型デパート"Express Avenue", 

下段左:大型デパート"Phoenix MarketCity", 下段中:Kasturba Nagar 駅外観,  

下段右:Kasturba Nagar駅内部) 

  



3 

インド工業大学マドラス校(IITM) 

 インド工業大学マドラス校(以下 IITM)はインドに 15校あるうちの 4番目に設立されたイ

ンド工業大学(IIT)であり、国立公園の隣に敷設されている。キャンパスは非常に広く、メイ

ンゲートから講義棟セクションまで約 2kmと非常に遠い(ビデオ 5-7)。そのため、IITM キャ

ンパス内では無料のバスが約 30分おきで循環している。キャンパス内の人々はこのバスや

自動車、バイク、自転車を利用して移動していた。とりわけ学生は自転車の利用者が多く、

一部はバイクを利用していた。自動車は教員やその他補助員のみが利用していて、学生で

利用している者は見かけなかった。キャンパス内の道路は市内の大通りと比べて非常に交

通量が少なかった。 

 

 

図 2 IITM の様子 

(上段左:正門に設置されている校章, 上段右:循環バス,  

下段左:学生の移動手段は主に自転車, 下段右:バイクを利用している者もいる) 
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カルパッカム(Kalpakkam) 

 カルパッカムはインド国立インデラガンジー原子力研究所(以下 IGCAR)が所在する町で

あり、海に面している。2004 年にスマトラ島沖地震に伴う津波で被災している。IGCAR従

業員のために整備された区画である”DAE タウンシップ”は非常に整備されていて、きれい

な街並みであった(ビデオ 8-10)。 

 チェンナイと同様に夏の気候だが、12 月初めから 2 月中旬まで滞在して雨が降ったのは

12 月中旬に 2回だけだった。バイク利用者には非常に快適な気候であると感じた。 

 チェンナイと比較して交通量は非常に少なかった。自動車の普及率はチェンナイと比較

して高くないようで、その代わりなのか走行車両の割合はバイクが最も多かった。次いで

自動車が多いように感じた。交通量が少ないことに由来してか、危険な運転も少なかった。

信号は全くなかった。 

 チェンナイのように電車や空港はなかったが、IGCAR から町の広範囲に渡って通勤バス

が出されていて(チェンナイ送迎のバスもあった)その本数も非常に多かった。チェンナイへ

のアクセスとして ECR(East Coast Road)と呼ばれる有料の道路も整備されていた(日本の高

速道路に相当するものと思われる)。ここでは車両は 100km/h 程度の高速走行をしていたが、

ときに強引な追い越しに伴う対向車とのニアミスもあり非常に危険と感じた(ビデオ 11)。 

 

 

図 3 カルパッカムの様子 

(上段左:整備された歩道(DAEタウンシップ),  

上段中:自然と調和した美しい街並み(DAE タウンシップ), 上段右:DAE ゲストハウス,  

下段左:津波の犠牲者を弔う慰霊碑, 下段中:DAE タウンシップの外側は村が広がっている, 

下段右:整備された有料道路 ECR) 
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インド国立インデラガンジー原子力研究所(IGCAR) 

 原子力研究所である IGCARの隣には原子力発電所も敷設されている。IGCAR 内は携帯電

話をはじめ、あらゆる電子機器や危険物の持ち込みが禁止されており、厳重なセキュリテ

ィで守られている。 

 IGCAR構内は非常に広く、メインゲートから主要な施設までバスで 15分程度と非常に遠

い。そのためメインゲートから主要施設までの移動は自動車、バイク、通勤バスのみに限

られていて、徒歩や自転車で移動する者はいなかった。 

 IGCAR構内も例に漏れずバイクが多かったが、他と異なる点として電気スクーターを多

数目にした(IGCAR内は電子機器の持ち込みが禁止であるため写真は撮影できなかった)。

これは IGCAR構内に多数の充電施設が存在していることに由来するそうである。音がとて

も静かで、最高速度は 50km/h 程度とのことであった。 

 

 

図 4 IGCAR メインゲート 

メインゲートより先は電子機器の持ち込みが禁止されている 
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バイク 

 インドは二輪車生産台数世界第 2位(2010年)
1, 2)のバイク社会である。インドではスクーターよ

りもオートバイの方が人気であり、同じくバイク社会として有名なベトナムやタイといった東南

アジア諸国でスクーターが主流になっているのに対し異なる様相を示している3) 
(図5)(ビデオ12)。 

 バイク事情に詳しい現地の方に話を伺ったところ、排気量 150cc前後のバイクが主流で、若年

層では 150~250ccに、年配層では 100~150ccのバイクにより関心が寄せられているそうである。

またバイクの種類に関しても若年層ではオートバイ、年配層ではスクーターと関心の対象が異な

っているという。最も流通しているバイクはBAJAJ(バジャージ)の"Pulsar"とのことである。若年

層ではYAMAHAのバイクに関心が寄せられているそうで、その理由はロボットのような特徴的

なデザインに由来する。またそれ以外にもKAWASAKIの”NINJA”の名前をよく耳にしたり、図 6

のようにSUZUKIの”隼”を模したと思しき装飾を目にしたりと日本のバイクに対する関心の高さ

がしきりに伺えた。 

 カルパッカム市内の TVS のディーラー(図 7)でのバイクの価格帯の調査の結果、バイクの相場

は 80ccのもので 34,000Rs(約 58,000円*
)、110ccのもので 53,000Rs(約 90,000円)、180ccのもので

84,000Rs(約 143,000円)であった。これらはいずれも新車価格である。ここでインドでのバイクの

価値を考察してみる。IITM 及び IGCAR での昼食 1 食当たりの価格は 50Rs(約 85円)程度であっ

たが、本学学生食堂の昼食 1食当たりの価格約 400円と比較すると、インドの物価は日本の物価

の 1/4.5 程度であると考えられる。これを踏まえて日本でメーカーシェア率トップの HONDA 製

で同排気量帯で現行販売されているものの中で最も人気のバイク"グロム(124cc)"の新車価格

309,750円 4)を例として比較するとインドでのバイクの新車価格はその 1/3.5~1/2.2程度であり、イ

ンドではバイクは日本よりも高価なものであると考えられる。一方自動車の価値を考えてみる。

インドで多数目にした MARUTI SUZUKI 製 SWIFT を例としてその新車価格約

450,000~700,000Rs(約 765,000~1,200,000 円 )
5)を日本の SUZUKI 製 SWIFT の新車価格約

1,200,000~1,700,000 円 6)と比較すると約 1/1.6~1/1.4 であり、インドでは自動車はバイク以上に高

価なものであることが伺える。このことから金銭的な観点で自動車の代替品としてバイクが普及

していることが推察できる。 

 免許に関して、カルパッカム市内の自動車教習所(図 8)での調査の結果、自動車免許の教習料金

は 4,500Rs(約 7,650円)であった。日本での自動車免許の教習料金を長岡市内の中越自動車学校の

普通車MT教習料金 293,160円 7)を例として比較するとインドでの料金は日本の約 1/40であり、

先に述べたようにインドの物価が日本の 1/4.5 程度であることを考慮すると、日本と比べて免許

取得が金銭的に非常に容易であることが分かる。バイク免許の教習料金は調べられなかったが自

動車免許と同様に取得が金銭的に容易であるものと推測される。 

 人々の生活とバイクとの結びつきに関して、街中にはバイクの洗車場やメンテナンスショップ

が点在していた(図 9)。また IITMの Saarangと呼ばれる学園祭ではYAMAHAのバイクの展示と

バイクレーサーによる曲乗りショーが開催されており、市民の生活や娯楽とバイクとが密接に結

びついていることが伺えた。 

*1Rs(インドルピー)=1.7円で計算している。 
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図 5 インドのバイク社会 

(上段左:IITM 駐輪場(チェンナイ), 上段中:DAEゲストハウス駐輪場(カルパッカム),  

上段右:砂浜に乗り入れるバイク(カルパッカム), 下段左:DAEタウンシップの商店街(カルパ

ッカム), 下段中:カルパッカム近隣都市ポンディチェリーの駐輪所,  

下段右:独特のバイク装飾様式) 

 

 

図 6 インドのバイク ネイキッドタイプのバイクが主流 

(左:最も流通しているバイクの一つ BAJAJ Pulsar,  

中:若年層に人気の YAMAHA, 右:SUZUKIの隼を模したと思われる装飾) 

  

 

図 7 カルパッカム市内の TVS のディーラー 

オートバイだけでなくスクーターの販売にも力を入れていることが伺えた 
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図 8 カルパッカム市内の自動車教習所 

教習段階では車の前後に赤いビニールテープで"L"の文字を作って貼らなければならない

(下段左、中) 教習車内は日本と同様、助手席側にもブレーキとクラッチペダルが設けられ

ていた(下段右) 

 

 

図 9 バイクの洗車場(左)とメンテナンスショップ(右) 
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 バイク社会でバイクが重宝されている一方、運転マナーの粗さも目立った。特徴的なも

のとして、ノーヘルメット、3人以上の同乗、女性のバイクにまたがらないタンデムが頻繁

に見られた(図 10)。これらはインドの交通規則によって厳密に禁止されている行為である。

それにも関わらず違反が無くならないのは、取り締まりが厳しく行われていないからだそ

うである。これが直接的な原因かは定かではないが、交通事故やそれに伴う救急搬送の事

例も滞在中多数耳にした。 

(参考：タミルナードゥ州の交通規則 8)
(交通規則は州毎に異なる))  

 ヘルメットは必ず着用(但しスィク教徒のようにターバンを巻く必要がある場合及び同

乗者として女性及び 12歳以下の男児が後部に座る場合は着用しなくてもよい) 

 3人以上の同乗は禁止 

 同乗者は後部座席に適切にまたがり、フットレストに足を乗せること 

 

 

図 10 典型的な運転マナー違反の例 危険なタンデム(左)と三人乗り(右) 
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その他 

 インドでは急速な経済発展に伴い物価も上昇しているそうで、1996 年には 5Rs(約 9 円)

であった 1 リットルの牛乳も 2014 年現在では 32Rs(約 54 円)になっているという。18 年間

で物価が 6.4 倍上昇している。このことから低賃金/低コストを狙った工場進出は難しくな

ってくるのでは推察される。一方、円安方向に向かうことで輸出が今後重視されてくるの

ではとも考えられる。 

 インドへの参入に関して、インドはバイクのみならず、自動車（スズキ、ホンダ、トヨ

タ、ヒュンダイ）、電化製品（ソニー、パナソニック、東芝、ノキア、フィリップ）などの

分野においても日本をはじめ多くの海外企業の名前を目にした。このことからバイク、ま

たそれ以外の分野も同様、日本企業の参入の余地があることが伺えた。 

 

 

図 11 自動車産業への日本企業の進出の例 

日本でも流通している MARUTI SUZUKI SWIFT(左)  

HONDAのアジア新興国向けモデル BRIO(右) 
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バイク以外の交通手段 

 自動車 

 スズキ、ホンダ、トヨタの自動車を多数見かけた他、韓国ヒュンダイの自動車も多

数見かけ、海外企業の参入が顕著だった。チェンナイのような都市部では普及率が高

くなってきているようだが、カルパッカムのような郊外ではまだまだ普及が進んでい

ないようであった。また、普及に伴い交通の混雑にも少なからず影響しているようで

あった。基本的にトランスミッションはMTであり、ATはオプション装備である。 

 

 自転車 

 チェンナイ市内の IITMの構内では学生の主要な交通手段であった。しかし構外は発

展した都市部が広がっており交通が非常に混雑しているため使用に危険を感じた。ロ

ードバイクのような形状のものが多く、日本の通学用自転車のように前部にかごが付

いているものは少なかった。またライト、反射板も装備されていなく、夜間は危険で

あった。 

 

 オートリキシャー 

 簡易タクシーのような位置づけで、三輪のバイクに屋根が付いたような作りをして

いてドアはない。3人掛けのシートが後部についている。街中で簡単にキャッチできる

ため現地の人々をはじめ外国人まで広く利用していた。料金体系は多様でメーターや

事前交渉などによって決まる。しかし、メーター式の場合にはメーターの不具合や改

ざんも少なくないようである。また外国人など相場を知らない乗客には不当な料金を

提示するなど様々なトラブルの種にもなっているようである。カルパッカムにはバス

と同じシステムのシェアリキシャーもあった。 

料金例：10Rs(約 17円)/1km 

 

 

図 12 チェンナイのオートリキシャー 

地域ごとにカラーリングが異なりカルパッカムでは青色のものも目にした 
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 タクシー 

 料金はオートリキシャーより高いが、距離に応じて料金が決まっており、不当な料

金を提示されることもないように感じた。AC 付きのものとないものがあり、料金も異

なる。 

料金例：300Rs(約 510 円)/15km 

 

 市内バス 

 利用率が非常に高く、利用した際はほぼ毎回満員ですし詰めのような状態であった。

また、ドアは閉まらずそこから半身を乗り出すようにして乗っている者もいて非常に

危険であると感じた。需要に対してバスの供給が圧倒的に足りていないように感じた。

バス停には時刻表や行先等は記されておらず、不便であった。バス前面には行先が記

されてあったが、車内ではアナウンス、掲示等はなく、どこで降りればいいか分から

ないということが毎回であった。インドには日本のように新幹線がないので、長距離

バスや夜行バスが充実していた。 

料金例：50~100Rs(約 85~170円)/80km 

 

 電車 

 電車もバスと同様に利用率が非常に高いようで利用した際は満員であった。よりひ

どい場合には乗れないこともあった。また同様にドアが閉まらず危険であった。こち

らも需要に対して本数が足りていないように感じた。 

料金例：失念したがバスと同価格帯だったと記憶している 

 

 飛行機 

 インドでは発展している部分は著しく発展しており、飛行機の質は日本と同水準で

あった。出入国で利用したチェンナイ空港もきれいに整備されており、国内線、国際

線で異なるターミナルをもっていた。 

 

図 13 整備されたチェンナイ空港国際線ターミナル  
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総括 

 今回の調査を通じてインドの高いバイク普及率は以下の理由からだと推察した。 

 温暖で雨が少ない気候がバイクに適している 

 広大な土地を持つ反面バスや電車といった公共交通網が発達途上で移動手段に乏しい 

 自動車の価格がバイクに比べて非常に高く、自動車の代替品として利用されている 

 免許取得が金銭的に容易 

 結果、人々の生活や娯楽とバイクとが密接に結びついている 

 インドでは都市部の発展は著しいが郊外はそれに取り残されてしまっていて、ますます

格差を広げているように感じる。一部の富裕層だけのための高性能/高価な製品だけでなく、

富裕層以外の多数の人にも手にとってもらいやすい安価な製品を開発/販売していくことが、

市場拡大だけにとどまらないインド-日本両国間の親交と相互理解につながっていくのでは

ないだろうか。 

 チェンナイのような都市部は発展が進んでいる反面、排気ガス、砂煙、騒音といった問

題が見受けられた。これらは近い将来規制が設けられることが予想される。その際には

IGCAR 構内で目にした電気スクーターに注目が集まるだろう。電気スクーターの普及には

充電スタンドの充実も不可欠なのでこちらの需要も同時に高まることが予想される。 
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ビデオリスト 

 

【ビデオ 1】チェンナイ_IITM 周辺の街並み 

【ビデオ 2】チェンナイ_バス車内から撮影した街並み 

【ビデオ 3】チェンナイ_大通り 

【ビデオ 4】チェンナイ_タクシー車内から撮影した道路状況 

【ビデオ 5】IITM_寮-研究室 1／2 

【ビデオ 6】IITM_寮-研究室 2／2 

【ビデオ 7】IITM_メインゲート-研究室 

【ビデオ 8】カルパッカム_オートリキシャー車内から撮影した街並み 

【ビデオ 9】カルパッカム_ゲストハウス-IGCAR1／2 

【ビデオ 10】カルパッカム_ゲストハウス-IGCAR2／2 

【ビデオ 11】カルパッカム_タクシー車内から撮影した ECR道路状況 
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