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概要 

 今回、実務訓練でインド共和国タミルナードゥ州チェンナイ市を訪れ 6 ヶ⽉間⽣活し、インドでの暮

らしを体験した。チェンナイ市はインド四⼤都市の⼀つであり、私が想像していたよりも発展途上の感

じはなかったがやはり⽥舎の⽅に⾏くとまだまだインフラが整備されていないと感じた。インドは広⼤

な⾯積があり、多くの⼈が住んでいる。しかし、その割には移動⼿段である電⾞は⻑距離の電⾞だと前

⽇でも予約できずに満員であり、⾼速鉄道の開発もまだまだなされておらず、交通インフラはまだまだ

発展していない。また、無料区間の短距離バイパスは少しずつ建設されているが、⾼速道路に関しては

全然と⾔っていいほど整備されていなかった。道路の整備が不⾜しているが、⾃動⾞の使⽤数は多いた

め交通渋滞が問題となっておりそれと関連して⼤気汚染が問題となっている。そこで私は建設⼯学に所

属しているので、インドの交通機関を調査し、建設⼯学の観点から⾒た交通インフラの⾯を考えてみ

た。 

 

チェンナイ(Chennai) 

 チェンナイは南インドのベンガル湾に⾯するタミルナドゥ州の州都である。⼈⼝は 892 万⼈（2011

年）であり、同国第 4 位である。国際空港もあり、港湾都市でもあるので国内外のハブとして重要視さ

れている。街中に出て、ショッピングモールへ⾏くといつも⼈が多いなと感じた。⾯積は 426km2、主

にタミル語が話されている地域である。チェンナイは北緯 13°の⾚道付近に位置し、⼀年中暖かい気候

である。⼀年で最も気温が⾼い時期は 5 ⽉後半から 6 ⽉前半で最⾼気温が 50℃近くになる。⼀⽅で、

最も気温が低い時期は 1 ⽉で最低気温が 20℃ほどになる。年間降⽔量は約 1500mm でその⼤部分が 10

⽉後半から 12 ⽉前半に降る。私が来た 9 ⽉は 35℃くらいで暑いという感じであったが、10 ⽉後半から

は夜が肌寒くなるくらい涼しくなってきた。⼀年中暖かいこともあって、⽐較的温厚な⼈が多いと⾔わ

れている。⽇本との時差は 3 時間半である。 

 



インド⼯業⼤学マドラス校(IITM) 

 インド⼯業⼤学 16 校あるうちの⼀つである。インド⼯業⼤学マドラスは、より⾼い⼯学教育、基礎

と応⽤研究における最も国家的に重要性の⾼い研究機関の⼀つである。IIT マドラスは、700 名の教員

のもとで 8966 名の学⽣が在籍し学んでいる。約 250 ヘクタールの森林地帯に位置するキャンパスであ

る。同国での教育、研究、産業コンサルティングの最⾼機関としての地位を確⽴している。⼤学には 16

の学科と先進的な研究センターがいくつかあり、約 100 の研究室が編成されている。以前はマドラスと

して知られていたインド南部のタミルナドゥ州の⾸都チェンナイ市にキャンパスがある。インド⼯業⼤

学マドラス校の隣には IITM research park があり、研究⽬的の企業がパーク内に拠点を置き、また

IITM の学⽣が学んだ専⾨知識を活⽤できるよう努められている。共同研究プロジェクトと⾃主的かつ

技術的に共同の環境を作り出す産学官連携環境の構築を⽬的として建てられている。 

 

交通機関 

◆⾞ 

 ⾃動⾞メーカーの中でマルチスズキ社がインド国内シェア第⼀位。その中でもアルトがインドで最も

売れている。しかし、マルチスズキ社の swift や tata 社の indica もよく街中で⾒た。ガソリンの値段は

１リッットルあたり 73 ルピー（約 117 円）と⽇本と⽐較すると少し安い。 

 

図-1 MARUTI SUZUKI Swift 

 

◆バイク 

 ⾞と⽐較して⾮常に安いことから多くの⼈が使⽤している。ホンダの HERO や Activa が⼈気であ

る。⽗親がバイクを運転して、⺟親が後ろに乗り、両親の間に⼦供が⼆⼈乗っているというバイクの四

⼈乗りの光景をよく⾒た。 



    

                    図-2 Honda Hero                      図-3 Honda Activa 

 

◆バス 

 市内を⾛る路線バスと県外へ⾏く⻑距離バスがある。路線バスは市内を移動するには最もよく使われ

ている公共交通機関である。チェンナイでは鉄道に⽐べてバス路線は充実しており、運賃も安いことか

ら多くの⼈がバスを使⽤する。そのため、バスの中は満員でドアからはみ出て乗っている⼈を⾒たこと

があった。最も安いバスはエアコンやドアはなく運賃は 3 ルピー（約５円）からである。⼀⽅で最も⾼

いバスはエアコン、ドア付きで 15 ルピー（約 24 円）からである。それぞれ同じバス停に停まるのでバ

スの種類を⾃分で選んでどのバスに乗るかを決める。⻑距離バスの中は簡易ベッドのような作りになっ

ており、過ごしやすかった。 

    

                       図-4 路線バス               図-5 長距離バス 

 

◆電⾞ 

 ローカル・メトロ・⻑距離列⾞がある。市内を⾛る電⾞の路線はバス路線ほど整備されていないので

利⽤者もそれほど多くない。ローカルのバスはエアコンやドアがなく運賃は 5 ルピーからである。メト

ロは⽇本の地下鉄とほぼ同じように整備されていて、デリーでは網羅されているため使いやすく、主要

な路線は常に満員である。チェンナイでは最近運⽤が開始され、現在は⼀部区間のみが開通されてい

る。運賃は 10 ルピーからとローカルの電⾞と⽐べて少し⾼めとなっているが、それでも⽇本と⽐較す

ると安い。⻑距離列⾞はデリーやムンバイなど遠くへ⾏く際に使われている。⾶⾏機と⽐較して安いこ



とから多くの⼈が使っている。そのため当⽇だと売り切れになっており前もって予約することが必要。

線路のメンテナンスがきちんとなされておらず、私がインドに滞在していた間でも多数の死者が出る⼤

きな事故が数回発⽣している。北インドの冬は⼤気汚染のせいか霧が頻繁に発⽣するため、電⾞の遅延

がよく起こる。また、利⽤者が多い割にプラットホームが⼩さいため⼈で溢れており、電⾞に乗るだけ

でも苦労した。これも遅延の原因の⼀つである。 

     

             図-6 ローカルの電車       図-7 長距離電車 

 

◆タクシー 

 表-1 に⽰すように携帯電話の契約数が年々上昇していることから近年では携帯電話のアプリからタク

シーを予約するシステムが開発され、予約が簡単にできるようになった。また、料⾦は事前に計算され

て⼤体の値段が表⽰されるため、ぼったくられることなく安⼼して乗ることができる。しかし、携帯電

話アプリでの予約制のため道路で呼び⽌めることはできない。また、予約してからタクシーが迎えに来

るまでの時間にむらがあり、なかなか来ない時もあった。 

 
表-1 インドでの携帯電話契約数※1 

 



 

図-8 インドのタクシー 

 

◆オートリキシャー（三輪⾞） 

 タクシーと違って路上で呼び⽌めて乗ることができる。リキシャーに料⾦メーターが付いているがほ

とんど使われてなく、乗る前に交渉して値段を決めることが多い。そのため、ほとんどがタクシーより

多く料⾦を取られる。しかし、早く⽬的地に着きたい時はタクシーだと遅くなる可能性もあるので仕⽅

なくリキシャーに乗った。 

 

図-9 リキシャー 

 

◆⾶⾏機 

 チェンナイ・デリー間（約 2000km）を２時間半で⾏くことができる。料⾦は⼤体 4000 ルピーほど

である。空港の施設は⽇本とほとんど変わらなかった。しかし、⽇本にとっては普通でもインドで⽣活

していると感覚がおかしくなり空港が綺麗に感じて感動した。 

 

 それぞれの交通⼿段の値段を⽐較する⽬安として、以下に記す。 

チェンナイ中央駅から 30 キロ離れたタンバラムまでバスで移動する場合、所要時間 70 分で運賃は 9 ル

ピーである。電⾞で移動する場合、所要時間 51 分で運賃は 10 ルピーである。タクシーやオートリキシ

ャーで移動する場合、所要時間 65 分で運賃は 520 ルピーである。 

 



インド交通事情 

 インドでは隙があればバイクや⾞が⼊ってくるので⾞間距離がとても短い。また、⾞線を守らなかっ

たり、逆⾛、ヘルメットを着⽤しないでバイク乗⾞、平気でバイクの３⼈や４⼈乗り、⾞のミラーが閉

じていたり、壊れて取れているなど交通マナーが⾮常に悪く渋滞が頻繁に起こっていたので事故数が多

いのではと思い交通事故数を調べた。インドと⽇本の交通事故死亡者数を⽐較した結果を図-10 に⽰

す。 

 
図-10 交通事故死亡者数 

 
 結果のグラフを⾒ると圧倒的にインドの⽅が多いことがわかる。この原因として、⾃動⾞の性能、道

路の形状が事故を起こしやすいなどの交通インフラ、脇⾒・運転マナー違反などのヒューマンエラーな

どが挙げられる。その中で建設⼯学を勉強している私は交通インフラについても調べてみた。そのまと

めた結果を表-2 に⽰す。 

 

表-2 インドと日本の交通インフラ比較※2 

 



 ⽇本と⽐較して、まだまだ電⾞や⾼速道路が開発されていないことがわかる。また、この結果は⽇本

の経済成⻑期の 1975 年のデータと似ていることがわかった。 

 この結果、⾃動⾞保有数も急激に伸びていることから、⾼速道路や電⾞路線の整備を⾏い、交通マナ

ー違反を法律できちんと取り締まるなど対策をしないともっとひどくなるだろう。また、これらの対策

をすることで渋滞が少なくなり⼤気汚染問題も緩和される。さらに、インフラが整備されると⽣活⽔準

が上がり、経済成⻑速度が上がると思う。また、この⾼速道路の整備や電⾞の整備に関しては、素晴ら

しい技術を持っている⽇本の企業があるので、その技術を伝えに来ることができれば⽇本の企業もイン

ドへ進出することができる。 

 

総括 

 ⽇本から来て、インドの交通事情を⾒ると、結構ひどいと感じるが、インドの⽅達はこれが普通と思

っているので、渋滞やクラクションの騒⾳をあまり気にしていないように感じた。このことが渋滞の改

善につながらないのではと思った。 

 また、インドでは古⺠家が並んでるすぐ隣に⼤きなビルがいくつかあるという光景をよく⾒られ、こ

れこそが急速に発展している国であるということを感じることができた。また、街中を歩いているとよ

く〜engineering college というスクールバスもよく⾒た。⼯学系の⼤学も多く⼈⼝も多いのでこれからさ

らに発展していくと感じた。⽇本の企業がインドに進出し、またその技術を教えることができれば、

win-win な関係で発展することができ、どちらの国にとっても良いと思う。今度、インドに来ることが

あればその時はインドと⽇本の架け橋として来れたらいいなと思います。 
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【ビデオ 1】 道路を横断する際のビデオ 

【ビデオ 2】 混雑時の道路 

【ビデオ 3】 インドのローカルの電⾞ 


