Interview
インド工業連盟
アディ・ゴドレジ会頭
インタビュー
――日本企業のインド進出を歓迎――
インド経済の見通しと課題、日本企業がインド市場に取り組む課題と事業機会について、インド工業連盟（Confederation of Indian
Industry：CII、日本の経団連に相当）のアディ・ゴドレジ会頭 （Mr. Adi Godrej, President, CII／Chairman, Godrej Group）にう
かがった。
（聞き手：廣田泰夫 JOI専務理事）

税などの多くの税が乱立してきわめて複雑な税制
■ インド経済の見通しと経済改革

となっている。これらを簡素化し、Goods & Services Taxとして統合し、企業活動活性化、輸出促

廣田

インド経済の現状と中期的見通しおよび現在

政府が取り組んでいる経済改革に関してうかがい
たい。
ゴドレジ会頭（以下、ゴドレジ氏） インドは20年前に

経済改革・自由化・国際化の政策を導入し、長期
にわたり継続的に経済構造改革に取り組んできた。
９％台の高度成長を続けたインド経済は足元では
減速しており、2012年３月期のインド経済は７％
を若干下回る水準（暫定値）となった。2012年度
は11年度を若干上回る程度と予測している。イン
ド工業連盟（CII）が掲げる今年の課題は「経済改
革とガバナンスによる成長回復」である。
インドは経済成長を加速させるためのさまざま
な改革に取り組んでいる。そのひとつが間接税改
革で、税制改正法案が国会で審議されている。現
在は、連邦政府が徴税権を有する関税・物品税な
どと、州政府が徴税権を有する付加価値税、入境
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進、徴税事務の軽減を図るのが目的だ。この税制
改正が実現すれば経済成長を1.5〜2.0％引き上げ、

インドCII

９％に回復させる効果がある重
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2050年にインドは世界最大の経済大国に
（単位：兆ドル）

要な改革である。
政府はまた、法人税、個人所
得税、富裕税等の直接税の効率
性、公平性を高める目的で、こ
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減、小売業、航空産業、保険業
への外資規制の緩和などの重要
な経済改革に取り組んでいる。

出所：The Wealth Report 2012、Citi Private Bank & Knight Frank

これらの改革を通して製造業
のGDPに占める割合を現在の
16％から25％に引き上げ、経済成長を加速するの

を提供できる。今、インドへの投資を行い、将来

が目的だ。

はその経験を踏まえ、次の成長と投資の機会を提

インドは、今後20年にわたり人口構成に占める
労働人口の比率は上昇をし続ける。こうした国は

供する地域、たとえばアフリカ市場でその経験を
活用することが可能となろう。

主要国の中でインドが唯一であり、老齢化が進む

実際のところ数多くの欧米・日本の企業はイン

日本や中国とは大きく異なる。労働人口構成の持

ド投資で成功している。ある調査によればインド

続的な拡大は今後長期的にわたってインドの経済

投資の収益率は中国投資よりも高いとされる。

成長を支えよう。インドの経済規模は2030〜40年
の間には米国を抜き、2040〜50年の間には米国を
抜いて世界最大となった中国をも追い抜いて、イ

■ インフラ未整備という課題と

事業機会

ンドは世界最大の経済国になると予測されている。
インドは購買力平価ベースではすでに日本を抜い
て世界第３位の経済国になったとの計算もある。

廣田

一方で電力・運輸などのインフラの未整備が

日本企業のインドでの事業展開の際の課題として
多くの企業から指摘される。

■ 日印の相互補完関係
ゴドレジ氏
廣田

インド経済の成長力に期待して多くの日本企

業がインドで事業を拡大しようとしている。

確かにインフラ整備は大きな課題であ

り、われわれもその点はしっかり認識している。
同時に日本企業にとってはインフラ事業の投資機
会ともいえよう。インフラ開発分野では今後５年

ゴドレジ氏 日本企業は中長期的な経済成長が見込ま

間で１兆ドルの投資が必要とされる。うち半分は

れるインド市場に早期に参加することにより多く

内外の民間セクターからの投資を期待している。

の事業機会と接することが可能となる。日本とイ

インドは発展途上国であり、多くの課題を抱えて

ンドはお互いに補完し合える経済構造を有する。

いる。しかし課題があるということは、言葉を換

日本は優れた技術と豊富な資本を有し、金利水準

えれば機会があるということだ。

が低く、為替も強い。インドは成長と投資の機会
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廣田

官民パートナーシップ（PPP）によるインフ

ラ整備における課題は？

ンドは異なる。インドは多くの革新と特別な解決
策を探る必要がある。日本企業がインドで成功す
るためには日本企業の得意な方法にこだわること

ゴドレジ氏 インドでは金利が高く、国内資金調達は

なく、インドに合ったアプローチが必要ではない

高コストとなっており、PPP方式によるインフラ

か。その意味ではインド企業をパートナーとして

事業の推進にあたって高い資金調達コストがネッ

インド市場にアプローチすることは有効であろう。

クになっている。政府・中央銀行に対しては金融

インド企業はインドでの事業に関して有効な助言

市場の流動性拡大の要請をしているところだ。ま

が可能であろう。自動車や二輪では日本企業を含

た、PPP事業推進にあたっては政府側における意

む外資とインド企業の合弁の成功事例が多いが、

思決定のスピードアップが課題であろう。

他の分野でも期待される。今後も多くの日本企業
のインド進出が続くことを期待したい。

■ なぜ日本企業はインド市場で

出遅れているのか
廣田

欧米企業に比較して日本企業のインド展開は

■ ボリュームゾーン攻略に向けて
廣田

日本企業がインドのボリュームゾーンを攻略

遅れているといわれるが、その原因は何か？ 日

するうえで、インド市場に合った商品をどう売り

本企業に対するアドバイスはあるか？

込むかが課題となっている。こうした日本企業へ
のアドバイスは？

ゴドレジ氏 日本企業は欧米企業に後れをとっている

だけではなく、中国・韓国の企業に比べてもイン
ド進出が遅れているといえよう。

ゴドレジ氏 日本企業はインド、インドの消費者を理

解すべきだ。日本の消費財の多くはインドで成功

原因のひとつはインドに対する理解の不足では

できる可能性があるが、インド市場に合致した製

ないか。日本は規律正しく、物事を秩序立って円

品を生産・販売するうえで、インド人をシニアマ

滑に実施遂行することを重視する国であるが、イ

ネージャーとして登用して、また、インドのコン
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サルタントを活用して、市場調
査を行い、消費者の指向を理解
することが重要ではないか。欧
米企業では日本企業に比べてイ
ンド人の経営幹部への登用で大
きく進んでいる。日本企業の場
合、恐らく言葉の問題と文化的
な相違がインド人経営幹部登用
の障壁となっていると想像され
るが、インド市場を理解するう
えで、この点は重要ではないか。
また、P＆Gのような欧米企業
の成功事例をみると、インド国

左から、廣田JOI専務理事、ゴドレジ会頭、バネルジー事務局長

内におけるR＆D機能の活用もイ
ンド市場攻略のひとつのキーファクターであるよ

環境配慮の重要性に対する認識は高く、たとえば、

うに感じる。インド国内でのR＆Dコストは、欧米

ビルなどの建築物の環境への貢献度を評価する

や日本におけるR＆Dより廉価である。インド国内

LEEDグリーンビルディング評価制度注の普及に関

にR＆D拠点をおいて、インド国内市場およびその

して、インドは米国に次いで世界第２位となって

他の新興国市場向けの商品開発を行うことの利点

いる。

は大きい。インド国内にR＆D機能をおくことに最

経済成長を犠牲にして環境保護をするのではな

も進んでいるのは米国企業であり、その次が欧州

く、両者を共生させ、環境技術を活用して環境に

企業で、日本企業はR＆Dまでインドで行う企業は

やさしい経済成長を加速させるべきだと考えてい

まだ限られている。

る。この分野においても環境技術力をもった日本
企業がインドで事業拡大する余地が十分にあると

■ 環境技術の活用による

思われる。

サステナブルな経済成長へ向けて
廣田

環境問題に対するインド産業界のとらえ方と

日本企業の事業機会についてうかがいたい。
ゴドレジ氏 サステナビリティと経済成長の両立の重

注：LEEDグリーンビルディング評価制度。制度名：LEED（Leadership
in Energy and Environmental Design）
。管轄組織：USGBC（米国
グリーンビルディング協議会）
。ビルなどの建築物が環境改善にどの
ように貢献しているかの指標を明確にし、それに基づく対象建築物の
点数による評価を行う制度。米国をはじめ世界90カ国以上で利用され
ている。

（2012年５月24日インタビュー）

要性を高く認識している。インド工業連盟（CII）
はサステナビリティ・センターとグリーン・ビジ
ネス・センターを設置して、会員企業に対して環
境配慮の重要性とグリーンビジネスにかかる啓蒙
活動に取り組んでいる。環境配慮は経済成長のた
めに価値があるものであり、環境対策を事業のコ

＊インド工業連盟について
インド工業連盟は117年前に設立されたインドを代表する経済団
体で、大企業から中小企業、外資系企業、公的機関を含む7000以
上の会員が所属。インド国内に63カ所、海外に７カ所の事務所を
有し、90カ国223組織との間で協力関係を有する（http://www.
cii.in/）
。

ストととらえてはならない。インド企業の間では
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