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第１章 研修の概要 

 

１．研修の目的 

このプログラムは、下記の３つの能力の育成を目指している。 

１） 自らの専門性を基礎として、異なる環境においても生活でき、業務をこなす力を持

ち、窮地を乗り切るための判断力、危機管理能力を含めて自らの意思で行動するため

の基礎的な能力を身につける。 

２） 異文化理解が進み、相手の考えを理解して自分の考えを説明できるコミュニケーシ

ョン能力、語学力、表現力を身につける。 

３） 海外の様々な場において、実践的能力を科学者技術としての倫理を身に着け、チー

ムワークと協調性を実践し、課題発見・問題解決能力を発揮して、新興国における科

学技術分野で活躍するための基礎的な能力を身につける。 

 

２．研修の日程と参加学生の紹介 

【研修日程】 

9 月 5 日 （月）東京～バンコク～チェンナイ飛行機で移動 

深夜インド工科大学マドラス（IITM）校内のゲストハウスに到着 

9 月 6 日 （火）インド工科大学マドラス校国際部表敬・打ち合わせ、土木工学科 Kumar

教授及び Prasad 教授に表敬、キャンパスツアー 

9 月 7 日 （水）それぞれ選択した授業を大学で受ける 

        IITM の学生に対するプレゼンテーション 

（東工大の紹介、自己紹介、東工大への留学制度の紹介） 

IITM の学生と交流 

9 月 8日 （木）IITM の研究室見学 

9 月 9日 （金）ルノー日産工場・開発部見学         

9 月 10 日 （土）マハーバリプラムを観光（海岸寺院など） 

9 月 11 日 （日）チェンナイ→バンガロール間、鉄道にて移動 

9 月 12 日 （月）Autodesk 社、NEC 見学、各自自由行動 

9 月 13 日 （火）水不足への不満をきっかけとしたデモのためホテル近くで自由行動 

9 月 14 日 （水）バンガロール→チェンナイ間、鉄道にて移動、L&T 社見学 

9 月 15 日 （木）インド工科大学マドラス校国際部にて活動報告 

        NYK（日本郵船）,FORD 社見学、 

チェンナイ~ 

9 月 16 日（金） バンコク~日本着 飛行機で移動 
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【参加学生】 

学部 2 年  物理学科 

学部 2 年  無機材料工学科 

学部 3 年  情報工学科 

学部 3 年  生命科学科 

学部 3 年  機械宇宙学科 

学部 4 年  社会工学科 

学部 4 年  金属工学科 

学部 4 年  生命工学科 

学部 4 年  物理学科 

学部 4 年  化学工学科 

 

第２章 チェンナイ市 

 

１.チェンナイ市概要 

 チェンナイはインド半島南部に位置する

タミル・ナドゥ州の州都であり、海に近い

という立地を生かし古くから港町として栄

えてきた。1600 年代にはイギリス東インド

会社の拠点となり、一時マドラスと改名さ

れたという歴史を持つ。現在の人口は 468

万人でありインドの都市圏人口ランキング

ではデリー・ムンバイ・コルカタに続き 4

位、インドの中でも工業的に大きく発展し

ている都市である。名目州内総生産は 6 兆

3,903 億ルピー（10 兆 2,244 億円）（2011

年度）。インド全体における GDP シェアは

7.9%（2011 年度）であり、インドで 4 番目

に大きい経済規模を誇っている。特に製造業

生産額（2009 年度）でみるとタミル・ナド

ゥ州全体で 3.6 兆ルピー（5.7 兆円、インド全体の製造業生産額の約 1 割）とインド国内で

も代表的な製造拠点として位置付けられている。国内企業はもちろんのこと海外企業の進

出が著しく、今回見学したルノー・日産や Ford の他にも HYUNDAI、ダイムラーなどの自

動車工場が多く立地しており「インドのデトロイト」とも称されるほどである。また、エレ

クトロニクス分野では、ノキア、サムスンなどが進出、非製造業に関してはバンガロールに

次ぐ ICT 産業の集積地としてインド地場系大手 ICT 産業の拠点が多数所在している。 

インドにおけるチェンナイの位置 
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 市内の交通量は非常に多く、特に上記に挙げた工場が集積するエリアに向かう道路は通

勤・帰宅ラッシュによる渋滞が慢性的に起こっているという。幹線道路沿いはどこまでいっ

ても商店が立ち並び、スプロール現象がまさに起こっている印象を受けた。市内では地下鉄

の建設、一部では運営もすでに始まっているようだが、一般市民にとっては路線バスなどの

より安い交通機関が依然として魅力的であり、利用は広まっていないようだった。実際に

IITM の学生にメトロについて聞いたが、運賃が高い、日常的には使えないと教えてくれた。 

また市内を歩くと時々目を惹くカラフルな寺院に出会う。チェンナイを含む南インドは

イスラムの影響を受けないインド独自の文化”ドラヴィダ文化”を育んできており、その一つ

としてヒンドゥー寺院が印象的であった。 

工業化が急速に進み発展していく都市と昔ながらの伝統を大切にする人々の姿、時代が

変わるからこそ変わっていく部分と時代が変わっても変わらない部分の融合を垣間見るこ

とが出来た。 

 

 

 

 

 

  

見学する工場へ向かう車窓。車線などお構いなしで走る様子に圧倒された。 

 

注）1 ルピー＝約 1.6 円 

 

IITM の近くにあったヒンドゥー寺院。 
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２．インド工科大学マドラス校 

【学生生活の様子】 

木々がアーチを成すように生い茂る中、学生たち

は朝 8:00 から始まる授業に向けて自転車を走らせ

る。徒歩で道を渡る隙が無いくらいの数の自転車だ。 

皆割とラフな格好をしており、ポロシャツにジーパ

ンがメジャーな服装である。IITM ではキャンパスが

あまりにも広いため、学生は基本的に自転車または

学内を縦横無尽に走るシャトルバスに乗り移動を行

っている。キャンパスは居住地区、授業施設のある地

区、ゲストハウスや寮のある地区の 3 地区に分かれ

ており、学生たちは寮のある地区から通ってくる。寮

の名前はインドの川の名前からとってきており、寮

の豪華さは住んでいる学生の学年や学業における貢

献度に依存するらしい。 

 

慌ただしい移動を数々と重ねて授業を終えると、学生たちは各々の時間を過ごす。学内に

は数々の食堂があり、中でも学内の生活区域の中心に位置する「ヒマラヤ」食堂は 24 時間

営業であるため、好きな時間に好きなだけ食事ができ、談話もできる。その他にも Zaitoon

や CCD(Café Coffee Day)といった、おしゃれなカフェも点在している上、学内での食品価

格は政府の計らいにより税が免除されているため非常に安く抑えられている。 

 

【IITM のキャンパス】 

キャンパス内を歩いていると沢山の動物に遭遇する。

キャンパスは元々ガンディ国立公園の一部であるため

非常に自然豊かである。そんな大自然の中に点々と建

物が聳え立つ。IITM の学生にキャンパス内を案内して

もらう中で、印象的であった施設を紹介していく。ひ

とつは屋外プールだ。月に数百ルピー支払うだけで基

本的にいつでも使用することが出来る。また、トレー

ニグを行う施設や、金曜日の夜に行われるオープンシアター(屋外映画上映場)などもあり非

常に魅力的であった。そういったリフレッシュをするための施設だけでなく、やはり研究施

設も充実していた。東工大の石川台にも旋盤、フライス盤などが大量に管理されているが、

それを超える量の加工器具が配備されていた。説明を受けている途中、学生が気軽に出入り

して何も戸惑うことなく操作を行い帰っていく光景を何度も目にした。大学構内にはイノ

ベーションセンターがあり、これは東工大のものつくりセンターに酷似する。中には自分た

IITM 校内図 

キャンパス内の自転車移動 
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ちで作った車や飛行機が展示されており、学生の意識の高さや技術力を目の当たりにした。 

 

 

数ある施設の中でも、日本の大学とは大きく異なる施設が「IITM Research Park」だ。

産学連携を体現した様な施設で、大学の研究とベンチャー企業や大企業が結びつく触媒的

施設である。Research Park は 5 つの建物からなり、100 を超える会社と 10000 を超える

人が働いている。中に入ると吹

き抜けの空間が広がっており、

各階層には数十のベンチャー企

業のオフィスがある。これは

google 社のオフィスを彷彿とさ

せた。学生は、企業の下で、自分

の研究成果を社会貢献に繋げる

ために研究活動を行っている。 

強度が強いとされるバナナの皮で、カバンや帽子を作る企業、病院や医療学校の為に人体

模型をいつでも必要性に応じてカスタマイズできるシステムを作っている企業など、さま

ざまな企業を見ることが出来た。 

 

【Taramani ゲストハウス】 

チェンナイに滞在中私たちが宿泊してい

た Taramani ゲストハウスは、大学内にあ

る施設のうちの一つだ。ここには学生の家

族や、大学への来訪者が宿泊することが出

来る。この宿泊所が初めて感じた「インド」

であった。車から降りた時に感じる生臭く、

土臭い独特な匂いは今でも忘れることは無

い。ロビーに入るとインドの神様ガネーシ

ャに迎え入れられ、ここで鍵を渡される。

イノベーションセンター IITM research park 

IITM research park 内部吹き抜け 

Taramani ゲストハウス 
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ゲストハウスは 3 階建てになっているが 80 番代の部屋などもあり、部屋番号は東工大の本

館並みに分かりにくい。一方部屋の方はベッドも布団も柔らかく、非常に過ごしやすかった。

唯一の欠点は乾燥していることである。(洗濯物がすぐに乾く点では良かった。) 

朝御飯と昼御飯は指定された時間に食堂に行くと食べることができ、食堂では 1 本 20 ル

ピーで美味しい飲み物も販売されている。銀色の小皿に入った汁っぽいカレーとインディ

カ米、チャパティなどが提供される。ビュッフェ形式にはなっているものの、カレー以外に

選択肢がないため、毎日カレーと共に過ごす日々を送ることとなる。今となってはあの辛さ

が恋しいが、正直なところ、ゲストハウス 3 日目くらいになると中々耐え難いものがあっ

た。 

 

【講義】 

日本の大学とは違い 1 講義 50 分間で講義間の休憩は 10 分である。1 限は朝 8 時に始ま

る。日本では 1 限に毎回遅刻してしまうような私も頑張って早起きをして 8 時ギリギリに

教室にたどり着くことができた。学生達のかばんが廊下に並べて置かれ、既に教室は学生で

溢れかえっており私たちは中に入ることすらできなかった。どうやらその日はテスト期間

中だったらしく 1 限に行われる全クラスでテストを行っていたようだ。ところがその講義

を担当する教授がその日の昼に補講を開くと教えてくれたので授業を聴くことはできた。

補講なのでテストを受けていた人数に比べ学生は 10 分の 1 程度に減っていた。 

 2 限は Biochemistry の講義を受けた。開始時刻の 5 分後に教授が教室に入ってきて、出

席を取り始めたので結局約 10 分遅れで講義が開始された。講義自体は教授が前でスライド

を使って説明をするという日本でもよく見かける形式だったが、教科書やレジュメのよう

なものがない上、学生は熱心に聞いているだけでメモを取る様子の人が全くいないのが印

象的だった。意外にも後方の席ではスマートフォンをいじったり机に突っ伏して寝ていた

りする学生もいて驚いた。遅く始まったのにも関わらず、予定時刻より早めに終わり時間に

ゆとりのあるインドらしさを感じた。 

 

 

空き教室の様子                   授業中の廊下の様子 

休み時間には多くの人で賑わう廊下も 

授業中はほとんどいなくなる 
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 午後には Japanese language の講義を受けようと、キャンパスの一番端にある建物まで

行き教室を見つけ出したが、開始時刻になっても一向に人が来る気配がない。時間割を確認

すると場所も時間も間違ってはいなさそうだった。ちょうど通りすがった女性に尋ねると、

事務室まで案内してくれ、そこでこの講義の教授に会うことができた。何とこの講義は別の

曜日に行われているらしく、丁寧に日本語で説明してくれた(インドの人だが流暢な日本語

を話していた)。このようなハプニングは私だけではなく、今回の派遣参加学生は皆何かし

らのハプニングに見舞われ、予定通りに講義を受けることはできなかったようだ。しかしこ

うした経験もインドらしさを味わえるいい機会として楽しく思えてきてしまうのがインド

の良い所だ。私たちは講義に出られなかったために突然生じた空き時間に、キャンパス内の

循環バスに乗って周遊してみたり、ココナッツ林に足を踏み入れて散策したりとキャンパ

スを満喫することができた。 

 

【学生との交流】 

インドの学生との交流のきっかけとなったのが三日目に予定されていた IC&SR センタ

ーでの東工大からの我々派遣参加者による発表だった。発表後にこの発表を聞きに集まっ

てくれた学生たちと話がはずみ、そのまま皆で一緒に Zaitoon というレストランで夕食を

とった。ベジタリアンの学生が多いが、Zaitoon では veg(ベジタリアン向け)と non-veg(チ

キンなど)の両方のメニューが豊富に揃っており、日本人もインド人も満足に食事を楽しむ

ことができる。さらに食事の後に仲良くなったインド学生が夜の海に連れて行ってくれた。

海までは少し遠いのでタクシーを呼んだが、日本に比べると格安で乗ることができた。海岸

付近はちょうどお祭りの時期だったようで、インドの学生も見たことがないという程大勢

の人で賑わっていた。海は暗くて何も見えなかったが、暑いインドでの潮風は心地よくとて

もいい経験だった。 

 

 

この日仲良くなった学生達とはその後もやり取りが続き、後日みんなで学外のショッピ

ングモールへ行った。キャンパス内は穏やかでインドにいることを忘れてしまいそうにな

るが、一歩外に出るとかなりの交通量と鳴りやまないクラクションの音で異国を実感させ

発表をきくインドの学生たち              夜の浜辺の様子 
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られる。モールまでは片道 2 車線はあるような広い道路を横断しなくてはならないのだが、

そこに横断歩道といったものなどない。タイミングを見計らいながらインドの学生の指示

に従い全員同時でなんとか渡ることができた。とても日本人だけでは渡れない、インドなら

ではのすさまじい光景だった。 

 この発表の時以外にも、一緒に世界遺産の観光に行ってくれた学生や、キャンパス内で声

をかけてくれた学生などたくさんの学生と知り合うことができた。帰国前夜には学生たち

とキャンパス内の CCD(Café Coffee Day)というカフェで夜遅くまでおしゃべりをした。イ

ンド学生オススメの CCD 特製チョコレートドリンクは本当に美味しくて滞在中に３回も

飲んでしまったほどだ。最終日にはゲストハウスまでたくさんの学生が見送りに来てくれ

て皆で別れを惜しんだ。 

 

3.企業・工事現場の訪問 

【ルノー日産オートモーティブ インディア】 

 「ルノー・日産・オートモーティブ・インディア（RNAI）は、ルノー・日産が世界初のア

ライアンス工場として 2007 年に設立した会社である。インド国内市場向け生産のみならず、

海外へ輸出を行っている。インド南部チェンナイ近郊にあるオラガダム工場ではダットサ

ンブランドの「redi-GO」やルノーの「KWID」をはじめ、10 種程度の車種が生産されている。 

 多くの国々に輸出されるが、オラガダム工場からは日本やアメリカなどの先進国には輸

出されない。この理由は、例えば、日本人が車を買って納車の時点で目に見える傷があれば

受け取ってもらえない。だが、インドではそのようなものでも受け入れられるし、工場でも

質が特別高い車は作らないからである。ただし、インドでは排出ガス等の環境基準は厳しく

定められてはいないが、環境に配慮しない車を作るのではなく、日本の環境基準を採用して

いるのだそうだ。チェンナイという立地は、輸出をするので港までの距離が短いと輸送コス

トがかかるので港に近いという条件と、輸送がしやすいように幹線道路の近くに工場を建

てるという条件を考慮したうえで決められたそうだ。また、部品を供給してもらうサプライ

ヤーの工場が集まっていたためでもあり、実際に必要なサプライヤーの工場はすべてルノ

ー日産工場の隣に存在する。 

 工場に入るとまず「道場」と呼ばれる自動車の仕組みが実物を見て触って学べる場所を見

学させていただいた。インドでは自動車はまだ普及しているとはいえず、富裕層しか購入で

きない高価なものである。そこで、工場で働いている人を含めほとんどの人は自動車を運転

したことはおろか、触ったことがなく、自動車が動く仕組みは当然知らない。工場で自動車

を作るうえで自分が行っている作業は自動車のどういった操作・機能に関連しているのか

を知ることは丁寧で正確な作業をし、自分の仕事に誇りを持つうえで大切である。道場では

エンジンの仕組みやミラーが動く仕組みなどが中の部分が見える形で実物が展示してあっ

た。この道場は現地の方々が自発的に作り上げたという。また、同じものをずっと展示して

いるのではなく、日々作り替え、改善されているという。他にも座学の教室があり、ねじを
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締める訓練などもするそうだ。 

 工場のラインは二つ存在し、途中で一回折り返す縦に長い構造となっている。よって一つ

のラインで複数の車種を製造することになる。ただしプレスの工程のみラインは三つ存在

する。プレスでは一つの車種につき一つの型が必要であり、製造車種が 10 種もあるため、

二つよりも三つのラインにするほうが効率が良いからである。同じラインでいくつもの車

種を作るので組み立ての時に混乱しないのかと思われるかもしれないが、違う車種でも内

装は同じ部品を使っていることが多いのでそのような心配はないという。 

 日本の自動車工場は機械によって全自動で進められることが多い。なぜならば、初期投資

はかかるが人を雇うよりもコストを下げることができるからである。しかしここチェンナ

イ工場ではほとんどの工程を手作業で行い、手作業でやることが困難であったり危険な可

能性がある最小限の工程のみ機械を導入している。機械を買うよりもインドの人件費が安

いからである。工場で働く人は正社員、インターンシップの人、派遣の非正規社員からなる

が、正社員でも 1 日に 250 ルピー（日本円で 400 円程度）しかもらえない。 

 ここで、自動車の製造工程は日産のマニュアルに沿って行われるが、一か所だけルノーの

製造方式をとっているところがある。車体に基盤を取り付けるところなのだが、日産の方式

では部品を一つずつ取り付けていくのだが、ルノーの方式ではまず基盤にパーツをすべて

取り付けてしまい、それから基盤を車体に取り付けることで効率を上げているということ

でルノーの製造方式がとられた。また、ルノーの自動車にはこの方法でしか組み立てること

ができない車種があるという。これからルノー車の製造を増やし、一つのラインをルノー車

専用のラインにするという計画もあるらしい。 

 停電は昨年は 12 回あったという。自家発電装置ですぐに復旧するそうだが、日本では停

電がおこることはないことを考えると 12 回は多いと感じた。サプライヤーの工場でも停電

はあり、部品が届かなくなることもある。 

 

  
ルノー「KWID」                       セキュリティーは厳しく撮影禁止だった。 

 

【ＲＮＡＩの開発センター】 

次に車両で 30km ぐらい離れた日産ルノーインド開発チームに訪問した。最初の印象は普
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通の会社の事務室と一緒であった。数十台のデスクが並んでいて、デスクにはコンピュータ

ーとモニターが準備されていた。一般の事務室と異なるのは、その数十台のコンピューター

は様々な専門設計専用プログラムや、制御システムプログラムなどの役割を果たしている

ことであった。そして一般の職場のところを通って会議室に入って日産ルノーインド開発

チームはどういう仕事をしているのか説明を聞いた。2010 年頃は、日産の自動車は日本で

開発、テストしてそのデータをそのまま使ってチェンナイではただそのデータを利用して

車の生産だけをしていたという。ところが、今はインド固有の需要スタイルに合わせてこの

開発チームで開発、テストが行われている。もちろん、様々な企業と分業システムが築かれ

ていて、まず部品メーカーで各自でテストして、車両全体のことは日産ルノーが実施してい

る。具体的に、まずＣＡＤを利用して車両の部品を３Ｄモデリングし、 ＣＡＥという工程

を行う。ＣＡＥとは、computer aided engineering の略で、３Ｄモデルを利用したシミュ

レーション（例えば強度や、耐熱性などのコンピューターシミュレーション）あるいは製品

の設計支援システム、また工場で行われるロボットアームの動きなどをコンピューターを

利用して行うものだ。開発チームで働いているインド人の場合は、このような複雑な知能作

業能力が必要で、教育されている人材が多い。したがって、工場のインド人は日本人に比べ

低い賃金をもらっているが、開発チームではそういう格差は少ない。そして、そういったイ

ンド人の人材育成のために毎年100名ぐらいの人を費用を支援して日本に派遣させている。

日本の日産で働きながら技術を身につけ、インドに戻ってきてその技術を発揮するためだ。

しかし、インド人の就職観は日本人の就職観とは違って、キャリア中心社会だという。よっ

て、開発チームのインド人は毎年 10％は退職する。その中には日本に派遣された人も含ま

れていて、日産としては大変なところもある。しかし、その分毎年 20％をまた外部からの

人材で募集しているので、社員の数は現状増えている。 

 

【NYK&FORD】  

次に訪問したところは、FORD のチェンナイ工場である。1995 年に作られ、350 エーカー

（約 1.42km^2）の敷地を持つ工場では一時間あたり約 40 台の自動車が作られる。主な車

種は EcoSport, Figo, Global Fiesta,Endeavour がある。インドローカルライジングの一環

として、FORD 社は小型車と底変位エンジン（Low displacement engine）車に注力してい

る。37 ヶ国に輸出していて、NYK（日本郵船会社）の郵船ロジスティクスがマネジメント

をしている。また NYK は、1885 年に創業されて、世界で最も有名な郵船会社の一つであ

る。もとは郵船会社で船を利用した郵送の仕事を行っていたが、戦後、郵船ロジスティクス

（元名株式会社国際旅行公社）を設立し、貨物の集配から保管、梱包、積載、通関などの手

配を行い、複合一貫輸送サービスを提供するフレイト・フォワーダーとして世界規模で事業

を展開するグローバルロジスティクス企業に成長した。今回訪問した FORD 社では工場の

ほとんどを郵船ロジスティクスが管理していた。関係者によると、FORD 社の仕事を最も

効率よい方法でその輸出（船を利用した）まで NYK で管理しているため、FORD 社にとっ
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ても NYK にとっても効用が高いビジネスであるという。工場の中の工程はレール式で日産

ルノーの工場と似ていた。しかし NYK の管理の下で品質検査のところが４つ続いていて工

場から作られるすべての車両を 4 回も検査し、完璧を求める部分は特に印象深かった。 

 

【L&Ｔ】 

Ｌ＆Ｔ（Larsen & Toubro Limited）は製造、建設系のコングロマリットである。1938 年

にヘニング・ホルク=ラーセンとソレン・クリスチャン・トゥブロ両名の技術者によって設

立された。二人の技術者の会社はインド人と共にインドで大きな成長を果たしていく。現在

では建設業のみならず、原子力発電事業、造船、重化学工業、ＩＴなど大きなコングロマリ

ットとなるまでになった。今回の訪問では、最初にそのような成長の歴史について話を聞い

た。私は建設が主な事業であると思っていたので、何でも作ってしまうＬ＆Ｔの技術力がど

こから湧くのかとても興味を持った。 

また、この後は建設事業のプレゼンテーションを受けた。バンガロールで実際に見たモール

を建設していたことを知り、身近なところにも存在していて、インドのインフラを技術力で

支えていることがわかった。最後にコンクリートの開発現場を見学した。私は今回の訪問で

この場面が一番印象に残っている。きれいな研究所内には様々な実験器具とサンプルが置

いてあった。透水性アスファルトやセメントを使わないコンクリートなど最先端の技術を

開発していた。私が感銘を受けたのはとても大きな建造物を造るのにも関わらず、このよう

な基本となる素材を下請けに任せるのではなく自分たちで開発しようとする姿勢だった。

私はここにＬ＆Ｔの技術力の秘密があるのではないかと考えた。大きいものを作るために

は小さい単位となるものから理解していなければならない。実際にここで開発された特許

は数多くあった。 

 

       
特徴的なデザインの建築         広い研究所内はゴルフカートのようなもので移動 
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開発室で熱心な説明を受ける 

       

実験サンプル                      研究所で説明を受ける 

 

4.そのほか 

 ここでは、チェンナイ市滞在中に観光した個所や自由時間などをどう過ごしたかを報告

する。 

 

【観光、自由時間】 

 私たちは 6 日目の 10 日土曜日にマハーバリプラムという世界遺産を観光した。ここには

7 世紀ごろの寺院などの遺跡が数多く残されている。 

 下の写真の大きな岩はクリシュナのバターボールである。不安定に見えるが、大勢の人が

押してもビクともしない。ヒンズー教の神のひとりクリシュナが食べていたバターボール

が落ちたものの一つだと言われている。 

    
横から見たクリシュナのバターボール 坂の上から見たクリシュナのバターボール 
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 マハーバリプラムにはこの他にも神話上の戦争の様子を描いた壁画が彫られていたり、

灯台に使われていたという建造物も残っていた。 

 

 

 また、海岸にはヴィシュヌ神が眠る寺院があった。元々は複数の寺院があったそうだが、

津波によって壊されてしまい、現存するのは 1 つのみであるということだった。 

残された海岸寺院                      ショッピングセンター 

チェンナイ市での自由時間では、インド工科大学（IITM）の学生たちと様々な交流をし

た。大勢で動いたことをピックアップすると、4 日目に皆で大学の近くにあるショッピング

センターへ買い物に行ったことである。ショッピングセンターの屋内と屋外では雰囲気や

衛生面などかなり異なり、日本人としては建物内の雰囲気は一時的に帰国したような安心

感があった。日本でもよく見かける店舗が多くあり、ショッピングセンターに行くまでの道

のりとのギャップは大きかった。 

 

【食事】 

 食事については、予想通りカレーが多かった。しかし日本で食べるようなカレーとは異な

り、辛くて独特の香りがするカレーが少量ずつ何種類かあり、それをチャパティやヨーグル

トや米と一緒に食べるというスタイルであった。大学構内にはカフェやレストランがあり、  

戦争の様子を描いた壁画                       灯台に使われていた建造物 
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カレー以外を食べようと思えばきちんと食べることができる環境ではあった。 

本場インドカレー 

 

 第 3 章バンガロール 

 

1.バンガロール市の概要 

カルナータカ州都であり、マイソール

高原に位置し、標高 920m．人口は 842 万

人（2011 年）でインド第 3位である。 

英国統治時代，南インド支配の中心地

となり，新市街や兵営が設置されると，都

市建設のためにあらゆる地方から労働者

が流入した。1947 年のインド独立後，国

営の重工業，航空産業，宇宙産業，防衛産

業の工場群が置かれた。1991 年のインド

経済自由化後，ハイテク産業が確立され，

インドの IT産業成長の中心となった。「イ

ンドのシリコンバレー」と呼ばれ、2004 年

にはインドのソフトウェア輸出の 35%を

占めるに至っている。 

現在では高い教育水準を誇る大学と研究所 

群が集まり他都市に比べて識字率も高い一方で、大気汚染、交通渋滞、犯罪、スラムなど

の問題も抱えている。2014 年，カンナダ語での名称に合わせた「ベンガルール

（Bengalūru）」への改名が正式に認可された。川下のタミル・ナードゥ州と水不足問題

でもめているが、これは政治家が支持を集めるための計画的な揉め事であるとも言われて

いる。高原にあるため他都市と比べて涼しく，「ガーデン・シティ」と呼ばれる。最も寒

い 12月は平均 15.4°C、最も暑い 4月は平均最高気温が 32.8°Cである。冬の気温はほと

んど 12°C以下に下がらず，夏の気温はほとんど 34–35°C以上は超えない。 

インドにおけるバンガロールの位置 

Bangalore 
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実際に、チェンナイでは座っているだけで頭からつま先まで汗が染み出るような暑さだ

ったが、バンガロールに着くと 9月頃の東京程度に感じられた。  

 

【街の様子】 

バンガロール市を訪れる前は，近代的なビルだらけなのかと思っていたが、中心のＵＢシ

ティやオフィスビル周辺以外の町並みは私たちから見て十分にインドらしさを感じるもの

であった。私たちが訪れた時期はちょうどイスラム教の犠牲祭にあたり、ムスリムたちが街

中で大量のヤギや羊を売買する姿が印象的だった。 

車と二輪の比がチェンナイとは逆とまではいかないものの、車が多い印象を受けた。二輪

に乗っている人も、チェンナイではノーヘルメットが圧倒的に多かったのだが、バンガロー

ルではしっかりとヘルメットを着用している人のほうが多かった。これは気候が涼しいの

でということもあるのかもしれない。 

 

 

 

街中には数え切れないほどの石屋（Marbles and Granites）がある。バンガロール郊外に

は巨大な石切り場があるが、そこでの労働環境は過酷で、出稼ぎ労働者に加えて学校に行け

ていない子供の労働者もいるそうだ。石の粉や埃で肺疾患を患う人も多いという。 

数々の石屋 

  

犠牲祭用に売買される羊 バンガロール中心部では車が比較的多く 

二輪ユーザーもヘルメットを着用している人が多い 
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街中で見かける若い女性はサリーを着ている人が少なく、欧米のファッションに身を包

んだ人が多い。実際にショッピングモールでは Forever21 といった欧米のファッションブ

ランドや夜遅くまで若い男女のグループが楽しんでいる様子が見られた。趣味で友人とロ

ックバンドを組んでいるという現地の大学生と話したが、市内にはリハーサルスタジオも

あり、バンガロール出身のロックバンドもいくつかあるそうだ。インドで人気だというコー

ヒーチェーンの Café Coffee Day の店舗は広く清潔で高級感があり、店外の世界とは一線

を画していた。中心地の高架下にはアートギャラリーや子供が遊べるような公園が整備さ

れ、文化的な雰囲気が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

    22 時頃のショッピングモール内のフードコート     Café Coffee Day の店舗 

 

 

アートギャラリーと公園 

 

このように中心地では近代化や欧米化を感じられる一方で、市の抱える問題点も垣間見

えた。ごく一部の道を除いてほとんどの歩道や車道は整備や管理が行き届いておらず、唐突

に穴や陥没に出くわした。街中の道の管理は州政府が行うらしいがそこまで手が回らない

のだろうかと感じる。街路樹にはアンテナが適当に巻き付けられて顔の高さにまで垂れ下

がっており危険である。また，少し中心部を外れるとスラム街とみられるゴミだらけの地域

があった。シティ・マーケットでは牛が闊歩し、家畜の臭いと土埃に圧倒された。 
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道路に突然の陥没      無造作に巻き付けられたアンテナ         線路脇のスラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

シティ・マーケット 

 

【電車移動】 

チェンナイとバンガロール間の移動には Shatabdi Express を利用した。国営の鉄道省が運

営する鉄道で片道 350km を約 5 時間。窓からは南インドの田舎風景が楽しめた。原始的な

家々や農作業する人々が見えた。線路上には何食わぬ顔で座っていたり歩いている人がい

た。インド最速の列車であり、数時間～十数時間の遅延が一般的なインドの鉄道の

中では比較的遅延が少ないほうであるという。最高速度は 130km/h であるが、発進

してからスピードを出すまでかなり時間が掛かっていたのが印象的だった（体感で

10 分近く）。停車駅がなくてもかなり遅いスピードまで減速することがたまにあっ

た。車内のトイレは和式のような形であり、揺れも相まってやはり水浸し。 

Shatabdi express（外観）                  南インドの田舎 
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電車内のトイレ                  Shatabdi express（内観） 

 

片道 4290 ルピーの一等車を利用したので快適だった。空

調付きで折り畳み式テーブルはもちろん荷物フックやフ

ットレストもある。車内では新聞、水、ビスケット、ジュ

ース、コーヒー、チャイ、食事の無料サービスがある。イ

ンド人の乗客も裕福そうな人たちが多かった。彼らも車

内食はほとんどの人が手ではなくスプーンを使って食べ

ていたのが印象的だった。おそらく手を洗う設備が無い

からかもしれない。車内は静かで乗客たちのマナーも良

いと感じた。勝手に昇降口を開けることができて危険で

あるのと同時にスリリングであった。 

                           走行中でも昇降口を開けられる 

 

2．企業の訪問 

 

【Autodesk】 

Autodesk 社はアメリカ発の CAD を中心としたソフトウェアメーカーである．機械系で

あれば Inventor 等が有名である。他にも化学系では構造式を書くためのソフトウェア、建

築系では設計や強度解析を行うソフトウェアが存在するそうだ。インドではバンガロール

にそのオフィスがある。東工大においても Fusion360 (後述) のワークショップが行われて

いる。訪問当日は休日ではあったが会議室の中、東工大の学生教員 13 名と企業の方、また

企業にインターンシップの形で働いている学生で熱気に溢れていた。社員の方からの発表、

また学生による Fusion360 が行っているコミュニティ、Autodesk community や Autodesk 

ONLINE GALLERY が紹介された。 

今回の訪問において最も強調されたことが Autodesk 社の比較的新しいソフトウェア

Fusion360 だろう。このソフトウェアには様々な特徴がある。3D のデータを作るには大き

くモデリング(デザイン性や形を重視)と CAD(寸法を重視)に分けられる。Fusion360 はその

両方の機能を搭載し。機械設計をしながらも綺麗な見た目を素早く作ることなどが可能に
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なっている。それに加え Fusion360 の特徴はクラウドと非常に相性がいい。Autodesk 社主

催のコンテストを開く、Autodesk ONLINE GALLERY 等の後押しを含めてデータのオー

プン(作ったものを無料で公開し、誰でもその情報を閲覧、利用できる)化が進んでいる。

Autodesk ONLINE GALLERY には日本人の登録者が多いと聞いた。 

会議の後には食事会が開かれた。そこでは学生は機械系が多くインターンシップが終わ

ればそのまま Autodesk 社に就職するもいると聞いた。当日は休日だったが、多くの社員、

学生に招かれ、とてもフレンドリーであった。時間の都合で最後は速足になってしまったが、

非常に知的で有意義な時間を過ごした。 

 

【NEC】 

NEC と聞いて私がイメージした企業は、パーソナルコンピューターで有名な企業であった

ことだ。しかし、今回私のイメージとは全く違う NEC の新しい面を知ることをできた。 

NEC India Excellence Center Unit を今回見学させていただいたが、そこで開発を行っ

ている生体認証技術とリテーリングについてお話を伺った。 

・生体認証技術(Biometrics) 

顔、瞳、指紋、静脈など一人一人の生体情報を

用いて本人を確認することを生体認証技術と

いう。NEC はこの分野で世界にトップレベル

の技術を持っているそうだ。 

図に示したように NEC の生体認証技術はイ

ンドのアドバープログラムに使われている。

アドバープログラムとは公的な業務において

本人確認を生体認証で行うシステムであり、

登録者数が 10 億人を超えた世界最大の生体 

                        アドバープログラムについての記事 

Autodesk 社での集合写真 食事会の様子 
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認証システムである。また、スマートフォン

端末を利用して、自分の顔を登録し認証する

デモンストレーションを体験したが正確に認

証が行われていた。 

 

 

 

生体認証技術を体験 

・リテーリング 

アメリカの 7 イレブンでの物流システムについて NEC India が関わっていることを知

った。今の時代では物流を最適化するためにＩＴの力を駆使していることを知った 

 

3.観光・自由時間 

今回のプログラムではバンガロールに 3 日間滞在しそのうち自由時間は１日半であった。

自由時間ではホテルで疲れを癒す人や、外に観光に行く人など各自好きなように過ごして

いた。この節では執筆担当である向谷の経験からバンガロールの観光について報告する。 

 

【観光場所】 

・チャンセリーホテル 

観光場所ではないが、私たちが 3 日間宿

泊したホテルである。バンガロール市の中

心に位置しており、観光名所や会社のオフ

ィスにアクセスが良いことから日本人客

にとても人気があるホテルである。ホテル

内の施設には、銭湯やジム、日本の漫画が

読める休憩室などがあり、さらに日本人ス

タッフがいること、朝食に日本食が提供さ

れるなど、日本のホテル同等の高いサービス  

を受けることが出来る。留学前半を終えて疲れていた私たちにとって、ホテル滞在期間は疲

れを癒す良い時間であった。特に銭湯はとても気持ちよかった。 

 

【メトロ】 

バンガロールについてから最初に全員で向かった場所である。ここは日本の ODA がプロ

ジェクトの一部に関わっており、日本の援助が実際にどのように行われているか実感する

ことが出来た。インドではメトロ建設も軍事産業に入るため、駅構内に入る時に身体検査や

ホテルでの日本食 
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荷物チェックがあるなど厳重なセキリティとなっていた。駅構内はとても広かったが、その

割に利用人数が少なく閑散としていた。運賃は約 15 ルピーであり、これはインドで一般的

な移動手段であるオートリキシャーやタクシーよりも安い。 

 

【シティマーケット】 

メトロとバスを乗り継いで行った場所である。そこは現地の人々の生活を感じられる市

場であり、野菜や果物などを買う事が出来る。沢山の人や牛が居て、インド人の生活の一部

を見ることができた場所であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イスコン寺院】 

バンガロール中心部からタクシーで

20 分ほどの距離にある、クリシュナ神

を祀る大寺院である。通常、入場料は無

料であるが長い列を待たなければなら

ない。しかし 200 ルピーでファストパ

スらしきものを購入すると、行列を待

たずに寺院内を回ることができた。寺

院内は土足厳禁、大きい荷物持ち込み

不可であり、入場の前にチェックさ 

れる。寺院内はとても綺麗で、光り輝く 

仏像や僧侶、大声で歌う信者などがいた。最後には座ってハレークリシュナ・マハマントラ

（真言）を唱える経験をする等、宗教色の濃い経験をすることが出来た。また夜にはライト

アップされており、とても綺麗な観光スポットであった。 

 

【ビナーダサウダ】 

バンガロール市中心部にあるカルナ―タカ州の庁舎である。土日の夜の１時間の間ライ

トアップされており、とても綺麗であった。 

シティマーケットにいた牛 

イスコン寺院の外観 

メトロの駅構内 
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【カボンパーク】 

バンガロール市内、チャンセリーホテルのすぐそばにある公園である。とても大きい公園

で、若者が集まって騒いでいたり、お年寄りが散歩していたりなど、バンガロール市民の憩

いの場となっている。公園付近には水族館、美術館や科学技術館などがあり、コンテンツに

溢れる公園であった。 

 

【スリー・カンテアーラバスタジアム】 

チャンセリーホテルから徒歩 10 分ほどの距離にあるサッカースタジアムである。さらに

そこにはスタジアムの他に、屋外のバレーボールコートやバスケットコートなど、市民が運

動できる施設があった。様々な場所でクリケットが行われており、クリケットが民衆のスポ

ーツであることを実感する良い機会であった。スタジアム内も観光することができ、次の日

が試合のため練習していたシンガポールの選手を見ることができた。 

 

【食事】 

ホテルのレストランで食事をしたり、ホテル周辺の中華レストランやバー、ファストフー

ドなどに行ったりした。バーではインド人よりも外国人の割合が多かったと感じた。また

Café Coffee Day に行ったが、IITM キャンパス内にあったものとメニューや値段が異なっ

ており楽しむことができた。 

        カボンパーク                          Café Coffee Day 
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第４章 所感 

 

学部 4 年  社会工学科 

インドとは一体どんな国なのだろうか。行くと人生観が変わるというが何が人をそこま

で突き動かすのだろうか。行くまで疑問だらけだったインドのイメージだったが、実際に降

り立つとその疑問を持つ暇すらないほどの混沌が広がっていた。車線などお構いなしに走

る自動車、きれいなビルがあるかと思うと、すぐ近くにはゴミ溜めがあって牛がゴミを漁っ

ている光景。そんなインドは確実にパワーがあると感じた。なにがそのパワーを生み出して

いるのか、その問いに正確に答えることはできない。しかし、訪問した施設、企業や工場、

観光地でさえそのパワーを感じた。そして日本との文化・環境の違いに圧倒される 12 日間

であった。 

 プログラムの中で特に印象に残っているのはルノー&日産の訪問である。「一生車を買え

ないかもしれないインド人に対していかにして車の生産へのモチベーションを与えるか、

自発的にもってもらうか」という問いはハッとさせられた。現地の人をただの労働力として

数えるのではなく、その人々のバックグラウンドや生活までも考えること、そしてその上で

現地に根付き、企業としての利益を上げていこうとする姿を知ることが出来た。グローバリ

ゼーションが進む現代において、生産性を求めより安い賃金・コストのある新興国への進出

する傾向が今後より一層強まると思うが、その進出の仕方を考えさせられる場面であった。

市場・生産拠点としてだけではなく、その地に暮らす人々のこと、その地の将来のことを見

据えている姿は、単に利益の追求を求める企業の姿というよりはむしろ企業が出来る国際

貢献の一部なのかもしれないとも思った。 

 今後インドはどのような発展を遂げていくのだろうか。町中を歩けば物乞いがいて、まだ

まだ全体の底上げというレベルには程遠い。一方で日本の地下鉄と見間違えるほどきれい

なメトロが開通していたり、発展への一歩は確実に歩んでいる。今回の派遣プログラムを通

じて、インドの現状の一端を見ることが出来た。今度は 20，30 年後にどう発達したのか見

に行きたい。願わくは、インドの混沌さの名残を残しつつみんながその恩恵を受けられる着

実な発展を期待したい。 

 

学部 4 年  生命工学科 

 インドに行くと人生観が変わる、そう聞いて一度は訪れてみたい国だと思っていた。実際

訪れてみると、予想通りカルチャーショックの連続だった。最初は戸惑うこともあったが慣

れてくるとだんだん「インドらしさ」が愛おしく思えてきて、日本とは違う毎日が本当に楽

しかった。派遣の内容は盛りだくさんで充実していた一方で、時折感じられる現地の人のゆ

ったりとした時間間隔が日本にいるときとは全く違うもので、インドの人の心のゆとりを

感じた。思い返すと、どんな場所にいってもそこにいるインド人は優しくて面白くて愛らし

い人ばかりで、嫌な思いをすることが一度もなかったことに気づき驚いた。またインド人だ
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けでなく、今回の派遣で 12 日間という長い期間ずっと一緒に過ごした日本人のみんなにも

感謝している。数か月前に初めて出会い、インドという異国の環境をともに過ごすことにな

ったわけだが、今ではこの貴重な経験を共有することができた素晴らしい友人たちである。

彼らなくしてはこのインド派遣での楽しい思い出も残すことができなかったであろう。イ

ンドの学生、日本の学生、その両方に刺激を受ける旅となった。私はこの派遣で英語を話す

ことへの恐怖心を捨て、積極的な自分になりたいと思っていたが、インドの学生と会話をは

ずませる日本の学生を見て羨ましく思ったし、自分もそうありたいと強く背中を押された。

また、母国語を別に持った上で、英語も自由に使いこなすインド学生の姿を見て自らの英語

活用力の無さを世界レベルで思い知らされた気がした。研究の面においても、自らの研究に

ついて生き生きと語る学生の姿に、日本の大学生にはないエネルギーを感じた。様々な側面

から刺激、エネルギーを受ける派遣となったが、この年齢で、インドで、この経験をするこ

とができて本当に良かったと感じている。 

 

学部 2 年  無機材料工学科 

 インドに来てカレーばかりの食事、激しいストライキ、きれいとは言えない道路、におい、

トイレなど、たくさんの環境の違いがあったが、一番印象に残ったのは秩序のない交通だっ

た。信号はほとんどなく、交通量が多いところで次々と車線変更して割り込み絶え間なくク

ラクションが鳴っており、そんなところを人が平気で横断しようとしていた。4 人乗りをし

ているバイクもあり、日本にいたら信じられない光景だった。だが、戦後の日本もこんな感

じだったのかなと思うと、今の日本にまで成長させた先人たちの多大な努力を感じた。 

 インド工科大学では、受け身ではなく、自分から身に付けようという積極的な姿勢が講義

で感じられた。環境材料の講義を受けていたところ、学生の一人が先生に質問をしたことを

きっかけに複数の学生も意見を言い合って激しい議論になった。そのまま講義終了の時間

が来ても終わらず、黒板の前で議論を続けていたのがとても印象に残った。今回初めて海外

に行ったが、インドに行くことができてとてもよかったと思った。環境が整った先進国では

見られないような新興国の現状を見ることができ、世界トップレベルの大学で講義を受け、

学生と交流できたことは自分の勉強や将来にとても刺激となった。 

 

学部 3 年  情報工学科 

今回のインド滞在では、異文化体験をできたことが非常に有意義だった。自分は過去にニ

ュージーランドと韓国への滞在経験があるのだが、同じアジアである韓国とでさえ大きく

文化が異なり、もっと他の国へも行きたいと思うようになった。個人的にはインドの神話を

少し聞くことができてとてもうれしかったし、インドに対する興味も深まった。 

また、インドの学生たちは積極的に講義に参加しており、その点において日本の学生との

差異を感じた。滞在 3 日目に講義の聴講をしたのだが、講義終了時点で質問をしていない

学生は自分を含めて少数派だったことに気づき、やや恥ずかしく思った。 
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最後に、今回の滞在で個人的な英語のスキルが不十分だとかなり感じた。インド人の英語

はネイティブに比べて訛りがあるとはいえ向こうの立場からも同じことが言えるし、何よ

り同行したほかの学生たちは円滑にコミュニケーションがとれていたので今後は英語学習

に注力しなくてはならないと痛感した。 

 

学部 4 年  金属工学科 

インドはあらゆる意味で「驚きたい」という私の期待に応えてくれました．市街地や郊外

に出れば，良い意味でも悪い意味でも，人間が生きるために動いているという様子を目の当

たりにしました． 

私たちが直接関わったのはしっかりとした教育を受けた，まさにインド 13 億人の上澄み

のような人々だけでしたが，彼らは優秀なだけでなく，他者への気遣いができる素晴らしい

人たちで，インドのポテンシャルを感じずにはいられませんでした．その一方で，観光地に

行ったり街中を移動していると，格差を目の当たりにすることになりました．カーストとい

う価値観がインドのあらゆる問題に影響していると言われていますが，それはヒンドゥー

教の基盤にかかわる概念でもあり，格差や宗教概念については触れづらかったです．そこで

改めて，教育を受けた人々と受けていない人々の間で，宗教観を含めたあらゆる価値観にど

れくらいの隔たりがあるのかということに興味がわきました．今回，インドの学生と仲良く

なり，連絡を取り合うこともできるようになったので，少しずつでもそのあたりの話題に踏

み込んでいければと考えています． 

 

学部 3 年  生命科学科 

インドに行って日本は無臭な国だと思った。人混み、混沌とした交通、いきなり現れる牛。

現代日本では想像できない、そこで生きていくことができるのか心配になるほどだった。し

かし同時にインドほど人を感じられる国はないのではないかと思った。日本は無臭だと最

初に書いたが、人ごみには人の意志が感じられない。会社へ行くため、学校へ行くため強制

的に満員電車に乗せられているような感覚だ。私はインドで人はこんなに自由に生きられ

るのかと知り、より人について興味を持つことができたと思う。 

私は、もう一度、カメラを手に今度は自分の力でインドへ向かいたい。 
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学部 3 年  機械宇宙学科 

今回インドに留学した目的は主に二つあり、一つはとりあえず留学してみたい、もう一つは

未知の国インドに行ってみたい、ということでした。一つ目は、東工大の留学説明会のたび

に言われてきたことですが、留学に対する抵抗感を無くそう、というもので、今回の留学で

は様々なトラブル(主に言葉の壁)があったものの、なかなか楽しく、留学も悪くないな、と

思うことができました。二つ目のインドに行きたい、ということですが、インドはなかなか

にカオスな国でした。人が多く、資本主義的発展と停滞が混在し、刺激を貰いました。超短

期留学ということでしたが、非常に濃い日々を過ごせて満足しています。 

 

学部 2 年  物理学科 

偶然に図書館のテレビで流れていた広告をみて参加することになったインド短期留学。

とっても素晴らしい経験だった。旅はもともと新しいものと出会い、自分の知らないところ

を体験する作業である。特に、インドの文化は日本の文化と相当異なっているので、今回の

旅からたくさんの経験と刺激をもらうことができたと思う。こういういい機会を二年生に

なって知ったのがちょっとは悔しい。インドの経験がない方はぜひ来年のインド短期留学

に参加してほしい。 

 

学部 4 年  物理学科 

今回のプログラムでは沢山の企業を訪問し、沢山の人に出会うことが出来た。企業訪問で

は、海外で働く日本人を目の当たりにすることで、自分も将来海外で働くのだというイメー

ジを少しだけ具体化できた。これから 50 年後先、恐らく仕事においては国境という概念が

無くなるのではないかと思う。それに備えての経験としては今回の短期派遣は自分にとっ

て重要な位置付けにある。また、車の工場等を見学する中で車が出来上がる仕組みや車が動

く仕組みなどを理解し、その仕組みを自分が学んだ古典物理学と関連付けることが出来た

点も有意義であった。 

インド工科大学の授業に出席した際には学生のやる気と頭の良さを見せつけられた。ま

た出会った人全員、例外なく人間的に素晴らしい人ばかりだった。専門を生き生きと話す人、

国や文化について話す人。自分もこんな風に自分らしさを表現できたらと強く思った。様々

なことを考えさせられた短期派遣であった。 

 

学部 4 年  化学工学科 

IITM の学生の勉学や研究に対する熱意に圧倒された。特に研究面では、毎日大学に通い

実験して結果を出し、さらに国内外の学会発表にも積極的に取り組んでいる彼らの姿勢に

感銘を受けた。彼らの態度を見て、私もさらに研究活動に邁進したいと思うようになった。

また企業訪問した中で、実際の工場を見学できたこと、また海外勤務の大変さややりがいを

学ぶことができた。特に海外でのマネージメントは、インド人は転職が多いなどと文化が異
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なることを受け入れて対応していくことが大切であると知った。全体を通して、色んなとこ

ろでインド人の優しさに触れたこと、また彼らの活気を感じたことが印象的であった。 


