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＜＜＜＜開催報告書開催報告書開催報告書開催報告書＞＞＞＞    
 

NPO法人日印パートナーシップフォーラム（JIPF）は、急速に発展する日印関係の中、両国間に依然として存在する

本質的課題の克服に向け、富士通総研の協力の基に「日本・インド有識者フォーラム」を設立。好評を博した昨年10月

開催の第一回フォーラムを受け、この度、第二回フォーラムを2012年2月17日（金）に、TKP田町カンファレンスセンター

にて開催。インドを代表するエコノミストでFDI政策のキーマンであるラジーブ・クマール氏をはじめ、FDI政策に関する

法律専門家であるバルビール・シン氏、富士通総研根津氏の貴重な見解に、会場一同が聴き入った。 

 

    

オープニングオープニングオープニングオープニング・・・・リマークスリマークスリマークスリマークス    

サンジェイサンジェイサンジェイサンジェイ・・・・パンダパンダパンダパンダ（（（（駐日本駐日本駐日本駐日本インドインドインドインド大使館次席大使大使館次席大使大使館次席大使大使館次席大使））））        
 インドには、輝くインドと、苦しむインドが存在する。輝くインドではソフトウェアとITが牽引する1兆ドル市場が順調に

成長を続けている。現在、フォーチュン500社のほぼ半分がそ

のIT機能をインドにアウトソースしている。一方、苦しむインド

では、いまもなお、複雑な規制・腐敗・貧困の解消や、教育・医

療サービスの提供に苦しむ。インド投資では、困難に直面する

可能性もあるが、これらに耐えうる忍耐と、困難をうまく回避す

ることができれば、その先には美味しい蜜が待っている。イン

ドはまだまだ経済成長の途上だ：中国は短距離走で成長した

が、インドはマラソンで成長する。 

 日本とインドの二国間関係は、最近急速に進展している。そ

の関係は旧来の一方的な関係から、相互利益をもたらす関係

に移行した。インドの核実験により一時的に悪化した両国関係

であったが、森首相の訪印後には復活。 2011年2月に包括的

経済連携協定（CEPA）の締結は、両国関係に新しい要素を追加することになった。 

日本とインドは戦略的に補完しあえる関係にあり、アジア的な結びつきと民主主義的価値観の共有から両国関係を

強化していくべき。「寿司とサモサは、テーブルの両端に位置するかもしれないが、お互いに意欲あるもの同士が一緒

になれば、ダンスフロアは熱くなる。」 

 

    

基調講演基調講演基調講演基調講演①①①①    ラジーブラジーブラジーブラジーブ・・・・クマールクマールクマールクマール（（（（インドインドインドインド商工会議所連合会商工会議所連合会商工会議所連合会商工会議所連合会    事務局長事務局長事務局長事務局長））））    
    ～～～～インドインドインドインド・・・・外国直接投資外国直接投資外国直接投資外国直接投資（（（（FDIFDIFDIFDI））））政策政策政策政策にににに関関関関するするするする国内議論国内議論国内議論国内議論のののの発展発展発展発展～～～～    

 

 私が初めて1984年に訪日した際には、講演にきたのは十

数人であり、当時の私の講演内容は「インドの永続的離陸」

だった。なかなか離陸できないでいたが、今日では離陸を果

たし、これだけのみなさまにご来場頂いている。インドのFDI

政策についてお話する前にまずはグローバル経済の動向を

お話し、次にインド経済、最後にインドにおけるFDIについて

お話したい。 

 

低迷低迷低迷低迷するするするする世界経済動向世界経済動向世界経済動向世界経済動向    

世界経済はこのところ成長予測が見直され、来年の予測成

長率は3.3%と発表された。成長の牽引役は12の新興国市場
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（ブラジル・ロシア・インド・中国・アルゼンチン・インドネシア・エジプト・メキシコ・トルコ・他）であり、彼らがグローバル経

済の76-77%を占めるようになると予測されている。一方、成熟国の成長率はわずか1.5-2%だ。世界経済の低迷に伴

い、成熟国の需要だけではもはや新興国の輸出を吸収することはできないことは明白であり、新興国市場は互いをみ

てビジネスを進めることが必要だ。  

 

インドインドインドインドののののマクロマクロマクロマクロ経済動向経済動向経済動向経済動向 

 現在、インド経済の成長率は今までの8.5%平均から減速傾向にある。2009年のリーマンショックで一時的に低下した

成長率は8.3% まで回復したものの、その後、国内のインフレ対策で導入された金利政策の影響もあり、成長率は7%程

度に留まっている。7%は世界のトップ5に入る成長率ではあるが、インドは中国同様年9%成長を維持できるはずだ。9%

成長を維持できる企業家精神・革新性・有利な人口構成などの国内要因も揃っている。むしろ、インドの労働人口は毎

年1,200万人増えており、9%成長はこの増加する労働人口に対応する雇用創出のためにも必要だ。 

 また、インドの貿易収支は-7%であり、世界経済が低迷する中、対外貿易に依存していないという点で、例えば貿易

収支が+10%の中国などより現状は有利だ。インドは今後新興国市場やアフリカへの貿易を増加させることで世界貿易

シェアを拡大できるとみている。 

 先にも触れたが、インドの強みとして、若年層が豊富な人口構成があげられる。15-64歳人口は全人口の64.9%を占

め、この傾向は2030年まで続くと予測されている。中国の人口が2020年以降減少に転じる予測とは対象的だ。但し、

この有利な人口構成を活用するためには、低い高等教育普及率をあげる必要がある。現在、インドでは高等教育を受

ける子供の比率は12%だ。これは、韓国の60%、中国の24%、米国の78%、日本の80%程度より大幅に低い数値だ。よっ

て、教育への大規模投資を行い、人口構成のメリットを活

用することが大事とみている。 

 資本効率についても、中国との比較で焦点を当ててみ

ると、中国では50%の投資比率に対する成長が9%である

のに対し（capital output ratio：5.55%）、インドでは35%の

投資比率に対して8%成長しており（capital output ratio：

4.38%）、インドがもつ革新性により、投資効率は高い水準

にある。 

 また、昨年末には対ドルで上がり続けてきたルピーが

下降に転じ、市場が金利政策をはじめとするマクロ経済

政策に反応してきたことや、インドの外貨準備金が上昇し

てきていること（現在2940億ドル）は、インド経済のより一

層の強みを示している。 

 

インドインドインドインドのののの外国投資外国投資外国投資外国投資    

 2006-07～2010-11年の5年間で、インドへの外国投資は1,000億ドルにも達した。この数字はそれ以前の年平均

40-50億ドルと比較して格段に増加しており、インドが世界からの投資先として、俄かに注目されていることを示す。し

かしながら、世界経済の不安を受け、資産運用投資は今年度大幅に縮小しており、インドよりも日本など安全な国に

資金が向けられている。一方、直接投資については、引き続き堅調だ。現在、インド政府はGDPの14-5%を占める製造

の比率を2025年までに25%まで引き上げる計画をしている。これを現実化するためには、FDIにおける製造分野の貢献

を増やしていくことが欠かせない。 

 また、外国投資の投資元については、有利な租税条件によりモーリシャスからの投資が全体の42%にまで登ってい

る。インド政府は、現在タスクフォースを組み、脱税やマネーロンダリングなどの温床とならないよう確認を進めている

ところだ。 

  

 インドの小売市場について、まず市場規模の話から説明したい。インドの経済は現在1.5兆ドル（ひとりあたり1,300米

ドル）、民間部門はこのうち0.87兆ドルだ。民間部門については2026年までに4.5兆ドルまで急拡大する見込みで、イン

ド内では一番大きなセクターとなる。しかし、この市場に占める近代小売（スーパー、チェーンなど）は現在僅か5.4%に

過ぎない。仮に100%規制緩和されたとしても、2026年における近代小売のシェアは16%を超えないだろう。この結果、イ

ンドの経済規模が2026年に7.8兆ドルと予想されている中、伝統的小売市場の規模は2兆ドルにも上ることになる。 
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 既に参入済みのReliance, Tata, Aditya Birlaなどの近代小売をみれば、インドにおいてはこれらの参入が伝統的小

売の倒産や雇用喪失につながっていないことがわかる。インドの消費者は、近代小売も伝統小売もどちらも必要とし

ており、その結果、併存することができている。 

 他方、現在最も注目されているのが、電子小売業

（e-retailing）だ。現在、ＰＣやインターネットが普及を拡大し

ており（都心では30%、全体で10%）、携帯の普及（85%以上）

とあわせて、注目されることになりそうだ。特にインド人は価

格に敏感で、新しい技術に対してオープンであるので、他の

地域に比べて、受け入れと拡大は早いかもしれない。 

 

 現在、インドへの参入方法は４つ存在する。まず、第一

に、フランチャイズ契約（例、ピザハット、ラコステ、ドミノス、

ナイキなど）がある。第二に、戦略的ライセンス契約（例、

SPARとRadhakrishna Foodlands Pvt Ltd.）、そして第三に、

卸売業（cash and carry wholesale trading）（例、独メトロＡ

Ｇ）、最後に、製造＋100%子会社（例、ナイキ、リーボク、ア

ディダス）だ。 

 シングルブランドの場合、以下の条件に合致した場合は100%FDIが可能だ。１）国際的に単一ブランドで販売するこ

と、２）製造工程でブランディングされたものを対象とすること、３）外国投資家/企業がブランドのオーナーであること、

４）51%以上をFDIが占める場合、製品製造の30%以上で地場の小規模工場・農村などを使うこと。 

一方、現在議論されているマルチブランドのFDIに関する条件は以下の通りだ。まず、FDIが51%までの場合、政府承

認により認めること。承認は、百万人超の都市での展開であること、最低投資額として1億ドルを設定し、さらにそのう

ちの最低半分がインフラ投資に利用されること、30％以上の地場企業/個人の利用についての規制や、農業生産物に

ついては政府が第一買取権を有することなど、が条件だ。 

 現在、マルチブランドFDIに関する議論は多岐に渡って

いるが、ここでは農業に関する議論をあげたい。現在、イ

ンドでは農業人口が労働人口の50%超を占めるが、農業

生産はGDPの12%に過ぎない。この状況を打開するため

には、農業の近代化しかない。しかし、公共部門の農業

投資は進んでおらず、民間部門の投資による農業の近

代化と復活を期待している。Mother Dailyの事例は企業

が参入することで、小規模生産者を集め、規模の経済と

技術を適用して成功した好例だ（現在は世界的に展開す

るAmulとなっている）。小売業界でも近代小売を受け入

れることで、インドの農業に必要とされている技術・投資・

近代化がもたらされる。 

 

    

基調講演基調講演基調講演基調講演②②②②    バルビールバルビールバルビールバルビール    シンシンシンシン（（（（DSKDSKDSKDSK法律事務所法律事務所法律事務所法律事務所    パートナーパートナーパートナーパートナー））））    
    ～～～～インドインドインドインドにおけるにおけるにおけるにおける投資投資投資投資アプローチアプローチアプローチアプローチ～～～～ベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティスベストプラクティスをををを探探探探るるるる～～～～    

 

インドは不器用に動く巨大な像だ。魅力的な動物であるが、成長に投資は欠かせない。問題は外資がインドを潜在

的脅威とみるか、魅力的な投資対象とみるかだ。外資がまず重要視すべきは、投資の種類（エクイティかデットか）、投

資期間・撤退戦略だ。そして次に重視すべきは、投資先の地域である。 

インドは政治に左右される混乱した民主主義国家だ。政策は頻繁に変更され、司法が介入し政策が変更されること

もある。最高裁が、122の通信ライセンスを取り消したのは記憶に新しい。外資は、こういった環境にリスクを感じるだろ

うが、こういった事態に、異議申し立てができる点もインドの魅力だ。ボーダフォンの事例が好例だ。 
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外資外資外資外資ののののインドインドインドインド参入戦略参入戦略参入戦略参入戦略についてについてについてについて    

さて、外資がインド市場に参入する際には、短期戦略と中長期戦略を分けて考えるべきだ。短期の参入では、多く

のリスクが存在する。事業を始めることは挑戦であるし、土地の取得、事業開始について政府の認可を取ることは難し

い。しかし中長期では、他ではなかなか得られないROCが得られる。 

インドに参入する場合、財務省（Ministry of Finance）、商務

省（Ministry of Commerce）、インド準備銀行（Reserve Bank 

of India）に注意しておく必要がある。FDIにあたっては、業界

によって、キャップを設けている。例えば、通信業界では49%

までは認可が不要で、74%までは外国投資認可委員会

（Foreign Investment Permit Board）へ認可を申請し、それ以

上については財務省の認可が必要となる。一方、FDIが全く

認可されていない業界もある（マルチブランチリテール、ロテ

リー、ギャンブル、原子力、鉄道など）。 

ひとつここで特筆したいことのひとつにインドとモーリシャス

間の租税協定により、インドのFDIの42％までもがモーリシャ

スから受け入れとなっていることだ。この協定は、外資が撤退

を決め、モーリシャスの会社の株式を売却した場合、株式譲渡益に対する課税は発生しないというものだ。例えば、東

京から投資する場合でも、取引が実態のあるものであったかどうかで、課税対象になるかならないかが決まる。投資

する前にこういった課税対策について検討し、投資経路を検討することは極めて重要だ。 

市場参入する際は、参入形態についても検討が必要だ。日本企業の多くは期間限定のインフラ建設に携わる企業

も多い。こういった企業の場合は、法人を設立せず、事務所を設立することで、売上の42%課税を避けることが可能と

なる。 

また、日本で上場している企業がインドで地場企業と合弁した場合、その合弁企業には、インドにおいて上場してい

る企業と同じ公開義務が発生する。これを避けるため、日本企業はまず100%持株会社をインドに設立し、これを経由し

て合弁に参加する手法が考えられる。 

 

契約交渉時契約交渉時契約交渉時契約交渉時のののの注意点注意点注意点注意点    

インドの交渉スタイルは日本のそれとは大いに異なる。まずインドの企業の多くは、三菱などのように株主が多様で

あるタイプと異なり、株主と経営が限りなく一体となって

動いていることを理解するべきだ。デューデリジェンス

は、企業と経営陣に対して実施しなければならない。 

日本企業による買収案件の多くは、過剰に価格が吊

り上げられているものが多い。おそらく理由は、契約交渉

の場において、現場にいる人間は東京で一度決めたこと

を覆す権限がないためと考えている。 

また契約上では、インドの法規制等の変更リスクに備

え、適正な紛争解決条項を設けておくことが大変重要

だ。条項は、どんな事態に対しても明確である必要があ

る。誰もインドの長くてコストのかかる司法プロセスには

世話になりたくないだろう。 

 

 

基調講演基調講演基調講演基調講演③③③③    根津根津根津根津    利三郎利三郎利三郎利三郎（（（（富士通総研経済研究所富士通総研経済研究所富士通総研経済研究所富士通総研経済研究所    エグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブエグゼクティブ・・・・フェローフェローフェローフェロー））））    
    ～～～～TPPTPPTPPTPPとととと日本日本日本日本ののののアジアアジアアジアアジア戦略戦略戦略戦略～～～～    

 

日本通商政策は、前回（第一回フォーラムで）お話したASEAN+6と本日お話するTPPの両輪で進んでいる。このふ

たつは回転するスピードが違っていて、右に行ったり左に行ったりするわけだが、本日は、TPPについてお話したい。タ
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イトルでもわかる通り、私は、日本はTPPを推進すべきと考えており、ここでは10の観点からその根拠を話し、最後にイ

ンドとの関係について触れていきたい。 

 

日本日本日本日本ががががTPPTPPTPPTPP交渉交渉交渉交渉をををを進進進進めるべきめるべきめるべきめるべき10101010のののの理由理由理由理由    

 まず日本はTPP交渉において、「守り」ではなく「攻め」

の姿勢を心掛けるべきだ。日本では、「米は大丈夫か」

「国民皆保険は大丈夫か」と守りの姿勢から入る。アメリ

カなどと話すと逆だ。どう攻めていくかという点のみ考え

ている。米国も、自由化を推進しているが、実は砂糖や

チーズの自由化は絶対に受け入れない。バイアメリカン

やジョーンズアクトといった自由化に正面から反する法

律が存在する。そういった部分を攻めていく交渉が必要

だ。 

 日本では、一般の消費者の利益を考えている人がいな

い。政治家はみな次の選挙に当選することしか考えず、

農業・医療といった既得権益を守ることにしか関心がな

い。結果して、日本の食糧は欧米に比べて高い。では、欧米では保護していないかと言ったら、そうではない。つまり、

日本のように価格メカニズムに介入して価格を上げるのではなく、自由化の結果生活が成り立たなくなった農家には、

所得保証により保護しているわけだ。日本もこういった方法を取り入れるべきである。日本は米を主食としながら、世

界で一番高い米を食べている。主食というものは、一般的にみなで消費するため、自然と価格が下がるものだが、そう

なっていない。こんな国は他にない。 

 さて、果たして自由化により農業は破たんするのか。日本の農業生産は8兆円規模で、高い関税がかかっていて影

響が出るのはその半分の4兆円程度の話だ。これは富士通の売上程度でしかない。たかが1社程度の規模の話であ

り、この程度で日本が崩壊するとは思えない。 

 また、日本の農業はすでに持続的ではない。今、農業に関与している人口は260万人だが、平均年齢は65.8歳で、農

業を片手間でやっている方が多数だ。生産性は低く、耕作放棄地が40万ヘクタール（全体の半分）もある。また、平均

の農地は2.2ヘクタールしかなく、大変小さい土地でやっている。欧州では50、米国は200、豪州では3,000でやってお

り、競争にならない。欧州も以前は日本同様、小規模農地であったが、戦後、政策的に統合して、現在の50ヘクタール

程度にまで統合した。これでも完全には競争できないので、その部分については所得保証を行っている。 

 三つ目のポイント。TPPは今述べてきたような日本の小規模で生産性の低い事態を打開するための、きっかけとして

使える。実際に、TPPへの対応として、現在農協が中心になって、農地を20ヘクタール程度まで統合しようという動き

が出てきている。 

 また、4つ目のポイントとして、TPP交渉はフレキシブルであるということを頭に入れておくべきだ。先に述べたように

米国は砂糖やチーズの自由化を行うとは思えないし、野田首相が日本の参加を表明した直後に、参加表明したカナ

ダなどは、自由化により分離独立も辞さないケベック州などの地域を抱えている。それぞれの国にはそれぞれの問題

があるわけだが、大事なことはTPPが交渉可能であることだ。どれだけ取れるかやってみればいい。すぐに自由化しな

いといけないのは8割だ。日本はすでに9割自由化しているので、自由化されるのは15-20年先のことだ。長期的に、農

業への対応も考えればよい。 

 ISDS（Investor State Dispute Settlement） は国家主権を失うという議論があるが、これは誤解。外国で問題があれ

ば、第三国の仲裁機関で仲裁を行うことは、むしろ日本のように海外に投資をしている国にとってはメリットになること

だ。 

 日本はアジアとの国々との交渉を先にすべきではないかとの議論がある。実際に私はASEAN+6の場で議長として、

クマール氏は委員として、議論してきた。ところが結論から言うと、この交渉はなかなか進まない。なぜかというと、例え

ば日韓の間の貿易関係をみれば明らかだ。つまり、日本から韓国への輸出は、韓国からの輸入額を大幅に上回って

おり、さらに関税がかかっている対象額も、日本から韓国への輸出は、韓国からの輸入の何倍にもなる。これでは、韓

国が自由化するメリットは存在せず、交渉が進まない。日韓でそうであるのだから、東アジア自由貿易圏はなかなか進

まない。つまり、こちらの交渉を進めるべきだと言っている人は実は、自由化を進めたくないと言っているのと同じこと

になる。 
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 日本では自由化は米国の陰謀だという人がいるが、米国は日本のTPPには関心を持っていない。日本の市場はも

はや拡大する市場ではなく、ここに関心はそれほどなくなってきている。また、自動車産業などで、米国は日本市場に

うける製品を作れないことはわかってきている。よって、あまり関心がない。 

 少しスキャンダラスな話だが、日本は米に高い関税をかけるかわりにミニマム・アクセスと称して、海外から米を70万

トンも輸入している。そしてそのうちの半分がなんと米国米だ。管理することによって、なんの努力もしないで、米国米

が30万トンも売れている。牛肉も同じだ。米国は、現在の日本の管理体制に実は満足しているはずだ。日本は米国に

感謝されて然るべきであるはずだが、逆に怒られているのは交渉がうまくないためだ。 

 さて、日本はマルチラテラルな交渉を取り入れることで、米国との交渉のように、二国間で、裏に回って汚い交渉をさ

れる事態を避けることができる。マルチな交渉は他国が見て

いる場面で議論するため、論理が必要であり、裏取引のよう

なおかしな条件をのまされる事態にはならない。 

 自由化をすると、ただでさえデフレの日本において、さらに

デフレが進むのではないかという議論があるが、デフレの原

因は別にある。デフレについては、金融政策や賃金の問題

など本来やるべき政策で対処すべきだ。 

 TPPへの交渉はすでに他国で開始されているわけだが、

日本が参加するにもまだ遅くない。つまり、通常こういった国

際交渉がある程度進んでいれば、各国が国内の関係者と議

論するため、議論の骨子のようなものが出てくるはずだが、

出てこないところをみると、まだ原則論の段階を出ていない。

日本が交渉に入る余地は十分にある。 

 

TPPTPPTPPTPPとととと日印関係日印関係日印関係日印関係についてについてについてについて    

 最後にTPPとインドとの関係を考えたい。日本は今後、このTPPとインドも含めた東アジア経済共同体のダブルトラッ

クで進めることになる。その中で、日本の通商政策は、今後、貿易よりも投資になってくる。日本の投資利益がどのよう

に守られるかを各国と議論していくべきだ。さらに日本は複数国間のグローバルチェーンを作ろうとしている。インドも

この中に入ってくる。よって、インドとの関係も、この多国間関係の中で交渉を進めていく必要がある。 

 また、東アジア経済共同体の話が進まないのは、リーダーシップの欠如がある。日本にはその勢いがない。中国は

なんとなく他国が警戒している。インドもまだその準備ができていない。これからは日本・中国・インドのシェアードリー

ダーシップが必要であり、3国の連携によって、東アジアを発展させていってほしい。 

 

 

 


