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第 1 部 

 司会 それでは、第 1 部「日印関係の課題と展望」につきまして、駐インド日本大使館

前特命全権大使、現在は特命全権大使経済外交担当の堂道秀明様のご講演を始めさせてい

ただきます。 

 堂道様は昭和 47 年に外務省にご入省、昭和 63 年に中近東アフリカ局アフリカ第二課長

にご就任され、その後も世界各国の大使館で公使等をご歴任されました。平成 19 年には

インド特命全権大使にご就任され、本年 2 月末にご帰任されました。3 年強インドに在勤

され、発展著しいインドの最新情勢をつぶさにご観察されました。現在は特命全権大使経

済外交担当として大変ご活躍されておられます。 

 お待たせいたしました。本日第一部の講師である特命全権大使、堂道秀明様にご登壇を

お願いしたいと思います。皆様、大きな拍手でお迎えくださいませ。 

（拍手） 

 堂道 皆様、堂道でございます。野村理事長、それから仁井専務理事、鈴木会長、本日、

りそなアジア・オセアニア財団が公益財団法人に移行いたしまして、最初のセミナーにこ

ういうかたちでお招きいただいたことを大変光栄に思っております。 

 本日いただきましたお題は「日印関係の課題と展望」ということでございますけれども、

ここにおられる皆様のどれだけ多くがインドとかかわっておられるか私はわかりませんの

で、まず皆様がどういうイメージをインドに対してお持ちであるかということからお話を

始めさせて頂き、できればインドに対し新たなイメージを形成して頂くのにお役に立てれ

ばと思います。 

 インドが英国より独立するのは 1947 年でありますが、たぶん私より年配の方は、イン

パール作戦とか、東京裁判における、極東裁判ですが、あのインド人のパール判事が日本

の無罪論を主張されたこととか、戦後まもなく、1949 年だったと思いますけれども、当時

のインドの首相でありましたネール首相が上野動物園に象を贈られたわけですけれども、

これは日本の子どもたちの要望に応えて象を贈ってくれたわけです。そして、このネール

首相の娘さんがインディラ・ガンジー、後に首相になるわけですけれども、この自分の娘

の名前をとってインディラという象を寄贈してくれたこと、こういうことなどがよく記憶

されていることではないかと思います。 

 あるいは、タゴール、これはノーベル文学賞をアジア人として最初に受けられた方です
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けれども、そのタゴールと岡倉天心との間で心温まる交流が続いていたこととか、そうい

う話をいろいろお聞き及びだと思います。そうではなくても、多くの方は、一度はタージ・

マハルに行ってみたいと思われるでしょうし、あるいはヨガとか、本場のカレーを味わっ

てみたいと思われる方が多いのではないかと思います。 

 今日は鈴木会長がおられますけれども、実は、私がインドとかかわったのはこの 3 年間

のみです。外務省の生活が長くなりましたが、3 年前にインドに行くまでは、インドのこ

とはほとんどやったことがありません。ほとんどと申しますのは、1998 年にインドが核実

験をやるわけですけれども、実はその時に、それまでインドに対して巨額な援助を日本は

やっていたわけですけれども、それを止めた責任者であったわけです。ですから、3 年前

に当時の次官から「インドに行ってくれ」と言われたときには、正直言って本当にびっく

りしたわけです。しかし、3 年間勤務して、今日帰ってきまして、私はインドで勤務でき

たことを大変よかったと思っています。 

 当然、「3 年間も勤務したのだから、インドのことはよく知っているだろう」というふう

に思われるかもしれませんが、実は、私は正直言ってインドのことをそんなに知っている

わけではありません。鈴木会長のほうがよくよくご存じだと思います。 

 インドは、国土で言うと日本の 8.6 倍です。それは、イメージとしては、ロシアを除く

ヨーロッパと同じ面積であります。州の数も 28 あります。EU は 27 ヵ国です。州によっ

ては、1 億人に近い人口を抱える州が四つもあるということです。その中で、今日、我々

日本人、これは官民合わせてですけれども、インドには 4000 人しかいないわけです。 

 私からすれば、例えばロンドンに私がおりまして、4000 人の仲間がいると。それで、ヨ

ーロッパ全部を見てくれと言われて、全部知っているかと言われて、それはわかりません

と、全部知らないというのと非常に感覚が似ているわけです。ですから、私はインドに 3

年間いる間に多くの方とお会いしましたけれども、中にはインドについて非常にその造詣

が深い日本の方々もたくさんおられるわけでありまして、その度ごとに私は思うのですけ

れども、「いや、自分の知らない話がたくさんある」と思いました。 

 日本には日印協会というのがあります。日印協会は 1903 年にもう設立されております

ので、108 年もの歴史を有しているわけです。しかし、今日、日本とインドが真正面から

向き合うようになったときに、我々はインドのことはそんなに知らないということから、

そういう認識からスタートする必要が私はあるように思われます。そのような認識に立っ

て、その上でさらにインドとの関係を深くしていく必要があると、こういうふうに思うわ
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けです。 

 そこで、今日は「インド経済概況」という資料、これは大使館が作った、今年の 4 月の

時点のものです。それから、もう一つは、「日本・インド包括的経済連携協定」、これは今

年の 2 月に署名が行われたものですけれども、これをお配りしてあります。これにところ

どころ触れながらお話を進めていきたいと思います。 

 「インド経済概況」の、17 ページをご覧いただきたいのですが、そこに日印間と日中間

の人的交流、経済的交流の比較という表を作ってあります。3 年前に、先ほど申しました

とおり、次官から「インドに行ってくれないか」と言われたときに、その次官から見せら

れた表がこの表であります。 

 ここでは日中と日印の交流をまとめたわけですけれども、日本人訪問者数、在留法人数、

日本語学習者数、姉妹都市、それから直行航空便数、貿易総額、直接投資額、これらをそ

れぞれ比較してあるわけですけれども、ひとことで言うと、日印関係は日中関係に比較し

て 30 分の 1 以下なのです。直接投資はあとでご説明しますが、2008 年にはインドに対す

る我が国からの直接投資が初めて中国に対する直接投資を抜くのですけれども、それ以外

はやはり 30 分の 1 以下に近いわけです。 

 次官が私に言ったのは、「これから日本として最も関係の進展が望まれる国はインドだ」

と。実はその時、次官はインドとロシアだと言ったのですけれども、ロシアについては、

ご承知のような経緯もあってなかなかうまくいっていないところがあるのですけれども、

インドについては二国間の関係を日中並みに、すなわち今日の 30倍にする余地があると、

私はそういうふうに思いました。 

 実は、日印関係は、1947 年にインドが独立する前から極めて密接な関係がありました。

ご承知のとおり、日本の繊維産業と鉄鋼業が発展するきっかけは、インドから綿花の輸入

をしていたこと、それから鉄鋼業については、インドから鉄鉱石を輸入していたこと、こ

れが日本の産業の発展に大きく寄与したわけですけれども、そのあと時代が進むにつれて、

関係がどんどんどんどん薄くなっていくのです。 

 それはなぜかといえば、一つはその冷戦構図にあるのです。冷戦構図で、インドは非同

盟ではあったのですけれどもソ連側に立っていました。日本はアメリカとの同盟関係とい

うことがあって、関係がだんだんだんだん疎遠になっていくわけです。インドがソ連側に

立ったのは、アメリカがパキスタンを支援したからです。もう一つは、インドの核実験な

のです。1998 年の核実験のことは先ほど申しましたけれども、インドは 1974 年にすでに
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核実験をやっているわけです。 

 さらに、日本が高度成長期を含めてどんどん発展した時期に、日本はインドは必要とし

なかった。つまり、その時期には、日本の貿易にしても投資にしてもアメリカ、ヨーロッ

パがあり、そして東南アジアがあって中国がある。こういうかたちで、日本はインドを相

手にしなくても成長できたということがあります。こういう積み重ねが、先ほど申しまし

たとおり、インドにおいて日本人がまだ 4000 人しかいない、という事実に反映されてい

るわけです。 

 この 4000 人というのがいかに少ないかですけれども、シンガポールには日本人は 3 万

人います。東南アジアのどこの国に行っても万単位です。中国では 14 万人おられます。

これと比較しますと非常に少ないわけです。しかし、私は、インドにおける我が国のプレ

ゼンスは今後飛躍的に拡大していくものと考えています。中国並みになっていくと思いま

す。 

 実際、中国とインドは、私が思うのですけれども、世界の国々の中でも特別な存在だと

言えます。10 億人を超える人口を抱えて、8％以上の成長をしている国は他にはありませ

ん。インドの経済規模は、これは先ほどお配りした経済概況の 2 ページに書いてあると思

いますけれども、ASEAN10 ヵ国を合わせた GDP に相当します。ここに書いてあります

とおり、2009 年には 1 兆 2961 億ドルです。これは、我が国とか中国と比べるとその 4 分

の 1 ですけれども、この規模の経済が 8％以上の経済成長率を達成する場合に、例えば 1

年間でインドに創出される GDP は、国内総生産ですけれども、ベトナム 1 ヵ国の GDP

に相当するわけです。 

 インドにはたくさん日本の企業が新たにいま来られるわけですけれども、多くの場合、

中国に勤務されていたとか、東南アジアに勤務されていたとか、そういう会社の方がたく

さん来られるわけです。中国に勤務されていた方からお伺いしますと、現時点でのインド

の状況というのは、中国が飛躍的に発展する前の状況にすごく似ているというふうに言う

わけです。1978 年に中国の鄧小平が改革開放路線を始めるわけです。インドで同じような

経済改革が起きたのは 1991 年です。したがって、13 年間の開きがあるわけです。私は、

先ほどご説明しておりました日印関係と日中関係の比較ですけれども、この差の一つはや

はりこの経済改革の遅れ、この 13 年間の遅れにもあると思います。 

 他方、中国の今の状況、発展状況を見るにつけ、今のインドの状況が中国のその当時の

状況と似ているのであれば、これから 10 年先はインドの状況は見違えるほどになってい
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ると、これは確信します。私が 3 年間いた間にも、高速道路の建設、空港の建設、そうい

うことを含めてどんどんどんどん景色が変わっていくわけです。これはやはり勢いです。

今の中国に勢いがあるというのであれば、今のインドにも非常に大きな勢いがあります。 

 実際、日印関係でも物事は拡大の基調に進んでいます。特に我が国の、これは直接投資

ですけれども、2001 年から 2010 年の間で 10 倍に増えています。これは 15 ページをご覧

いただきたいのですけれども、日本の対印直接投資を書いております。同時に、インドに

おける日本人、日本企業の数も書いてございます。デリーの近辺で申しますと、デリーの

近辺の日本の進出企業の数は 4 月 1 日現在で 276 社ありますけれども、これが 100 社にな

るまでに 50 年間かかっているわけです。それが数年間で 276 社に増えているわけです。

同じような現象は、東南アジアへの窓口でありますチェンナイの近辺でも起こっています。

インド全国での日本の企業の数は 725 社になっています。 

 もちろん、すべての指標においてこういうかたちで拡大が見られるわけではありません。

例えば、日本への留学生の数などは、中国からは 8 万 6000 人もいるのですけれども、イ

ンドからはまだ 546 人しかないということです。 

 国際協力銀行という銀行がございます。JBIC と言っておりますけれども、これが毎年、

我が国の製造業を対象にアンケートをとっています。このアンケートでは、「今後、将来、

どの国に進出しますか」ということを聞いているわけですけれども、中国とインドは第 1

位と 2 位を分け合うようになってきています。 

 本年 2 月に包括的経済連携協定、EPA と申しますけれども、その締結を行いました。こ

こでは、詳しくはこちらの資料のほうに記載してございますけれども、今後 10 年間で双

方の関税をゼロにするということであります。また、貿易だけではなくて、投資とかサー

ビスを含み、今後、日印経済関係はもっともっと大きくなると思います。ちなみに、イン

ドは韓国との間で日本より先行してこの EPA を結んだわけですけれども、この 1 年間で

韓国とインドとの間では貿易が 50％も増えています。日本とインドのこの EPA は、韓国

が結んだ EPA よりも規模が大きいものであり、利益も大きいものと考えます。したがっ

て、インドとの貿易はさらにさらに増えていく要素があると思います。 

 また、インドは、自国の GDP の中で製造業の比率を高めたいと考えています。現在、

製造業は GDP の 16％ですが、これを 25％まで高めたいというふうに考えています。した

がって、その面でも、我が国の製造業との連携が進むものと考えています。また、インド

の誇る IT との連携も進むと思います。インドには現在 49 人のビリオネアがいます。ビリ
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オネアという意味は、インドの財閥ですけれども、その財閥の規模が数兆円の規模の企業

を指します。これらの企業の日本進出も視野に入ってくる可能性があると思います。 

 私は二国間関係の推進に責任を持ってきたわけですけれども、このようにインドとの関

係が未だ薄い中で急速に関係を深める、この原動力はまさに経済関係であると思います。

インドとの間で最もその力が強い部分、これが経済部分であります。これが拡大すること

によって人の交流も増える、かつ安全保障とか政治的な関係も包括的に拡大することがで

きると思ってやってまいりました。 

 インドは世界的にいま注目されていると言えます。昨年ですけれども、国連安全保証理

事会の構成国すべての国の首脳がインドを訪問しています。このようなことは、例えば、

日本でも G8 でその各国の首脳が集まりますけれども、それは G8 という枠組みの中で集

まっていることがあるわけですけれども、このように単独で世界の主要国の首脳が、しか

も短期間にすべて訪問するというのは極めてまれなことです。それほど、各国ともインド

について注目しているわけです。 

 なぜインドがこれだけ注目されるのか。それはやはりインドの経済発展にあると思いま

す。先ほどの資料の 2 ページですが、インドが 9％を超える経済成長を続けたのは 2005

年から 2007 年です。そして、2010 年度、昨年度の経済成長、これは 3 月の末で終わった

わけですけれども、8.6％程度になると思いますけれども、インドは今年度は再度 9％、う

まくいけば 10％ぐらいの成長を目指すというふうに言っているわけです。 

 しかし、より注目すべきは、内需の強さにあるわけです。リーマンショック後の世界経

済ですけれども、この経済危機はインドにも影響をもたらしたわけです。しかし、成長は

さほど落ち込みませんでした。歴年の GDP をご覧になるとわかりますけれども、2008 年

のところをご覧いただきたいのですけれども、6.8％の成長を達成したわけです。この時に

プラスの成長を達成したのは、中国とインドとインドネシアなど世界でも数ヵ国にとどま

りますけれども、このことがインドの内需の強さを証明することになったと私は考えます。

しかも、インドの場合は中国と違いまして、大規模な財政出動は行われていないのです。 

 よく中間所得層の台頭という話を聞きます。インドの内需を支えているのは、まさにこ

うした中間所得層です。しかし、インドにおいては中間所得層なるものの定義はありませ

ん。3 ページに「中間層の拡大」とありますが、この統計は NCAER というところが、国

立の研究機関ですけれども、出しているわけです。これは古いものでありますし、しかも

政府が調べたものではないのです。 
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 そこで、次の 5 ページをご覧いただきたいのですけれども、5 ページの中ほどに、「貧困

人口」というタイトルの中に、所得税納税者内訳というものがあります。これをちょっと

ご覧いただきたいのですが、例えば、所得税が免除されている人々の年収ですけれども、

これは年間 16 万ルピー以下、日本円で今の換算レートで言うと 32 万円以下です。「中間

所得層といってもベースがこんなに低いのか」というふうに思われるかもしれません。だ

いたい所得税を払っているのも約 3250 万人と言われています。高所得層と言われる人が

100 万ルピー以上と言われますので、中間所得層の年収は 16 万ルピーから 100 万ルピー、

円にすると 32 万円から 200 万円程度ということになります。 

 しかし、購買力平価というのがございますので、日本で言えばどのくらいの所得層かイ

メージするため、例えば、私は 3 倍して計算します。3 倍がいいかどうか、3 倍から 5 倍

の間だと思いますけれども、そうすると、日本で言うと年収 96 万円から 600 万円、こう

いう感じになるわけです。こうした人が経済成長にともなって大量にマーケットに算入し

てきます。これが中間所得層の台頭です。内需を支えているわけです。 

 さらに、インドの最大の民間銀行の、ICICI という銀行があるのですけれども、その銀

行の頭取から聞いた話ですが、インドの銀行が捕捉している国民は国民の半分ぐらいしか

いない。つまり、残りは全部インフォーマル経済で、キャッシュ経済だと言うわけです。

特に農村がそうです。これが正しければ、インドの GDP は、統計上の数字よりもかなり

大きいという可能性があります。実際、鈴木会長にもお聞きしなければいけないのですけ

れども、自動車メーカーとか二輪のメーカーとかいろいろ聞きますと、経済危機のときに、

クレジットが圧迫されたときには、多くの人が現金で物を買いに来たというわけです。 

 私は、こういう統計上の話をしたのですけれども、インド人に、インフォーマル経済と

いうのがかなり大きいとすると中間所得層をどうとらえたらいいのかと聞いたことがある

のですけれども、その人が言うには、年収で議論するよりも、一定水準の教育を受けた国

民層のその願望の強さ、これに着目すべきだというふうに言っていました。貧困から抜け

出したいという人もいるでしょうし、子どもを良い学校に通わせたい、あるいは、携帯電

話を持ちたい、バイクを持ちたい、良い家に住みたい、こういう願望がものすごく強いわ

けでありまして、これが中間所得層、インド人の今の姿だと、そして、その人たちは 4 億

人ぐらいいると、こういうふうにおっしゃっているわけです。 

 私もインドの子どもたちと多く接したのですけれども、彼らはやはりちょっと違うので

す。スラムにいる子どももそうなのですけれども、自分は将来何になりたいという大きな
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希望を持っているのです。スラムの子どもたちでは、男の子はだいたい警官とか軍人とか

が多いのですけれども、女の子は学校の先生とか看護師、そんなのが多いのですが、皆、

教育を受ける機会が非常に少ないと思われる、そういう子どもたちがそうです。 

 私がもっとびっくりしたのは、それよりももっと裕福なクラスなのです。例えば、私が

会って本当にびっくりしたケースでは、12 歳ぐらいの女の子なのですけれども、「何にな

りたいの？」とたまたまそういう機会があってしゃべったわけですけれども、自分がなり

たいのは、飛行機の設計をやるのだと。それで、驚きまして、では、どういうところで教

育を受けたいのかというと、インドでどこどこの大学まで行って、そのあとロンドンに行

って、そして自分は飛行機の設計をする。私はそのとき思ったのですけれども、「こういう

子どもは日本にいるか？」と思ったのです。たぶん例外的かもしれないとは思ったのです

けれども、先ほどのスラムの子どもたちも含めて、皆がそういうふうな強い願望を持って

いるわけです。 

 ちなみに、インドの高等教育を支えている大学に、インド工科大学、インディアン・イ

ンスティチュート・オブ・テクノロジー（Indian Institutes of Technology）、略して IIT

と言う大学があります。インドの ICT の発展を支えてきました。既にインド全国で 7 つあ

るのですが、それを更に拡大するということで、我が国はハイデラバードというところに

ある、これから新設する IIT との間で、日本の大学の協力も得て、関係を強化しようとし

ています。なぜかということですけれども、私は日本の将来を考えるに、インドの人材を

もっと取り込む必要があると思っています。 

 そういうことで、その IIT ハイデラバード（IIT Hyderabad）との協力を始めたわけで

すが、その学長に「どういう学生が来ますか」と聞いたら、その学長曰く、「英語、数学、

物理、化学、これで、全部トップの学生です」と。この 4 科目でです。それも私はびっく

りしました。日本でも優秀な学生さんはたくさんいると思うのです。しかし、一つの大学

で収容できるぐらいのその学生が、この 4 科目全部 A クラスだ。これには本当にびっくり

しました。 

 日本は少子高齢化でどんどんどんどん人口が少なくなる。そういう中で、そういう優秀

なインドの学生を取り込む必要があります。残念ながら、日本は今まで取り込めていない

のです。そういう優秀な学生は大体アメリカに就職をしたり、アメリカでなければヨーロ

ッパなのです。それを何とか日本に持ってきたい。特に、日本の製造業との関係を強化し

たいと思っています。 
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 幸いにして、スズキ自動車もそうですけれども、例えば第一三共、ランバクシーという

インド第一の製薬会社を買ったのですが、R&D、開発拠点をインドにつくる、そういう傾

向が出てきたのを非常に喜んでいます。ちなみに、2009 年にオスカー賞で、アカデミー賞

ですけれども、それを取った『スラムドッグ＄ミリオネア』という映画があります。この

原本の作者は現在、大阪の総領事をしておられます。スワラップさんという人です。 

 世界が着目するインド経済ですが、まとめて言いますと、9％台の成長、ASEAN 相当の

経済規模、豊富な若い労働力、それから英語です。英語を通じて世界とのリンク。在米イ

ンド人がかなり多いのです。世界で活躍するインド企業がたくさんあります。そして、何

にも増して勢いということでしょうか。もう少し細かく見ますと、3 ページだと思います

が、インド経済の特徴が出てまいります。 

 ちょっとご覧いただきたいのですが、「インド経済成長を支える内需と投資」とあります

けれども、実際にインドの企業を引っ張っているのは、いわゆるサービス産業です。商業、

ホテル、通信、金融、不動産、それからビジネス・サービス・コミュニティーとか、変わ

っているのですけれども、個人社会サービスなんかも全部このサービスに入ってくるので

す。ペティ・クラークの法則というのがあります。第一次産業から第二次産業、それから

第三次産業、こういう順で経済が発展していくという法則です。途上国では中国がそうい

う典型なのですけれども、インドはちょっと違います。このペティ・クラークの法則には

当てはまっておりません。 

 そういう中で、先ほどもちょっと触れましたけれども、IT と通信が注目されます。GDP

への貢献度を見ますと、1998年に 1.2％、2009年に 6.2％と急速に拡大しているわけです。

IT はソフトウェアの開発、それから事務処理のアウトソーシングなどで、収入の 8 割は海

外で取っています。その基本をつくったのが、インフォシスとい会社がありますが、そこ

のナラヤナ・ムルティという人です。世界中からソフト開発を受託し、請け負う、グロー

バル・デリバリーというビジネスモデルをつくりました。 

 日本でも、新生銀行の前の CIO のデュイベディという人がおられます。最近、本を書か

れているのですけれども、『IT に巨額投資はもう必要ない』という本で、もしご関心があ

れば……。私の知り合いでもあるのでご紹介したわけではありますけれども、いわゆる 600

億円ぐらいのその投資を 60 億円ぐらいで引き受けたと言っているのです。我が国との関

係で IT 分野である意味では成功者でもあり、先駆者でもあるのですが、話を伺っていて

我が国との関係では「言葉の壁がある」という話を散々聞きます。しかし、そうだとする
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と我が国がインドの優秀なブレインやサービスを取り込む上で明らかに国際競争上ハンデ

ィを負う事になりかねません。少なくとも IT の分野ではそういうものを取っ払って、関

係が日本との間で進むことを強く期待しておりますし、そういうかたちで物事が進んでい

くというふうに思います。 

 先ほどの表に戻りますけれども、製造業も伸びています。現在、2009 年の統計が一番新

しいのですが、対 GDP 比 16％です。これを、先ほど申しましたように、25％まで拡大す

る。その製造業の中核であり牽引役であるのが自動車産業でありますし、その中核におら

れるのがスズキ自動車だということになります。今や日本の自動車企業はすべてインドに

来ております。 

 そこで、農業なのですが、農業はどんどんどんどんシェアを低下しているわけですが、

農業については実は大きな可能性があるのです。世界有数の農業国であります。5 ページ

をご覧いただきたいのですけれども、世界有数の食料生産国で、世界第 1 位、第 2 位の生

産産品がこれだけあるのです。 

 ところが、「未発達な食品加工業」とあります。インドは、場合によっては気温が 40 度

ぐらいになるのですけれども、特に野菜はその 40％ぐらいが腐ってしまうのです。この

40％というのは、ある人が言っていますけれども、イギリスの生産量に等しい。つまり、

そんなものが全部無駄になってしまうのです。これはインフラが貧弱であるとか冷凍施設

がない。ディストリビューションがない。こういうところから来ているのです。 

 インドは、途上国の中ではグリーンレボリューションを達成した唯一の国なのですが、

しかし、そのあと生産性がものすごく低いのです。多くのところで、モンスーン経済に依

存しているのです。したがって、生産率は 1％ぐらいしかないのです。ところが、これに

かんがい施設を設けるとどうなるかといいますと、グジャラート州というところが典型な

のですが、農業生産性が 10％ぐらいに拡大するのです。したがって、いつになるかわかり

ませんけれども、インドは世界でも有数の食料輸出国になっていくと思います。 

 そこで、そういうことに着目して、インドの財閥が農村への参入を始めているのです。

例えばリライアンスというインドで最大の財閥のことをお聞きになったことがあると思い

ますけれども、そういうのがリライアンス・フレッシュとかいって、農村にそのサービス

を導入するとともに、農村の所得が向上することをにらんでインド全体に展開しようとし

ているのです。 

 それから、もう一つ着目すべき点はインドの貯蓄率と投資率が非常に高いということで
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す。3 ページに書いてありますけれども、貯蓄率が 33.7％、投資率が 36.5％とものすごく

高いのです。他方、日本のように中長期の金融のファイナンスはありません。それから、

インフレが高いので、金利も高くなります。ということで、実は、最優良の企業でも、銀

行がすべてバックアップしてくれても 10 年間しか借りられない。そういう中で、どうし

てこううまく、資金が回っていくのか。私はビジネスをやっているわけではないので非常

に不思議なのですけれども、統計を見るかぎりはそうなのです。 

 では、弱点はないのかということですけれども、いくつかやはりあると思いますが、最

大の弱点はやはりインフレです。4 ページに政策金利等の変動というのが書いてあります

けれども、これがかなり高い率でアップ・アンド・ダウンしているのです。インドでは、

主要なマクロ経済は、この政策金利と預金準備率の動向でやっているわけであります。 

 現在のインドの政府、これは国民会議派といいますけれども、これが与党です。コング

レス派というのですけれども、これを中心とする連立政権になったのですが、この政権は、

経済成長は貧困層を底上げする政策、すなわち包括的成長と言っているのですが、これを

重視しています。 

 これは、2004 年に総選挙があったのですけれども、その時にはもう、インドもやはりか

なり成長をする兆しがあったのです。そこで、その時に与党だった政権が、「シャイニング・

インディア（India Shining）」「輝くインディア」というのを標語にして選挙を戦ったので

す。ところが、貧困層、特に農民から総スカンを食ってしまったのです。何がそのシャイ

ニング・インディアだ。自分たちの生活は一向に豊かにならないという不満が選挙で示さ

れたわけです。その経験があるので、今の政権は、貧困層への手当て、それをどれだけで

きるか、それによってインドの将来が決まる、こういうふうに考えているように思います。 

 インドを考える際に、もう一つ重要なことがあります。これは価値観の問題です。価値

観について、私はあまり違和感を感じませんでした。それはなぜそうかと言えば、基本的

にはやはり民主主義という共通の価値観を持っているということだと思います。インドに

おいてクーデターが起きたことはありません。総選挙とか州議会選挙などを通じて政権が

交代します。もちろん、選挙運動の様子などは我が国とは様相はかなり異なっています。

巨額な資金が導入され、犯罪者と見られる人まで国会議員に当選してくることもあります。

しかし、あのように大きな国で民主主義が定着し国政が安定しているということは、実は

驚異的なことなのです。選挙を支える独立の選挙管理委員会ですけれども、これは一軒一

軒スラムも回るのです。そこで選挙登録を呼びかけています。そして、質の高いプレスと、
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それから司法の存在、これが民主主義を支えています。 

 インドの指導層、特に経済界の指導者の方々とお話をして、もう一つの特徴は、インド

人の発想がグローバルだということでしょう。欧米諸国および中東、アフリカ諸国と深い

つながりを有しています。日本からインドに行くのは 8～9 時間ぐらいかかるのです。と

ころが、インドから中東に行くには 3 時間から 4 時間で行くのです。いかにインドが中東、

それからアフリカに近いかということを示しています。 

 先ほども申しましたけれども、米国をはじめとして多数のインド人がいます。かなり前

になるのですけれども、私が総務課長をしていたときに、ちょうど日本がダボス会議に、

日本の経済界も、それから日本の役所も参加し始めたときです。その時に、どういう人が

このダボス会議に出ているのかと思ってリストを取り寄せて見たのですけれども、本当に

びっくりしました。そのリストのうち半分がインド人なのです。 

 もちろん、インドにおられるインド人だけではなくて、アメリカとか他におられるイン

ド人なのですけれども、そういう人がこの主要な国際会議で半分以上、インド人として出

ているのです。これが今のインドの強さにつながっています。それで、そういうインド人

は、NRI、つまりノン・レジデント・インディアン（Non Resident Indian）と、こうい

うふうに呼ばれているのですけれども、たぶん中国と違い、英語を通して世界とつながっ

ていること、それがインド人の強みであるのは間違いありません。 

 ちょっと本筋から離れますが、我々日本人は、英語が必ずしも得意ではありません。英

語は今や世界語であり、できた方がいいに決まっていますが、逆説的かも知れませんが「英

語がしゃべれないからうまくいかない」という心配は無用ではないかと思います。しゃべ

れなければしゃべれないでいいのです。通訳などもインドのほうでもどんどん育っており

ます。向こうが求めているのは我々の英語のうまさとかそんなものではなく、我々が持っ

ているビジョンとか技術とか、そういうものなのです。 

 先ほど申しましたように、インドにも大きな財閥もある。それから、IT の分野で、特に

ソフトウェアで進んでいる部分がある。これがまだ本当の交流が始まっていないのです。

それをいかに血の通ったものにすることができるか。その時に英語は、できたほうがいい

のです。だけれども、英語ができる、できないが交流のネックになることは本来ないと思

います。実は、申し上げますけれども、私もインド人の英語というのは、正直言ってよく

わかりません。それで、例えばアメリカ人とかイギリス人にも聞くのですけれども、「あの

英語わかるか？」と言ったときに、彼らもニヤッとして「まあ、ちょっとわからないとこ
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ろはあるね」というぐらいに、やはりアクセントがものすごく強いためにわからない部分

があるのです。けれども、彼らのしゃべっているのも英語、我々がしゃべっているのも英

語なのです。 

 そういう状況ですから、インド人が日本語を話してくれた方が我々にとってはやりやす

い。政府としても、インド人の日本語の学習者をどんどんどんどん増やそうと、目標は 3

万人までやろうとしているのです。今、1 万人います。しかし、それで足りるかといった

ら、もっともっと大きな交流をするためには日本語をしゃべれなければだめだということ

では、自ずから来る人材を限定する結果になりかねません。言語が交流のネックにならな

いよう柔軟性を持つべきではないかと思います。「英語ができないから」とか「日本語を学

んでもらうのが先だ」とかそういう決めつけがなくなることが望まれます。 

 それでは、このようなインドにおいて、我が国はどのような地位を得ているかというこ

とですけれども、私は、我が国は特別な地位を与えられていると思います。その基本に、

インドの国民が親日的だというのがあります。大使館で一度、2009 年でしたか、世論調査

をやったのですが、「好感度が最も高い国はどこですか」というこういう調査なのですが、

1 位はアメリカでした。アメリカが 48％です。それから、2 番目がロシアだったのです。

ロシアが 30％です。そして、日本は 14％です。それ以外の国は実は数パーセントで、こ

の 3 ヵ国が圧倒的に人気のある国なのです。 

 私は、こういう調査は絶対的ではないし、あるいはその手法とか質問の仕方によっても

だいぶ違うと思います。しかし、この親日的だということは大きいと思います。アメリカ

との関係、中国との関係はもちろんですけれども、ロシアとの関係でも、インドの政党が

すべて賛成するわけではないのです。唯一、インドのすべての政党、共産党も含めてです

けれども、関係増進に前向き、イエスと言うのは日本との関係だけなのです。 

 それは本当にありがたい話だと思うのです。しかし、私は「特別な地位を与えられてい

る」と申し上げましたけれども、それは好感度の話ではありません。今首相をやっている

マンモハン・シンさんという方がおられるのですけれども、この方の我が国に対する信頼

度が極めて高く、その影響が政府全体に行き渡っていると思うからです。 

 その背景をちょっとだけご説明しますと、1991 年にインドは破産状況になるのです。外

貨準備が 2 週間分しかない。これは、湾岸戦争が起きて、海外に出稼ぎに行っているイン

ド人がみな送金できずに帰ってきて、それでピンチになってくるわけですけれども、その

時に、今首相をされているマンモハン・シンさんは財務大臣だったのです。世界各国に行
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かれて「融資をしてほしい」と言ったのですけれどもみな断ったのです。 

 それで、日本に来られて、そのとき日本の大蔵大臣は橋本龍太郎議員でありましたけれ

ども、このインドに支援をしたのです。その日本の支援をきっかけとして、インドは世銀、

IMF との関係を修復し、かつ国内の経済政策を社会主義的経済政策から市場経済に転換し

ていったのです。今日のインドの発展があるとすれば、その時の経済改革が基礎をなして

いるわけです。そういう思いが首相にあるのです。そういう思いがあって、このインドの

首相は日本、日本と、こういうふうに言われているわけです。 

 実は、このインドとの間で我が国は、旗艦プロジェクト、フラッグシップ・プロジェク

トと英語で言っているのですけれども、それをやっています。その一番大きなものは、デ

リーとムンバイ、どこか後ろのほうに地図が載っているのですけれども、このデリーとム

ンバイの間が 1450km ぐらいあるのです。ここに高速貨物鉄道を造るのです。 

 インドのボトルネックの一つはインフラが悪いことです。中国は、特にその共産党政権

の下で、もうビシッと必要なインフラができてくるのです。工業団地にしても、つくると

言えば短期間でできるし、水もある。それから、電気もあります。インドの場合はそうは

いきません。土地の買収がそもそも非常に難しいということに加えて、工業団地ができて

も、水とか電気は全部自前でやらなくてはいけないというかたちになります。ですから、

非常に難しくて、そのインフラ部分は遅れているのです。 

 他方、インドはどんどん発展していますから、例えば、貨物の量がどんどんどんどん大

きくなるのです。ですから、インドは港も造らなければいけない、港から鉄道も造らなけ

ればいけない、道路も造らなければいけないと、こういうふうになってくるのですけれど

も、その大きなプロジェクトの一つに日本が関与しています。 

 それで、このデリーとムンバイの間の高速貨物鉄道ですが、高速というのは 100km/h

ぐらいで走行する、コンピューターの管理でやるという意味です。インドの今の鉄道は

30km/h か 40km/h ぐらいでのろのろ走るのです。このムンバイからデリーまで、例えば

日本から荷物を送る場合、まずムンバイ港で通関するのに 3 日ぐらいかかります。それか

ら、この距離を輸送するのに、トラックが多いのですけれども、鈴木会長のほうがよくご

存じですけれども、かなりの日数がかかるということです。このままではやはり完全なボ

トルネックになります。それで、いわゆるダブルデッカーと言っているのですけれども、

コンテナを 2 段積みにしたようなかたちの列車を 100km/h ぐらいで走らせます。 

 なぜ日本が協力することになったかといいますと、この協力の前にデリーの地下鉄を
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我々がやったのです。これが大成功だったのです。これが成功したために、インド政府は

インドの 500万人以上の都市に全部地下鉄を造っていきましょうというかたちで発展して

います。普通であれば、地上で走っているバスとか電車はもう鈴なりに人が乗ってきたり

するのですけれども、地下鉄だけは日本の地下鉄と同じです。非常にクリーンなのです。

成功例の一つとして言われているのは、我々は新しい文化をインドに持ち込んだというこ

となのです。 

 日本の地下鉄と唯一違うのは、いわゆるコンビニみたいな、売店ですね。あれがその地

下鉄にまったくないので、私はそういうものもできればいいと思っているのですが、ちょ

っと脱線しましたけれども、そういうかたちで日本が新しいシステム、文化をインドに持

ち込んでいるということなのです。 

 それで、マンモハン・シンさんですけれども、そのシン首相は、インドにおける日本の

プレゼンスが、一番最初にご説明したとおり、やはりものすごく少ないのです。日本の企

業もそんなに多いとは言えない。そういう中で日本との関係を強化したい、しかも短期に

強化したい。そのためには、フラッグシップ・プロジェクトをつくるのがいいだろう。そ

うすれば政府も関与できる。民間も関与できる。こういうかたちでやっているのです。そ

れで、デリーとムンバイの間に高速貨物鉄道をつくり、その周辺に工業団地を造っていく。

これがいわゆるデリー・ムンバイ間産業大動脈という構想です。 

ちなみに、このデリー・ムンバイ間産業大動脈の構想の主要点ですけれども、「産業」と名

付けているとおり工業団地が当然念頭にあるのですけれども、我々がやろうとしているの

は、実はエコシティーなのです。つまり、2030 年から 2040 年にかけて、インドでは 3.5

億人の人が都市に移住すると推定されています。日本の人口の約 3 倍です。そうすると、

既存の都市はとてもそれを収容できないのです。収容したら全部スラム化するということ

になります。 

 したがって、工業をおこし雇用を生み出すとともに、住民のためのエコシティーをつく

っていく。そして、エコシティーの将来をにらんで、水とか太陽光とか廃棄物の処理とか、

さらには新しい交通形態、それから、先ほど申し上げた日本のコンビニエンスストアのよ

うなもの、こういうものを一つのモデルとして提供し、それらがインドの土壌に合うとい

うことを確認すれば進めていこうという、これがいわゆるデリー・ムンバイ間産業大動脈

の基本的なコンセプトであるわけです。 

 我が国がインドとの政策を大きく転換したのは 2000 年です。1998 年にインドが核実験
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をやったときの話は冒頭に申し上げましたけれども、それで日印関係はずっと冷え込んだ

のですけれども、それを転換したのが当時の森総理であるわけです。その時に、インドと

日本との間で、いわゆる戦略的なパートナーシップを結んだのです。今日は、外交的にど

こかの国との関係を発展させる必要があるなというときに、戦略的パートナーシップの構

築は世界的にはやりになっています。ですから、その名前自身が目新しいことではないの

かもしれません。しかし、インドとの場合は、このグローバルな戦略的パートナーシップ

が着実に、着々と肉付けされてきています。 

 経済関係の強化が中心ですけれども、それに加えて安全保障面での協力があります。シ

ーレーン、これは、たとえば海賊対策ですが、世界の主要な懸念の一つになっています。

そのシーレーンで日本のタンカーなど、これを、海上自衛隊も行ってその保護をしている

わけですけれども、インド海軍が実はインド洋では最大の実力者であります。したがって、

私どもはインドの海軍との関係を進める。海軍と海上自衛隊、海軍と海上保安庁、あるい

はインドのコーストガードです。これをずっとやってまいりました。インドの海軍は非常

に親日的です。例えば、自衛隊の艦船が故障したときに、普通はなかなか入れないのです

けれども、インドの海軍のドックに入れて故障を直してくれるとか、最大限の協力関係が

築かれようとしています。 

 インドとの関係が 2000 年に大きく転換されたということを申しましたが、今の民主党

政権の下でも、今の指導者はすべてインドとの間で非常に緊密な関係を築かれています。

党派を問わず、我が国の政党もインドの政党も、両国の相互補完的な関係というのを認め

て、日本とインドの関係を推進しようというふうに考えています。今後の課題ということ

で申しますと、一つは原子力協力の問題があります。これは、今日、福島原発がこのよう

な事態となり、日本の原子力政策をどうするか。さらには日本の原子力産業の海外展開を

どうするか。これはいま残念ながら明確に申し上げる状況にはないと思います。また、イ

ンドとの間では交渉中の話でもあります。しかし一つだけ強調したい点がございます。そ

れは、これからこの安全性の問題をクリアしたあと、世界各地で原発の建設が進むと思い

ますけれども、安全性の問題がこれだけクローズアップする前にもう一つ重大な問題があ

ったのです。それは不拡散ということなのです。 

 実は、日本は原発で電力の供給は約 30％、フランスは約 70％から 80％の間なのですが、

この原子力発電所に保管している核燃料、この核燃料は本当に厳格なかたちでモニターさ

れなければいけないのです。ほんの数ミリグラムでもこれが例えばテロリストに渡ったり
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しますと、大変なことになります。したがって、不拡散というのが非常に重要なポイント

だったわけです。インドはこの点、その不拡散の実績が誠に立派であるわけです。 

 よく、インドは NPT に加盟していない。そういう国はパキスタンもあるだろう。イン

ドとパキスタンを比べてどうだという議論はあるのですが、不拡散という観点からは実態

は大違いなわけです。そういう意味で、インドとの協力を進めることをどう評価するか。

このことについてはなかなか賛否両論の観点から議論ができると思いますので、私はどち

らが正しいというふうにここで申し上げるわけではないのですけれども、しかし、将来、

このインドとの間の原子力協定をどうするかというのは一つの大きな課題になっています。 

 もう 1 点の課題が、インドへのインフラ投資です。2012 年、来年からインドは 5 ヵ年

計画というのがあるのですけれども、そこでインフラへ投資をする額は 1 兆ドルを予定し

ています。この 1 兆ドルなのですけれども、その事業の多くは PPP、いわゆるパブリック・

プライベート・パートナーシップ（Public-Private Partnership）で推進しようとしていま

す。しかしながら、日本でこの PPP の事業形態というのはあまりないのです。これはイン

ドもそうなのですが、東南アジア、どこでも、このかたちでこれから公共事業が進みます。

したがって、この PPP の事業にどうやって参入できるかというのが 2 番目の課題となっ

ています。 

 我が国においては、震災が起きたために、財源も含めて、この国内の問題をどういうふ

うに処理をするか、日本にとって新たな挑戦の時期になっておりますが、これが起きる前

に、私どもはいわゆるパッケージ型インフラ海外展開推進というのをやろうとしておりま

した。今回の震災を受けて、実際にそのシステムがどのように動くかというのは少し待つ

必要がありますけれども、国際協力銀行、日本貿易保険、国際協力機構、産業革新機構、

これらは日本の、公的ファイナンスと保険の機関ですけれども、これらの機関が日本の企

業の海外進出をどうやってお手伝いできるかということで、新たな基軸をつくろうとして

います。 

 私どもは、インドとの関係でもこのような展開は可能だと思っておりますし、かつ一定

のスピード感を持ってやる必要があると思っています。先ほど申しましたとおり、我が国

が特別な地位を与えられているとすれば、まして、そういう我が国に対し特別な好意を寄

せてくれているのがインドの首相本人だとすれば、これをその首相がいる間に、私どもは

関係をもっともっと強化する必要があると思います。 

 インドにおいて、企業で言うと、日本よりも大きい存在感を持っているのは韓国です。
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韓国の LG とかサムスン、これが先ほど申しましたインドが破産状況になろうとしたとき

に、実はインド人がたくさん日本に来られて、いわゆる白物というのですか、それをやり

たいと言われたそうです。しかし、その時に日本は「破産状況にあって、どうしてそうい

うふうなビジョンが描けるのか」と疑問を呈したそうです。そこで、彼らは LG とかサム

スン、当時、韓国ですが、1991 年ですので、その頃は今の LG、サムスンのような状況で

はなかったわけですが、そこで韓国との関係ができたわけです。今日白物では韓国はイン

ドで圧倒的シェアを持ち、これに日本企業が挑戦する格好となっています。韓国だけでな

く、ドイツも製造業の面では積極的であります。さらに、私は、中国が今後大きなかたち

で出てくると思います。 

 実はインドと中国の関係はそんなに良くないのです。しかし、例えば、インドでは電力

需要がかなり大きくて、供給が追い付かない状況にあります。発電所がどんどん造られて

いるのですが、その発電所の 7 割がなんと中国製なのです。そして、その公式な統計はど

こを探しても出てこないのですけれども、中国から巨額な投資が、巨額なファイナンスが

流れていると思います。一説によりますと、8 兆円規模のファイナンスが流れていると言

われています。 

 今後、そういうところとも競争していかなくてはいけません。中国はインドでも、少な

くとも経済的には存在感を増していくと思うのです。そういう中で、日本の存在感とさら

に日本の技術、これを反映する。もちろん、その主力は民間ですが、鈴木会長があとでお

話になるのでよくお聞きいただけばと思いますけれども、私は官民一体となってそのサポ

ートをしていくために、では、どういうサポートの仕方があるのかということをずっと考

えてまいりました。 

 私は、技術の優位性と価格のアンバランスといいますか、中国は技術は日本よりもかな

り落ちるのですけれども、しかし、キャッチアップが早い。そして価格を、例えば発電所

のケースでは、日本の価格と 3 割から 3 割 5 分ぐらいも違うのです。そういう中で、どう

して競争をしていくのかといえば、やはり一定のパッケージが必要だと思っています。技

術プラス、ファイナンス。それは、先ほど申しましたグローバル・パートナーシップとい

うフレームワークの中でやっていくことが必要だと思っています。 

 私は、インドの国際関係の話は今回はあまり触れませんでしたけれども、ひとことだけ

申しますと、世界の主要国がすべてインドに来られて、その関係を増進しようとしている

中で、我が国がいま特別の関係を持っている。これをさらに進めていくためにはどうすれ
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ばいいか。やはり官民一体となってやっていく必要があると思います。 

 「一体となって」という意味は、実は私どもは民間の企業の方々がどういう点でお困り

になったのか、あるいは、どういう点で可能性があると思っているのかということについ

て、当然にして知っているわけではないのです。ですから、もしそういうことがわかって

いれば、私どもがそれを解決できるということはわかりませんですけれども、しかしなが

ら、一緒になって動いていくことによって、その何かを達成することができるのではない

かと、こういうふうな気持ちでやってまいりました。 

 ここで話を打ち切りますけれども、実は中小企業の皆さんがどういうかたちでインドに

出てくることができるのかというのが、大きな課題としてあると思います。現時点で、か

なりの数の会社がもうすでに出てこられています。日本の中小企業が持っている技術力の

高さ、インドがそういうものを求めているわけですので、そのマッチングをどういうふう

にできるのか。そうした中で、政府ができる話は何なのかということを考えていきたいと

いうふうに思っているわけです。 

 今日はこれだけ多くの方がお越しいただきまして、本当にありがとうございました。こ

れからも引き続き日本とインドの間に立って頑張っていきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。こちらでご質問のほうがもしございましたら、お一人

だけお受けさせていただいてもよろしゅうございますか。ありがとうございます。皆さん、

せっかくでございます。お時間もございますので、お一人のお客様よりご質問のほうをお

受けさせていただきたいと思いますけれども、ご質問のございます方は挙手にてお願いい

たします。せっかくの機会ではございますので、どなたかご質問がございます方、挙手を

願えますでしょうか。 

 質問 素晴らしいお話をありがとうございました。インドにおける日本のプレゼンスを

高めていかなければいけないというふうなお話だったと思うのですけれども、いま外務省

の方が、そのプレゼンスを高めるために日本の企業に求めている姿勢ですとか、また役割

というものについてお答えいただけたらなと思います。また、特にどの業種に期待してい

るのかも教えていただけたらなと思います。 

 堂道 ご質問ありがとうございました。具体的にどういう企業支援ができるかというこ

とですけれども、実はいろいろやっております。まず一つは、インドにおきまして在印日

本商工会議所がございます。デリーにもありますし、チェンナイとかコルカタとかムンバ
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イにもあります。そういうところで毎月 1 回、定期的に大使館や総領事館と打ち合わせを

しています。そこで企業が直面する問題を集約して、これをまず商工会議所のほうでイン

ド政府に対する建議書としてまとめています。それを大使館も入って、インド政府との間

でその交渉をします。これが一つの例です。 

 もう一つは個別企業の例があります。個別企業の例では、これはたくさんあります。例

えば、税金や労務の問題です。なかなか難しいのですけれども、そういう問題について、

例えば、税制を変えてほしいというケースもたくさんあります。 

 インドの場合、先ほどは説明しませんでしたけれども、中央政府とだけではなくて、地

方政府との関係が出てきます。インドでは、ビジネスの大半は中央政府ではなくて地方政

府との関係が重要になってまいります。したがって、その税金の問題にしても、地方関係

の税金がたくさんあるのですけれども、そういうものをできるかぎりお手伝いするという

ことがあります。 

 私どもは、やはり基本的には日本人の数が少ない中で、総論でやっていてはだめだと思

っています。やはり個別の問題に入って、それで私どももその問題点を理解し、そこで一

体となってやってみる。もちろん、すべて、打率が 100％というわけではないのです。打

率は 3 割とか、成功例ですけれども、そんなものかもしれません。しかし、そういうやり

とりをしながらお互い考えていくということは可能だと思います。 

 それから、今日はちょっと時間がなくてご説明しませんでしたけれども、この経済連携

協定を結びました。これは今回、日本の国会で承認をいただければ直ちに発効をいたしま

すが、それをさらにフォローアップする必要があると思います。その他、例えば社会保障

協定とか、そういうものが不備でありますので、これらも整備していこうと計画していま

す。 

 司会 ありがとうございました。まだまだご質問されたい方もいらっしゃるかと思いま

すけれども、お時間となりましたので、後日、財団を通じてご連絡を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

 以上で第 1 部は終了でございます。それでは、最後に、堂道様にいま一度盛大な拍手を

お願いいたします。ありがとうございました。 

（拍手） 

 


