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インド基礎情報

インクレディブル・インディア

https://youtu.be/XTMy8IuFHFw



インド基礎情報

人 口 13億7,000万 (UN data)

面積 328.7万平米（日本の約9倍、アセアンの約7割）

宗教 ヒンドゥー教(80.5%) イスラム教(13.4％）キリスト教
(2.3%）シーク教(1.8％）仏教(0.8%) その他（2％）

GDP (2018年度） US$ 2,726 billion /約297兆円 （IMF)

GDP成長率 ４.2%（2019）

一人当たりGDP US$ 2,041/222,469円 (IMF)

他国と比較した際の強み
13億強の巨大市場
モディ首相主導の安定政権（2期目）2024年まで継続
中東・アフリカへの拠点
世界有数の労働力（労働人口7億人）

他国と比較した際の弱み インフラ整備不足（電力、水、道路、鉄道）

その他
英語、ヒンディー語以外に22の指定言語*
世界で2番目に多いイスラム教徒（約2億人）
携帯電話契約者数12億強（人口の93％）
在印日系企業数（1,441社/5,102拠点）



パート1 モディ首相と政権



モディ政権

インドの国民的英雄ナレンドラ・モディ首相

 貧しい「チャイワラ」から国家首相へ「立身出世」
 意図と誠実さ
 徹底した賄賂の断絶
 インド人口の半数を占める若者に人気（SNS等の積極的活用）
 対パキスタン政策
 親日家で自民党と太いパイプ

2001年から2014年までグジャラート州首相を務め、3度再選。
インフラの整備や外資の積極的な受け入れを推進し、同州の経
済成長を実現した。2014年5月の総選挙開票前に、BJPの選挙
運動委員会会長に任命され、選挙後にインド首相となる。与党
BJPの党首。

Facebook Twitter

4800万人4300万人



モディ政権 の功績

２．市民の生活環境の改善

第1次モディ政権 第2次政権

BJP （インド人民党）

2014年5月インド下院542議席中
282議席の過半数を獲得しBJP党首
のモディは第16代インド首相と
なった。

2019年の総選挙で更に議席を303
議席まで伸ばし予想外の大勝利を飾
り2期連続の政権を握る事となった。

GDP 7.52%

2014 2019



ビジネス環境の改善

 UPI導入（2016年8月）
1. 次世代オンライン決済システム
2. 銀行間の送金をアプリで完結
3. 銀行から各種モバイルアプリへ直接支払い
4. インドの貧困層をデジタル支払いへ誘導

 高額紙幣廃止政策（2016年11月）
1. ブラックマネー（不正資金）のあぶり出し
2. 偽造紙幣の使用防止
3. モバイルペイメントの促進
4. デビット/クレジットカード普及



ビジネス環境の改善

 GST導入 (2017年7月）
1. 物品税、サービス税、中央販売税等の統一
2. 二重課税の廃止
3. 税還付、法人税申告の手続き簡素化

物品税 相殺（追加）関税
サービス税 特別追加関税
中央販売税 中央賦課金

付加価値税 教育目的税
奢侈税 入境税
娯楽税 物品入市税

国税

州税

GSTで置き換えられた多種多様な税金

2015年3月 保険業 外資上限26%から49％まで引上げ
2015年11月 防衛産業 外資出資比率49%までを自動承認へ変更

保険業 外資出資比率49%までを自動承認へ変更
EC 「マーケットプレイス」型100％外資認可

2016年6月 製薬業 M&Aによる74%以下の外資出資を自動承認へ変更
2018年1月 小売業 単一ブランドの小売業外資出資100％を自動承認へ変更

2016年3月

直接投資規制の緩和 外資規制の緩和
小売り業、保険業、防衛産業、通信業、建設/不動産業、EC、金融、製
薬業等の直接投資規制が大幅に緩和された。多くが「政府承認ルート」
から「自動認可ルート」に変更された。各種行政手続きが簡素化されオ
ンライン化が加速した。



ビジネス環境の改善
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清算に要する期間（年）
 倒産・破産手続きの迅速化
事業に失敗した際の撤退の困難さや債務不履行陥った取引先からの債権回収
の低さがインド進出への足止めとなっていた。法整備が進み、以前は倒産・
破産手続き完了に数年掛かっていたものが最短で180日で完了出来る様に
なった。

 インフラ整備の進展
道路、鉄道、空路、海路等の輸送インフラと再生エネルギーの拡充を重
点とした電力インフラは着実に進み、モディ政権発足当時インフラ質指
数（World Economic Forum調べ）は世界で90位前後だったが、2018
年度にはインドネシア、ベトナムを抜き65位にまで躍進している。



デジタルインディア

市民にデジタルインフラを公共サービスとして提供
1. 2014年度予算約2兆円
2. 全国の村にブロードバンドを整備
3. 25万の大学、専門学校にWIFI環境を設置
4. ITサービス強化に伴い1,700万人強の雇用創生

電子行政サービスのオンデマンド化
1. インド総務省主導により各種税申告、支払い、会社登記等の手続きをオンライン化
（デジタル署名を活用）

2. 政府の持つデータベース（企業情報、役員情報、決算記録等）オンラインで可視化
3. 外務省管轄の外国人登録、VISA延長等も全てオンライン化



 ジャン・ダン・ヨジャナ政策 （2014年8月）
国民皆銀行プロジェクト。農村部を中心とした貧困層に口座を開設。
2020年1月時点で約3億8千万の口座が開設されている。金融包摂の一環。

市民の生活環境の改善

 アダール・カード
指紋と虹彩（網膜）で認証する国民デジタルID番号（Aadhaar Card)の
普及。2019年12月時点で12億５千万発行（人口の92％）。

裏面表面

https://youtu.be/tBmjL3fmb5U

 JAM番号トリニティ
Jan Dhan Yojana口座番号、Aadhaar番号、そして携帯電話のMobileの頭文
字をとって政府は「JAM番号トリニティ」と総称。3つの番号を紐づける事に
よって国民の基礎情報をデジタル・ベースで把握し、不正や汚職を防ぐ策とし
て活用している。モディ政府が推進するインディア・スタックの一環である。



 クリーン・インディア政策（Swacch Bharat)
1．インドの衛生環境改善の一環として2019年までに1億1千万のトイレを設置。
2．使い捨てプラスチック製品の撤廃。

市民の生活環境の改善

2001年 / 36.4% 2011年 / 46.9％ 2019年 / 97.21%



モディ政権

モディ首相の生い立ち

https://youtu.be/3pr0M9f9wqc



パート2 新型コロナ・パンデミック
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新型コロナウイルス



新型コロナウイルス

https://youtu.be/j-j9VV-BtTk



 全ての州境閉鎖 / 要所に警察官を配備し厳しくチェック
 全ての公共交通機関停止（空港、駅、タクシー、リキシャ―）
 全てのモール、飲食店、リクリエーション施設閉鎖（映画館、遊園地、ジム、ゴルフ場等）
 全ての行政機関、会社、工場閉鎖（除く医療関係、スーパー、食料品店、薬局、銀行）
 食料品/医薬品の買出し以外散歩も不可

新型コロナウイルス



Before After

新型コロナウイルス



新型コロナウイルス

200km離れたヒマラヤ山脈が肉眼で見える様になった



COVID-19

56,948

15,257

15,195

18,545

主要4都市で7割

インド
人口 13億７千万
感染者数 158,327
死者数 4,531
/10万人 1.15
致死率 2.9%

日本
人口 1億3千万
感染者数 16,531
死者数 884
/10万人 1.26
致死率 5.3%

新型コロナウイルス

Gujarat

Tamil Nadu

Maharashtra

Delhi

2020年5月28日時点
新型コロナ感染者数 158,323
死者数 4,531



日毎の感染者数 日毎の感染者増加率

新型コロナウイルス



何故感染拡大︖

イスラム教の集会 労働者の帰郷 アジア最大のスラム



パート3 経済打撃と政府の対応



戻りつつある日常（ロックダウン60日目）

新型コロナウイルス



新型コロナウイルス

McKinsey & Company
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インド業界別前年比売上ロス

 ロックダウン中に約2.9兆円の経済ロス。 IMFによる2020年度のGDP予測は1.9%まで下がった。
 失業率は4月に27.1％を記録（2,700万人強が失業）。5月4日以降、少し規制が緩み、5月15日時点
で24％まで下がった。

 ロックダウン中酒類の販売が禁止されインド政府は毎日約100億円の税収入を失った。



 貧困層への現物/オンライン現金給付（米/小麦粉/プロパンガス/現金）
 医療従事者への医療保険の提供（700万円保証）
 農民に対しローン（特別金利2.0％）機能付きクレジットカード発行（250万)
 政策金利の引き下げ（5.15%➡4.40%)
 ローン/クレジットカードの3ヵ月間支払い据え置き
 Provident Fund （厚生年金）の企業/個人負担分(12%+12％）の6ヵ月分を政府負担
 決算報告、所得税、GST申告等や各種納税期限3ヵ月延長
 中小企業への金融支援（無担保低金利ローンの提供）
 出稼ぎ労働者への現物/オンライン現金給付
 感染者追跡アプリ「アロガヤ・セトゥ」の義務付け（5月15日時点で1億ダウンロード
達成）

総額28兆円の対コロナ政策を発表

新型コロナウイルス



新型コロナウイルス追跡アプリ
Aarogya Setu

新型コロナウイルス

農民用クレジットカード
Kisan Credit Card



新型コロナウイルス

 インド人の衛生概念を根底から覆したコロナにより、衛生管理
や健康管理に繋がるビジネスは拡大、2023年までに1兆5億円
の市場となる事が予想されている。

 オンラインドクターやオンライン薬局の普及が広がった。

オンラインドクター オンライン薬局



新型コロナウイルス

 今まで中国に依存していたインドを含む欧米の上位製薬企業はサプライチェーンの見直しを始めた。

アメリカ

28%

EU

26%

インド

18%

中国

13%

その他

15%

米国向けAPI生産国



新型コロナウイルス

オンラインスーパー オンライン授業

 食料品や日用品のデリバリー専門アプリのアクセスが
急拡大。

 学校閉鎖と共にオンライン授業が一気に普及。それに
伴いオンライン家庭教師の需要も3倍になった。



新型コロナウイルス

 中国に頼っていた電子部品や自動車用コンポーネンツの
輸入を減らす動きが2018年あたりから活発になっており、
コロナの影響で更に内製を目指すメーカーが増える事は
間違い無いと考える。輸出入のバランスを見ても明らか
に不自然である。
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ご清聴ありがとうございました。


