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首　  都 ： ニューデリー
面　  積 ： 約329万㎢（インド政府資料：パキスタン、中国との係争地を含む）
人　  口 ： 約14億人（世界第2位、2019年予測値）
言　  語 ： 連邦公用語はヒンディー語（他に憲法で公認されている州の言語が21）
政治体制 ： 共和制
主要産業 ： 農業、工業、鉱業、ＩＴ産業
通　  貨 ： ルピー（1ルピー＝1.58円、2019年7月末）
出所 ： 外務省、Bloomberg L.P.、国際連合“World Population Prospects 2019”、IMF世界経済見通しデータベース（2019年4月）

これからのインド

未来の経済大国 - 高い経済成長が継続
2019年から2024年の実質国内総生産（GDP）成長率（予測値）の平均は約7.6％。
2033年には世界3位の経済大国になる可能性があると見られています。

生産年齢人口（15歳～64歳）の増加
国連推計では、2027年には中国を追い越し、世界一の人口大国となる見通しです。
また、2020～40年頃まで総人口に占める生産年齢人口比率の上昇が続く見込みです。

内需主導の成長モデル
経済成長に伴う所得水準の向上により、家電製品や自動車の普及率の上昇などによる
個人消費の拡大が期待されます。
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インドの経済成長はITやコールセンターに代表される
第3次産業にけん引されてきました。インドのIT産業は、
米国IT産業や金融業界のアウトソーシング先として
急成長しています。英語に堪能であることや安価な
労働賃金からサポートセンターをインドに置く大企業
も増えています。

GDPの産業別内訳（2018年）

第3次産業
59%

第1次産業
14%

第2次産業
27%

出所 ： 世界銀行のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。

スマートシティ構想
▶インドが推進するスマートシティ構想（環境配慮型都市の整備事業）とは、水力・電力の安定供給、衛生的な環境
　作り、公共交通網・インターネット環境の整備、住宅の供給等を進めるプロジェクトです。
▶2015年8月に整備対象となる98都市が選定され、10月には日本を含む14ヵ国・地域の企業が顧問役として
　選定されました。
▶スマートシティ構想により、ムンバイのような大都市の過密化、都市生活環境の改善等も期待されます。
国民の生活にもインターネットやスマートフォンが浸透

インド利用人口および普及率（予測値、2017年および2020年）
人口増加に伴う消費拡大とデジタル化が生む相乗効果

インドeコマース小売売上高（予測値、2017年および2020年）

出所 ：  IBEF、国連の世界人口推計2019年版、総務省のデータに基づきイースト
スプリング・インベストメンツ作成。

普及率
33％

インターネット
普及率
51％

2017年 2020年＋2.5億人
7億人

2017年
4.5億人

<参考>
日本
 81%

インドの経済成長を支えるIT産業
名目GDP（米ドル換算）ランキング（2018年および2033年）

2018年（推計） 2033年（予測）

順位 国名 順位 国名
1 米国 1 中国
2 中国 2 米国
3 日本 　 3 インド

… 4 日本
7 インド …

… …

出所： Cebr（Centre for Economics and Business Research）
「World Economic League Table 2019」のデータに基づきイースト
スプリング・インベストメンツ作成。

2017年 2020年

640億米ドル

385億米ドル 約1.7倍

IT・Technology IT・テクノロジー

7位から
3位に！

名目GDPは
約4倍に拡大
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消費 Consumption
急拡大が期待される消費市場
2030年までに中間所得者層が約4.5億人増加し＊1、総消費額は約4倍にまで拡大する見通し
経済成長に伴う所得水準の向上により、中間所得者層の増加と個人消費の拡大が期待されます。インドの1人当たり
GDP（2,199米ドル＊2）を日本の1人当たりGDPの推移にあてはめると、日本の1960年代後半に位置しています。一
般的に1人当たりGDPが3,000米ドルを超えると、家電製品などの耐久消費財の普及が加速するとされていま
す。
＊1 中間所得者層は、世帯の年間可処分所得が5,000米ドル以上35,000米ドル未満。Euromonitor Internationalの予測値。
＊2 2019年時点、IMF世界経済見通しデータベース（2019年4月）
※インフレは考慮していません。

インド・日本 総消費額の比較
（2017年および2030年、単位：兆米ドル）

　出所 ： Euromonitor Internationalのデータに基づきイーストスプリング･
　　　　インベストメンツ作成。推計値および予測値。
※インフレは考慮していません。  
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インドインド 日本日本

2017年 13年後 2030年

約4倍に増加
日本の消費額を上回る

主な耐久消費財 日本の普及率推移とインドの普及率
（日本は1957～2000年、インドは2018年時点）
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　出所 ： 内閣府、Euromonitor Internationalのデータに基づきイースト 
         スプリング･インベストメンツ作成。

インド人は本当に牛肉を食べないの？
インドで牛は国民の8割を占めるヒンドゥー教で三大神の一人「シヴァ神」の乗り物で、神聖な動物
として扱われているため殺生は厳禁です。しかし、インドは2019年の牛肉の消費量は何と世界5位
なんです！　なぜ、こんな矛盾が起きているかというと、食用に飼育されているほとんどが「水牛」で、
動物分類学上、「牛」とは分けられる為、宗教上の制約に含まれないからです。また、人口の残り2割は
ヒンドゥー教徒ではないことを考えると、次に多いイスラム教徒を含めた2億人以上は、牛肉を
食べても問題はないため、世界でも有数の消費国となっているのが現状です。

出所 ： 米国農務省（USDA） ＊EUは1つの地域としてカウントしています。
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▶2014年のモディ政権発足（第1次モディ政権）以降、インドでは経済改革が進展しました。
▶ 2019年の総選挙で再選を果たしたモディ首相は、引き続き「メイク・イン・インディア」をキャッチフレーズに

製造業の振興を産業政策の柱としています。
▶ 過去5年間の実績からも、今後はさらなる製造業の発展と、それに伴うインフラ整備の進展が期待されます。

Politics 政治

第18代インド首相
ナレンドラ・モディ（インド人民党）

（写真：新華社/アフロ）

・ 2014年5月、インド人民党が30年ぶりに単独で議席の過半数
を獲得。ナレンドラ･モディ氏が首相に就任。2019年5月の
下院総選挙にて再度、単独過半数議席を獲得しモディ首相は
再任

・ 就任以前の2001年～2014年は、グジャラート州首相として、 
同州でインフラ整備や製造業誘致を促進。相対的に高い経済
成長を実現

・ 2016年に入り、破産法改正案、GST（物品・サービス税）の憲法
修正法案など重要法案を次々と成立させ、改革を実行

モディ政権は2期目に、改革は継続

インフラ Infrastructure

モディ首相の改革が進展
ファンダメンタルズが改善
・インフレ率の低下
・経常赤字、財政赤字の削減
・外貨準備高の積み上げ
全国一律の間接税を導入
・  州ごとに設定される間接税の体系を一本化、課税

の重複などを回避（2017年7月導入）
インフラ整備に重点
・  法整備、政府支出増によりインフラ計画が加速
・  スマートシティ構想など社会インフラのIT化を 

強力に推進
規制緩和の推進
・外国企業の誘致促進のための規制緩和を実施
・  対インド直接投資（ＦＤＩ）が復調

「ビジネスのしやすさ」の順位がアップ
世界銀行が発表する「ビジネス環境ランキング」
の2019年版でインドは190ヵ国・地域中の77位
と、モディ政権が発足した2015年版の142位
から大幅に上昇。

出所 ：  世界銀行の「Doing Business 2019」、「Doing Business 2015」、各種
報道に基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
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インフラ Infrastructure
動き始めたインフラプロジェクト
モディ政権はインフラ投資、整備を推進しています。
製造業の発展に不可欠な輸送、電力などのインフラの
整備が進めば、物流コストの低減、外国企業の進出
加速等、経済への好影響が期待されます。

日本の新幹線方式を採用
ムンバイ～アーメダバード間およそ500キロメートルを結ぶ
インド初の高速鉄道建設に日本の新幹線方式の採用を決定し
ました。

例えば、道路や鉄道が整備されると・・・

順位 中期的（今後3年程度）

1 中国

2 インド

3 タイ

日本の製造業企業が有望と考える事業の展開先ランキング

インドの成長性を理由
に、有望国と考える企業
が多いものの、約35％
がインフラの未整備
を問題として挙げてい
ます。

出所 ： 国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－  
　　　2018年度 海外直接投資アンケート結果（第30回）－ 」に基づきイースト
　　　スプリング･インベストメンツ作成。

日本の高度経済成長期と同じようにインフラが整備されることで、
さらなる経済成長が期待されています。

様々な経済効果が現れます！

2 消費圏の広域化
遠くへ買い物、観光などに行くことが     
できます。

1 物流の活性化
より多くのものをより速く運べます。

3 交通渋滞の解消
高速道路や鉄道の建設により、交通
渋滞が解消されます。
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Talk Session サンカラン・ナレン氏との対談
経済発展は次のステージに！
豊富な若年層と拡大する中間所得者層、長期的な成長ストーリーは不変
インドではモディ首相が2019年の総選挙で再び圧勝。改革の継続が期待される中、インドとインド経済の
現状と展望、魅力についてICICIAM（イーストスプリング・インベストメンツ・グループ、インド拠点）の最高
投資責任者（CIO）であるサンカラン・ナレン氏に聞いた。
※出所：IMF世界経済見通しデータベース（2019年4月）、ブルームバーグ、インタビュー：2019年8月

急速な都市化の進展と拡大する中間所得者層、
健全な貯蓄率が成長を支える
改革の継続、インフラ投資が
長期的な投資機会をもたらす

―インド経済は2014年以降高成長を続け、今後も
相対的に高い成長が期待されています。経済成長を
支える要因を教えて下さい。

ナレン氏　インド経済は名目GDP（国内総生産）ベー
スで世界第7位、購買力平価ベースでは世界第3位の
規模です。過去5年間の実質GDP成長率は平均7.6%
でした。インドは、良好な人口動態（中央値は28歳）、
急速な都市化の進展と拡大する中間所得者層、健全
な貯蓄率などを背景に、長期的な経済成長が見込ま
れています。英語を話す人口の多さも魅力です。技術
労働者の賃金が相対的に安いため価格競争力があ
り、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）やソフ
トウェアサービスなどの主な輸出国となっています。
　国民の可処分所得は拡大の途上にあり、中間所得
者層も増加しています。多くの人が金融サービスに
アクセス出来るようになっているほか、個人ローン・
サービスが浸透してきていますが、まだ消費財の普
及率が低いことから、需要は底堅く推移すると見られ
ます。地方での電気の普及や、スマートフォンおよび
データ通信の普及なども、都市部・地方を問わずeコ
マースやデジタル・エンターテインメントのようなイン

ターネット関連セクターを後押しすると考えられます。
インフォーマルセクター（統計の数字上には表れない
経済活動）や農業のような生産性の低いセクターか
ら、フォーマルセクター（統計の数字上に表れる経済
活動）やサービスのような生産性の高いセクターへの
雇用のシフトによる都市化の加速で、長期的に経済の
生産性が高まることが予想されます。インド政府は過
去5年間で、物品・サービス税（GST）の導入やデジタ
ル化の推進、破産・倒産法などの困難な改革を実施し
ました。これらは長期的にインド経済に恩恵をもたら
すと考えられます。さらにインド政府は、主要セクター
の直接投資（FDI）規制緩和や、ビジネスのしやすさを
改善することによって、外国人投資家によるインド企
業への投資を推進してきました。これらの全ての要素
がインドの今後の経済成長を促すことにつながるで
しょう。

―2014年にスタートしたモディ政権で実現した、
主要な経済改革を教えてください。

ナレン氏　第1次モディ政権では、多くの経済改革が
行われました。汚職撲滅を目指した高額紙幣廃止、複
雑な税制を簡素化するGSTの導入、これまで長期間
かかっていた破産手続きを迅速化することにつなが
る破産・倒産法の整備、工期の大幅な遅延を防ぎ消費
者の保護を目的とした不動産の開発・販売規制に関す
る法律（RERA）などです。また、複数のセクターでの
FDI規制緩和、石炭・電力・低価格住宅取得促進などの
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Talk Session サンカラン・ナレン氏との対談

インフラ関連改革なども行われました。アドハー（国
民識別番号制度）、国民皆銀行口座政策、補助金の直
接支給などはそれぞれが結びついて相乗効果を発揮
しています。繰り返しになりますが、これらは長期的に
インド経済に恩恵をもたらすと考えられます。

―インドを含めた新興国の多くでは製造業の振興
において、インフラの整備が課題となっていますが、
インドのインフラ整備に関する取り組みについてお聞
かせください。

ナレン氏　2期目のモディ政権も、1期目に引き続き
インフラに注力する姿勢を打ち出しています。2期目
に入ってすぐに今後5年で100兆ルピー（約160兆円）
もの巨額のインフラ投資を行う目標を打ち出してい
ます。2019/20年度の予算案では、政府は632億米
ドル（約6.7兆円）をインフラに配分しました。道路、空
港、港湾から再生エネルギー、貨物専用鉄道（DFC）、
スマートシティ建設、低価格住宅の取得促進など多岐
に渡る分野でインフラプロジェクトを推進しています。

2019年のインド株式市場はこれまで値動きの荒い
展開となった。債券市場は大きく上昇

第2次モディ政権は改革の更なる浸透を図る

―2019年のインド株式市場の推移とその背景に
ついて教えて下さい。

ナレン氏　2019年のインド株式市場は変動性が高
い状況となっています。7月31日時点では、年初来で
MSCIインド指数は現地通貨ベースで0.6%の上昇と
なりました。3月に月間で+6.4%と大きく上昇したこ
とが寄与しました。インフレの落ち着き、金融緩和、
下院総選挙での現職のインド人民党（BJP）政権への
強い国民の支持などが株式市場の支援材料となりま
した。7月5日の国家予算案で示された、外国人投資家

（FPI）の一部への増税や、潜在的な需給の下押し圧
力となる浮動株比率下限の25%から35%への引き上
げ、国営企業の政府の最低保有比率（現行51%）の引
き下げなどを背景に、インド株式市場は予算案発表後
に大きく下落しました。外国人投資家による売りが膨
らんだためです。また、今年の株式規模別のパフォー
マンスをみると年初来では大型株が中小型株を上回
る状況となっています。

―2019年インド債券市場が大きく上昇した要因は
何でしょうか？

ナレン氏　インド債券市場は2019年に大きく上昇し
ています（利回りは低下）。7月31日時点で、インド10
年国債利回りは年初来で約1.0%低下しています。こ
れは主にインド準備銀行（中央銀行、RBI）の金融緩和
によるものです。RBIは年初来で計1.1%（8月7日の
0.35%の利下げを含みます）利下げを行っています。
また、6月の金融政策決定会合で金融政策スタンスを

「中立」から「緩和的」に変更しました。RBIはインフレ

が落ち着いた状況となる中、景気支援に軸足を移して
おり、さらなる利下げに先んじて債券市場は上昇しま
した。インドの債券利回り低下は、今年の世界の中央
銀行のハト派的なスタンスとも同調しています。米連
邦準備理事会（FRB）は2008年以来の利下げを行い、
その他の主要中央銀行は続く低インフレと世界経済
の成長懸念の中で短期的に政策金利を低位に維持す
る姿勢を示しています。また、原油安の進行と高い実
質金利が海外からインド債券市場への資金流入につ
ながって、今年のインド債券市場の支援材料となりま
した。

―2019年の総選挙で圧勝したモディ首相ですが、
今後の政策運営で特に力を入れる改革はどのような
ものになるとお考えですか？

ナレン氏　引き続きインフラは注力分野となると考
えられます。また、モディ政権は過去5年間に実施さ
れた改革の微調整を行うと見ています。例えば、現状
5段階で設定されている税率を3段階にするなどの
GSTの簡素化に加えて、税に対する意識の改善や課
税ベースの拡大につながる直接税に係る法の簡素化
などが考えられます。また、2016年に導入された破
産・倒産法も適用にあたって改善の余地があると見ら
れます。2019年6月時点では、破産・倒産の手続きが
終了した案件のうち再生計画が承認されたのは20%
未満にとどまっています。資産の清算が処理の主な
形態となっていることからヘアカット（債務の減免）が
高い水準となっており、満足いく進捗になっていませ
ん。民間投資を復活させるために、インフラや鉱工業
などの活力あるセクターへの信用の流れの促進に
は、銀行システムに残る大きな不良債権を成功裏にか
つ迅速に処理することが今後重要となります。

―今後のインド市場で注意するべき点はありますか？

ナレン氏　今後の市場動向に影響を与える可能性の
ある事項として、経済成長とRBIによる利下げの効果
の波及を促す政策や、民間投資循環の持ち直しの鍵
を握る不動産価格の調整とそれに伴う住宅市場の回
復、原油価格の動向、過去5年間勢いを欠いていた企
業利益の回復動向、米中の貿易摩擦によって成長見
通しの引き下げが続く世界経済の動向などが挙げら
れます。

MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、
知的財産権その他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は
同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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History & Culture 歴史と文化 

紀元前2600年頃から紀元前1800年頃までの間に
インダス川流域にインダス文明が栄えました。その
後、様々な勢力の支配下にあった背景を持つインド
では、ヒンドゥー教をはじめ、イスラム教、仏教など
多様な宗教があります。観光名所として有名なタージ
マハルは、17世紀の建築物でインド北部アグラに
ある総大理石造りの霊廟です。1983年に世界遺産
に登録されています。

インドでは多種の言語が使用されています。その中で
公用語はヒンディー語と英語です。1858年から1947
年まで英国統治下にあった影響で、英語が公用語の
1つとなっています。インドで使われるルピー紙幣には、
ヒンディー語、英語を中心にベンガル語、テルグ語など
17種類の言語で金額が示してあります。

歴 史

言 語

「インド人はおでこに赤い点を付けてターバンを巻いている」の真実とは？
日本人がイメージするインド人って、どんな感じでしょう？ほとんどの人が頭にターバンを巻いて、
おでこに赤い点を付けて生活しているという印象ではないでしょうか？実はこれ、間違いなんです。
おでこの赤い点は「ビンディ」と言いますが、このビンディを付けるのはヒンドゥー教徒で、ターバンを
巻いているのはシク教徒。つまり、別々の宗教の風習なのです。なのに日本人がインド人に対して
このようなイメージを持ってしまっているのは、今から約50年以上前に話題になったカレーのCMで、
日本人が演じたインド人がターバンを被っていた影響と言われているんですね。

多様な文化
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History & Culture 歴史と文化 金融市場 Financial Markets
インドの株式市場
インドの株式市場は、企業業績の向上とともに堅調に
推移しています。モディ政権の進める改革により今後、
中長期的な上昇も期待されます。
インド株式市場の代表的な業種は、金融、情報技術、
自動車、ヘルスケアなどです。

インドの債券市場
インドの債券利回りは相対的に高い水準です。
インフレが低位安定していることもあり、インド準備
銀行（RBI、中央銀行）は2019年2月から6月にかけて
政策金利を3会合連続で引き下げています。

インドの為替市場
通貨ルピーはRBIのルピー安対策が功を奏し、2013年
以降は相対的に落ち着いた動きとなっていました。
ただし、米国金利の引き上げや原油価格上昇の影響で、
2018年から対米ドル、対円ともに低下傾向となりま
した。
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　出所： Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
SENSEX指数はインドの代表的な株価指数。1株当たり利益は2001年1月末
を100として指数化。
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　出所 ：  Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
日本・米国・オーストラリア：JPモルガン GBIの各国指数、先進国：JPモルガン GBI 
Global 、新興国：JPモルガン GBI-EM Diversified、インド：JPモルガン GBI-
EM Broad  Indiaを使用。

JPモルガンの各指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している
インデックスであり、著作権、知的財産権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属
します。
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対米ドルは100ルピー当たりの推移。
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