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インドの2011年度GDP成長率は6.5％と明らかに鈍化し
た。なぜ減速したのか、何が必要なのかを展望とともに探

資（FDI）政策（総合小売業外資解禁）が不発となったこ
となどで、投資面における不確実性が上昇した。

っていきたい。図表１は2002年度から2011年度までのイン

インド準備銀行総裁スバラオと前財務大臣ムカジー（現

ドの主要経済指標である。2003年度から2007年度までの５

大統領）の各発言が、金融政策を担う中央銀行と財政政策

年間と2008年度以降とでは明らかに様相が異なっているこ

を担う政府のジレンマを象徴している。スバラオは、７月

とが理解できる。
「スタグフレーション（成長率鈍化とイン

31日の第１四半期金融政策決定会合でのアナリスト・エコ

こうちゃく

」と「双子の赤字（財政赤字の膠着と経常収支
フレの膠着）

ノミストの質問「４月の年次金融政策発表時に行った政策

赤字の拡大）
」が、インド経済の現在の実相である。

金利引き下げ（8.5％から8.0％へ引き下げ）を後悔しない

分水嶺は2008年。米国のサブプライムに端を発し、2008

か？」に対し、
「金利引き下げは拙速な決断ではない。引き

年のリーマン破綻へ続いていく世界金融危機に対抗したイ

下げは、政府サイドからのアクションを期待した呼び水だ

ンド政府の財政拡大政策（Fiscal Stimulus）がインド経済

った。ただし、政府は期待したアクションを全くとらなか

の新たな局面を生んだ。財政拡大の誘因として、2009年の

った。補助金の負担は、もはや財政が耐え得るレベルを超

下院総選挙を控えた当時の政治状況も見過ごすことはでき

えている。金融政策と財政政策は両輪であり、金融政策だ

ない。財政拡大は、インフレの昂進、インフレを抑えるた

けでマクロ経済が運営できるわけではない」と答えた。ス

注１

めの政策金利の連続かつ小刻みな引き上げ、通貨高 、経

バラオは、Fiscal Stimulusによって肥大化した財政がいま

常収支赤字の拡大へと波及した注２。2011年度、経常収支赤

だ慣性的膠着性をもち、政府が改革に踏み出していないと

字は、前年度460億ドル（GDP比2.7％）から780億ドル

いっているのである。一方、ムカジーは４月下旬、米国・

（GDP比4.2％）へと拡大し、経常収支赤字をファイナンス

ワシントンのシンクタンク、ピーターソン国際経済研究所

する資本流入が不足し、外貨準備130億ドルを取り崩した。

での講演時に「改革の遅滞の原因は連立政権にあることは

一方、実体経済では、実質金利の上昇による成長のエンジ

否定しない」と発言した。連立政権の複雑な政治状況が改

ンである固定資産投資伸び率の減速、および貿易赤字拡大

革を阻んでいるといいたかったのである。

と相まってGDP成長率の減速へ連鎖した。また、２Ｇ携帯

インド経済の減速には、単にマクロ経済の循環的変動と

電話割当をめぐる汚職に端を発した最高裁の割当ライセン

いう状況だけではなく、財政を含む構造問題が内在してい

ス・キャンセル判決、Vodafone最高裁判決に対する政府の

る。構造問題のひとつが「財政」である。膨大な補助金の

逆襲、および政権内不協和により目玉であった海外直接投

段階的削減（特にディーゼル、そのなかでも運輸関連部分）

図表１

図表２ 政策金利・インフレ率・鉱工業生産指数推移
――インフレを政策金利が追い、生産が低下する――

インド主要経済指標―2002 〜 2011 年度
（単位：％）
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図表３

実質 GDP 成長率と固定資本形成伸び率
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図表４

転換点となる主要政策

Administrative Decision（閣議決定→公示）で可となる政策
実質GDP成長率
固定資本形成伸び率

15

＜経済政策＞
・総合小売業 51％外資自由化：2011/11/24 閣議決定済。連立
政権内と野党からの反対にあい保留・棚上げ
・小売業全体の市場規模は約 5000 億ドル（39 兆円＠ 78 円／

10

ドル）、うち組織化小売業の市場占有率は 10％未満。小売

5

市場は７〜８年後には 8000 億ドル（62 兆円＠ 78 円／ドル）
へ。インド中小企業、農業の活性化、バックエンド・イン
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出所：インド計画委員会および中央統計局

フラの開発促進につながる。外貨流入促進による資本収支
改善
・民間航空分野 49％外資自由化
＜財政政策＞

が焦点だ。もうひとつは独立以来インドを悩ませてきた

・財政収支悪化の主因である軽油（ディーゼル）価格統制［補

「国際収支」注３である。慢性的経常赤字という実態により、

助金］の段階的フェイズアウト（ガソリンは自由化済み）

常に資本収支でのファイナンスが必要とされる。インドは

Legislative Changes（法案化・修正）が必要とされる政策

過去の経験から対外商業借入にきわめて慎重であり、海外
直接投資とポートフォリオ投資に力点をおかざるを得ない。
最も力を入れなければならないのが海外直接投資だ。トラ

＜経済政策＞
・土地収用法改正：短期的ボトルネックの解消。同時に長期
的成長の要素である土地の供給

ンザクション・コストを一丸となり引き下げる努力が必要

・鉱山法改正：石炭供給量の増加→経常収支赤字削減効果

である。海外直接投資の拡大は技術導入を通した潜在成長

・保険業外資比率引き上げ（26％→ 49％）

率引き上げにつながる。インフレを低下させながら成長さ
せるには潜在成長率を上げるしか方法はない。中国がその

＜財政政策＞
・Goods and Service Tax（GST）−政府は 2013 年度導入を目
指す

極点にある。国際収支面では、①貿易収支の改善：これに

・一般的租税回避規定（General Anti-Avoidance Rules−GAAR）
：

は製造業のGDP比率の拡大注４―すでに打ち出された新国家

政府は 2012 年度予算案で提出。50 年間の遡及適用が海外投

製造業政策の完遂（製造業のGDPに占める割合を今後10年

資家の反発を招く。2012 年４月１日導入から 2013 年４月１

間で25％へ引き上げ。１億人の雇用を確保する）―が必要、
②資本収支の強化：海外直接投資の拡大、すなわち資本規
制の緩和（総合小売業の外資自由化51％解禁、保険業の現
行26％から49％への資本規制緩和など）
、③ポートフォリオ

日導入へ政府譲歩
・政府は Draft Guideline を公表、専門委員会を立ち上げ再検
討中
出所：筆者作成

投資流入の強化：これには一般的租税回避規定General
Anti-Avoidance Rules（GAAR）の早期決着による不確
実性の払拭、が課題となる。
問題はその先にある。政権基盤と、政治のベクトル（政
治としての遂行可能性）
、政治日程が重くのしかかる。政権
基盤は、1991年外貨危機を乗り切った当時と比べ全く異な
っている。会議派が主流であった91年危機当時のナラシ
マ・ラオ政権と、現在の連立政権とでは会議派の基盤は明
らかに弱体化しているといわざるを得ない。現在の会議派
は重要な６州のうち２州を確保しているにすぎない注５。会
議派注６は、2014年の連邦下院総選挙を控えポピュリズム的
な政策に向かうだろう。14年までの州選挙は、12年にグジ
ャラト、ヒマチャル・プラデッシュ、13年前半にカルナタ
カ、後半にデリー準州、マディア・プラデシュ、チャティ
スガール、ラジャスタンで行われる。全体的な政治のベク
トルはエンタイトルメント（権利の拡大）に向かわざるを

注１：現在の通貨安は、欧州債務危機とインドへの投資における不確実性
の上昇によるものである。
注２：金融緩和（金融政策）は、一般的に「政策金利引き下げ→実質金利
低下→投資拡大→GDP成長率上昇」と「政策金利引き下げ→為替
（ルピー／ドル）上昇（＝depreciate）→輸出競争力上昇→純輸出
増加→GDP成長率上昇」へと波及する。
注３：独立後のインドの国際収支をめぐる情勢は、大きく４期に分けられ
る。1956〜75年（経常収支赤字を公的援助でほぼカバーした時期）
、
1976〜79年（経常収支黒字の時期）
、1980〜90年（財政赤字の拡大
と、対外商業借入が肥大化した時期。湾岸戦争がトリガーとなり91
年の外貨危機を招致した）
、91年の経済改革から現在に至る時期。
注４：製造業のGDPに占める割合は1980年以来15〜16％に低迷（中国
34％、タイ40％）している。
注５：連邦下院の大票田６州（ウッタル・プラデシュ、マハーラシュトラ、
アンドラ・プラデシュ、西ベンガル、ビハール、タミール・ナドゥ）
は、連邦下院総議席数544のうち291議席の半分以上を占める。会議
派は、この６州の政権のうちマハーラシュトラ、アンドラ・プラデ
シュ州を押さえているにすぎない。
注６：ソニア・ガンディーが総裁。会議派は現UPA政権（統一進歩同盟）
政権の中核である。

得ない。構造改革遂行上の最大のリスクはインド政治で
ある。
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