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バイデン時代の米中対峙

――さらなる不確実性の世界へ
「米国事業売却」と新たな挑戦
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荒木英仁のインクレディブル・インディア
荒木英仁（あらき・ひでひと）

毎日アジアビジネス研究所シニアフェロー
インドビジネスコンサルタント

長年、大手広告代理店「アサツー・ディ・ケイ」の海外事業に従事
し、2005年から9年間、同社インド法人社長。14年春グルガオンに
て「Casa Blanka Consulting」社を設立し、日本企業との提携を求
めるインド企業を支援。監査法人「Udyen Jain & Associates」と
業務提携し、日本企業のインド進出や現地でのコンプライアンスを
支援。インド最大手私銀「ICICI Bank」のアドバイザーや、ＪＥ
ＴＲＯの「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」コーディ
ネーターも務める在印15年強のベテラン。

インドで強まる中国製品排除
日本企業には参入好機に

新型コロナの累積感染者数が１０００万人

も、８月以降は３カ月連続して前年同月比プ

インドの製造業を牽引している自動車産業

ディワリで中国製品売れず

を超えたインドでは、日本と違い冬の到来と

ラスで、乗用車市場の約５割を独占するマル

チ・スズキ社に至っては３カ月平均で前年同

月中旬

共に新規感染者が減少傾向にある。

万人に届く勢いの新型コロナの新

月比１２４％を上回り、好調をキープしてい

には１日

規感染者数は最近２万人程度まで減ってきて

月の売り上げはインド最大の祭事であ

る。
倍

いる。日本に比べれば１日２万人でも十分イ
ンパクトのある数字だが、人口が日本の

るディワリが主な要因で、この好景気がその

まま持続するかどうかの判断材料は依然乏し

例年に比べ比較的厳かに迎えたディワリで

以上、国土面積も９倍に近く、衛生概念が乏
以上のＰＣＲ検査が実施されている大国とし

あったが（例年の花火や爆竹の騒音は若干抑

い。

て、爆発的な感染拡大が続いているわけでは
街を行く人々は日本の様に毎日のメディア

振るわなかったという事が新聞やテレビの

商戦期に稼ぎまくる中国製品が今年は全く

え目であった様に感じた）、いつもならこの
の情報に一喜一憂するでもなく、新型コロナ

ニュースで大きく取り上げられた事は記憶

ないと考える

）への関心は確

ースを独占する事はない。とは言え、インド

ドのメディアで毎日新型コロナの話題がニュ

のようなワイドショー的な番組は少ないイン

実に薄れつつある様に見える。そもそも日本

記録されたそうである。通常であればその中

らず７２００億ルピー（約１兆円）の売上が

（ Confederation of All India Traders
）が
発表したデータによると、コロナ禍にも関わ

に新しい。

（インドではＣＯＶＩＤー

の日常の生活ではマスクの着用、検温、消毒

でインド製品が金額ベースで７割程度を占め

日に全インド小売連合会

は既にルーティング化していて、街でマスク

るが、今年は中国製品がほとんど売れず、同

月

をしていない人を見かける事はほとんどな

団体の見立てによると４０００億ルピー程度

１５

の売上損失があったそうである。

１１

１９

ＣＯＲＯＮＡが市

い。もう完全にＷＩＴＨ
民生活に定着している。
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しい発展途上国のインドだ。毎日１００万件

１０

１０

また、別の機関が同時期にインド主要都市

17

１０
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２０４カ所、１万４千人の消費者を対象に実

中国製品ボイコットの背景
そもそも大多数のインド人は中国に対して

施した「あなたはディワリ用に中国製品を買
いましたか？」との調査によると、２０１９

は、インドやバングラデシュの住民 億人以

上に水を供給しているが、２０１５年頃から

中国が上流でダムを建設し、「水を抜き取っ

ている」疑念が生じているからである。

そんな中、今年４月以降ラダック地方で散

発的に続いていたインド軍と中国人民解放軍

％以

上のマーケットシェアを占め、医薬品業界や

の小競り合いがエスカレートし、６月

日に

自動車産業の分野でも中国のサプライチェー

であるスマホ等の市場では中国製品が

の印象はあまり良くないものの、生活必需品

ポイン

％の消費者が

％と前年比で

％の消費者が購入していた

年度は約半数の
のに比べ、今年度は
トも落ち込んでいた。さらに
今後１年、中国製品はボイコットするつもり
であるという意思表示を示した。

ンに大きく依存しているインドで、何故ここ

同地方ガルワン渓谷の実効支配線近くで印中

人が死亡する事

態に発展した。中国との衝突でインド側に死

る殴り合いでインド軍兵士

両軍が衝突、乱闘となり、投石やこん棒によ

てきたのかを少し掘り下げてみたい。
月か

まで中国製品ボイコット機運が一気に高まっ

ナの発祥が中国と想定されているからではな

インドと中国の確執は、１９６２年

この現象はインド市民を苦しめているコロ
い。また、一般消費者だけではなく、インド

年ぶりであった。

など多業種を手広く手がけ、４万人強の社員

走路、自動車エンジン製造、不動産開発事業

最近面談の機会があった高速道路、空港滑

インドは「打倒中国」のために核兵器開発に

惨敗を喫した。この事案がきっかけとなり、

戦死者、１７００人以上の行方不明者を出し

る。この紛争でインド軍は１３００人以上の

させてきた矢先の出来事である。

器、鉄道プロジェクト等のインド進出を加速

ンの要だけではない。中国が、ＩＴや通信機

った中国は、インド製造業のサプライチェー

今やインドにとって最大の貿易相手国とな

者が出たのは実に

を有する大手財閥企業のオーナーが「荒木さ

踏み切ったとされている。その後もインド軍

この悲劇の「衝突」が引き金となり、イン

月にかけての中印国境紛争にさかのぼ

ん、私のグループ企業で今後導入する重機、

と中国軍の間で偶発的な小競り合いが生じて

ドの官民は一気にアンチ中国へ大きく傾いた

ら

エレベーター、エアコン等全ての資材に関し

いたが、２０１７年以降、中国軍の攻勢が再

やコンポーネンツに代わるサプライチェーン

達も「信頼度が年々落ちている中国製の部品

また、この企業以外の各種製造業のオーナー

します」と断言した時は、一瞬耳を疑った。

る。インドはさらにベンガル湾に流れるブラ

たい」とする思惑があるとインド側は見てい

て、「ベンガル湾に到達するルートを確保し

いて、中国が進める「一帯一路」の一環とし

中国がインド北東部を執拗に狙う理由につ

りするパフォーマンスを実施し多くのニュー

内で中国製家電製品を叩き壊したり燃やした

バーは一般市民を巻き込みながら、デリー市

ＳＳ）に近い愛国覚醒会議（ＳＪＭ）のメン

の後ろ盾であるヒンドゥー至上主義団体（Ｒ

のである。与党インド人民党（ＢＪＰ）やそ

を真剣に模索し始めている」という話を耳に

ス等で取り上げられた。

反中感情は更に高まり、全土に中国製品不
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１６

て中国製品の購入を全面禁止しました。これ

企業の間でも中国離れが確実に進んでいる。

２０

マプトラ川にも神経を尖らせている。中国チ
する機会が確実に増えている。

ベット自治区を水源とするブラマプトラ川

18

７０

び目立ち始めている。

４５

４０

からはほとんど全てを信頼のおける日本製に

１１

１０

８７

２９

４８

荒木英仁のインクレディブル・インディア

ンフラプロジェクトから中国企業を締め出す

政府にも、道路建設等の政府主導の大型イ

投資について政府の事前許可が必要とされて

が、自動認可ルートの業種であっても全ての

従来はパキスタンとバングラデシュのみ

る国の範囲を拡大した。

動きが出た。６月中旬、インド高速貨物鉄道

きた。今回の改正により、全業種で政府の事

買運動が広がった。

公社（ＤＦＣＣＩＬ）は進捗の遅れを理由に

前許可を必要とする対象が上記

カ国から、

中国の鉄道信号メーカーの応札を取り消し、
を交わしたばかりの５００億ルピーあまりの

西部マハラシュトラ州政府は中国企業と覚書

ているか、そのような国の市民である場合」

の主体者がインドと国境を接する国に居住し

「インドと国境を接する国もしくは対印投資

このように、官民共に中国への反感が高ま

産、ＤＡＰ肥料（硫酸アンモニウム）の

１０
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日に

に拡大された。この改正は明らかに中国を警

プロジェクト３件を凍結。さらに６月

は、インド政府がインドでも人気の高い動画

日には中国からの輸入製

産業界は中国に大きく依存

戒したものだと報じられている。

月

っているものの、今までインドの産業界は中

すぐに度外視する事は現実的ではない。ジェ

国製の部品や原料に大きく依存してきた事を
実はインド政府はラダック衝突事件の２カ

ネリック医薬品の世界の工場であるインドが

成品輸入の禁止が発表された。
月前、コロナ禍が始まってすぐの今年４月の

％は中国

輸入する医薬品原料（ＡＰＩ）の
日、外国直接投資

段階で、中国への警戒を強めていたのであ
る。インド商工省は４月

％

も全て中国からの輸入品で賄っている。実際

％、電子機器部品の
イルス感染拡大による経済状況の変化に乗じ

インドにとって中国との貿易額は全体の

％、自動車部品の
た外国企業（主に中国）からの日和見的な買

強を占めるが、中国の貿易総額に占めるイン

％
収を牽制するためとして、業種にかかわらず

３８

ドの割合の現状は３・１％に留まる。今まで

（ＦＤＩ）政策の改正を発表。新型コロナウ

４０

７０
インドへの投資に政府の事前許可を必要とす

２７

１８

19

2

」を始めとする 種類
投稿アプリの「 Tiktok
の中国製アプリの使用を禁止した。 月初旬

２９

59

9

にはインドでも人気のあった「 PUBG
」を含む
種の中国製アプリの使用禁止を追加発表し
厳しくなり、

１５

品を標的にしたと思われる民生用エアコン完

１０

た。中国製品に対する税関の締め付けも一層

５９

荒木英仁のインクレディブル・インディア

表１

収支バランスが大きく偏ったインドの中国に

に対する関税を回避できる事となる。確実に
いる。

世界のサプライチェーンは脱中国に動きして

）、今回の事件でこれがさら

対する貿易収支赤字は、この数年減少傾向に
あったが（図

替品は見つからない。」と発言。自動車産業

輸入を増やすしか方法はなく、そう簡単に代

入を減らすには国産品を増やすか他国からの

いては慎重に対応してほしい。中国からの輸

会長は「中国製品の輸入禁止や数量制限につ

静に事態を見守っている。インド輸出業協会

この一連の動きに対しインドの産業界は冷

ォームへ問い合わせのあった、ＢｔｏＢ企業

の「中小企業海外展開現地支援」プラットフ

に私がコーディネーターを務めるＪＥＴＲＯ

事は紛れもない事実である。この数カ月の間

がサプライチェーンの脱中国化を願っている

べたが、多くの製造業のインド人オーナー達

か、容易な課題ではない。一方で、前にも述

ンを機にどのようにして中国依存度を低める

インドが今後、このアンチ中国キャンペー

の雄マルチ・スズキのバルガバ会長は新聞記

用の部品やコンポーネンツを日本で製造する

において、日本のメーカーは大チャンスと捉
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に加速する事が期待される。

者の取材に対し「中国製品をボイコットすれ

日系企業との面談等で判明した事は、昨今の

日本製の部品やコンポーネンツの値段は十分

ば、インドは結果的に高い買い物をする事に
なり、国益に反する」とコメントした。
デルであった「 iPhone 」の製造拠点を中
国からインドへ移転すると発表した事は衝撃

えるべきである。自動化が進み、中国の人件

中国製の製品と戦えるという事である。

的なニュースだった。その後アップルのサプ

費が高止まりする中、高い技術力と高品質を

さらに今年７月、アップルが当時の最新モ

ライヤーのサムソン電子やフォクスコンを含

誇る日本の中小企業のコスト競争力は確実に

上がっている。中国製品に比べ圧倒的にディ

フェクト率の低い日本の製品力と狭まりつつ

とても魅力的である事は間違いない。今こそ

Production
「生産連動型インセンティ
Linked Incentive
ブ」スキームに参加表明している。同スキー

日系企業が自信を持ってインド市場に挑戦す

あるコスト差は、多くのインド企業にとって
ムに参加する事で、今後巨大消費者市場とし

る絶好のタイミングであると考える。

産を推進するために立ち上げた

アンチ中国機運が高まるインドの巨大市場

社余りの企業はアップルに追従するよう

む

11

て確実に拡大するインドへ輸出する電子製品

20

1

に、インド政府が電子機器製造の大規模な生

１８

