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高齢化待ったなし中国
日中連携で介護市場開発を

1

上海の病院前でタクシーを待ち続ける高齢の女性＝林哲平撮影
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高齢化待ったなし中国――日中連携で介護市場開発を



３

日本同様、高齢化社会に突入した中国。２０５３年には中国の高齢化人口は
４億８７００万人に達し、世界の高齢人口の４分の１を占める見通し。中国
政府も力を入れる高齢化対策に外国企業が参入するには、中国側の政府や
企業との連携が不可欠だが、日中間の政治関係が大きく改善に向かってい
る今こそ、日本企業にとって大きなビジネスチャンスともいえる。

米国のアジア人脈 10

ミャンマー制裁法案が下院外交委で可決 超党派のリベラル、保守連携で主導

8

６月20日、米下院外交委でミャンマー軍に制裁を課す超党派の法案が可決さ
れた。「対ミャンマー制裁」の一部を復活させる内容だ。法案を主導するの
が民主党人権派のエンゲル外交委員長と共和党保守派のシャボット元外交
委員会アジア太平洋小委員長。左右両極の２人が連携して糾弾するミャン
マー情勢は、米国から見ると悪化の一途をたどっているように映るようだ。
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インド洋のモルディブへ進出呼びかけ 日本の情報センターが発足

コラム・小川忠のインドネシア目線

虎門中央法律事務所

弁護士
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インドのビジネス関係法の現状～インド契約法について
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歳以上の

年に

保険分野の保険保証と投資計画のサー

中国人寿は５億人のユーザーに生命

０万のピークに達し、世界の高齢人口

５３年、中国の高齢人口は４億８７０

専門家の将来見通しによると、２０

3

高齢化待ったなし中国
日中連携で介護市場開発を

た。２０１７年末までに、

・３％を占めている。

高齢者は２億４０００万人に達し、総

人口の

は３億人を突破し、

社が参
加して、中国江蘇省蘇州で「２０１９

上回る。中国は世界で高齢化が最も深

イ）学館など日本の介護企業

ループ、中国人寿保険（集団）公司

中日健康養老産業シンポジウム」が開

刻な国の一つである。

日、中国最大の商業保険グ

（中国人寿）と、日本の礼愛（リエ

かれた＝写真上、中国人寿提供。

年には４億人を

イ）、湖山医療福利集団、日医（ニチ

６月

２０５３年には高齢者４億８７００万人
政治関係改善の今が好機
中国は日本と同じく高齢化社会
を迎えている。多くの日本企業に
とって、省エネ、環境保護などの
分野と共に中国との提携で重要に

ビスを提供し、２００万人以上の保険

を占める。人口高齢化に

伴って、独居老人の割合が高まり、要

分の

の
は現在、蘇州、天津、三亜、深圳など

介護高齢者層が増加し、病気の蔓延傾

日中間では介護問題に関する討論会

で介護プロジェクトを展開し、保養レ
護等のさまざまな基本的業態を確立し

日

には日本の「新エネルギー・産業技術

が何度も開かれてきた。今年３月
日本企業との提携、中国介護市場の

総合開発機構」（ＮＥＤＯ）北京事務

ている。
共同開発は今、中国でのトレンドだ。

回創新オープンサロ

所主催で「第
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６０
セールススタッフを擁している。同社

３３

向もますます深刻になる。

1

なっているのが、高齢者介護（中

１７
ジャー、健康管理、リハビリ、医療看

4

国語では「養老」）の分野であ
る。日中関係が順調であれば、こ
うした分野の関連プロジェクトの
推進は比較的容易である。現在、
日中間の政治関係は改善してお

２５

２７

り、中国の介護市場は日本企業に
ビジネスチャンスをもたらしそう

7

中国は１９９９年に高齢化社会に入っ

４５

だ。【毎日アジアビジネス研究所
コラムニスト・陳言（北京）】

１２

病気治療は社会と家庭に大きな負担を
強いている。また、病院側も良質な医
療資源に最大の力を発揮できない。最
近の２年、政府と専門研究機関は医療
と介護を結び付けるモデルを提案して
いる」

介護と医療の結合を

4

牟氏が指摘する問題を解決するため
には、新たな概念を導入しなければな
らない。医療と介護を結び付ける「医
療プラス介護」によって、介護サービ

べきである。医療、介護両面の統合に
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スばかりを強調してきた伝統的な介護
理念を超越し、介護サービスと医療
サービスの両立とともに、老後生活の
ン、新中日創新プラットフォーム構

よって、持続的な高齢者サービスを提

保障における「医療＋介護」を重視す
築」が開かれた＝写真、ＮＥＤＯ提

供すれば、将来的な要介護、独居、疾
病高齢者のさまざまな生活需要を満足

供。この席で中国老齢産業協会執行秘
書長の牟麗娜氏は、次のように発言し

させ、社会資源を最大限に活用でき

居者にカスタマイズした専門サービ

た。「わが国の医療機関と介護機関は

な「医療＋介護」の提供や介護をメー

ス、さらに、さまざまな高齢者のニー

る。介護機関と病院との間の資源の乖

「医療＋介護」は中国国内外で注目

ンとする健康管理介護専門サービス

ズに応じた高品質の「医療＋介護」

一貫して、相互に独立したシステム

サービスはしてこなかった。こうした

を集めている。牟氏は「中国では現在

は、高齢者に日常的な健康診断、健康

サービスを提供する。

離状態を打開し、ウインウインさらに

状況下で、医療と介護が分離している

多くの介護機関が『医療＋介護』を中

促進、中国医学によるリハビリ、介護

だ。介護機関は介護だけで医療は行な

結果、病気にかかった高齢者は普通、

心とするサービスモデルの展開を検討

看護やその他生活利便サービスなど入

全面ウインの局面を形成できる。

介護機関から帰宅せざるを得ず、医療

し始めている」と紹介する。このよう

わず、病院は医療を提供するが介護

機関と介護機関の間をかけずり回り、

療法士に手助けされながらリハビリを行う高齢者＝新華社

ず、気付いたとしてもどう対応してよ

中国の高齢者はネットが好きだ。日立

介護グッズとして、一足２００～３

は関連設備を提供し、快適なネット環

侵入者やガス漏れなどの通報にも対応

００元（約３２００～４８００円）の

いかわからないことが多い。日立の製

する。高齢者が転倒した場合も警察に

比較的安価な高齢者用の靴も提供して

境を提供している。

で、日立側も自社の中国における具体
通報する。

品はこれに気付いて警察に通報する。
日中両国は政府レベルでは、すでに
的な業務を積極的に紹介した。「日立

日立とテンセントが提携

月という早い時期に「中

日高齢化対策戦略技術プロジェクト」
な事例を挙げてＰＲした。

限公司」の張若皓総経理は以下のよう

解決方案（ソリューションズ）中国有

ンターネット利用者が増加しネットや

の活動時間帯の正午過ぎになると、イ

テムの提供も行う。中国では、高齢者

また、コミュニティーへの通信シス

靴などだ。

向けに、便利なマジックテープ付きの

んでヒモ無しの靴が履きにくい高齢者

の種類の靴を販売。例えば、足がむく

いる。中国の生産工場と提携して多く

２０１５年
日から５年間、北
まず、日立の介護分野におけるコン

ＷｉＦｉの速度が明らかに低下する。

の現代的なコミュニティーを造成し

京市と江蘇、浙江、陝西各省にあるモ

年５月

デル施設で、一歩先に高齢化社会に突

サルティング事業について紹介。山東

に調印。

入した日本のノウハウを中国側に伝え

省威海で８つの自然村を整理して一つ

民間でも現在、多くの日本企業が中

た。このコミュニティーの独居高齢化
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る取り組みが行われている。
国の介護産業分野で業務を行ってい
率は

％を上回り、しかも農村の高齢

る。リエイ、ニチイ学館などはその中

ティーの高齢者に対する介護につい

者は収入が少ない。日立は、コミュニ

規模から言えば日立製作所だろう。

て、コンサルティング・プランを提供
張若皓総経理は、次に日立のスマー

すでに相当な額の投資を中国での介護
日立はグループ全社が広東省深圳市

ト設備や介護グッズを紹介した。日立

した。

に拠点を置く世界有数のＩＴ企業、騰

のセンサーは非常に精巧でバイタルサ

日立はＩＴ企業として、主に同社の

訊（テンセント）と戦略提携関係に

なう手法を採用している。今年５月、

センサーを使用した家庭用インター

インを感知し、身に付けることも、

雲南省昆明で開催した「テンセント・

ネット・スイッチも開発した。高齢者

調印し、テンセントというプラット

グローバルデータエコ大会」で、同社

世帯の水道管が破裂して、水が流れっ

ベッドに置くこともできる。

は日立の介護業務を幅広く紹介した。

フォームを通じて全社の介護業務を行

事業に投じている。

でかなり積極的な企業の一つだ。

７０

ぱなしになっても、高齢者は気が付か

スマートフォンで株式相場を確認する中国の高齢者＝新華社

２０

回オープンサロン」

３月の「第

４５

5

１０

１６

介護」面では、中国の現状では、介護

施設が病院を併設するか、病院が介護

施設を併設することが大部分。中国で

は中国での事業拡大能力を有する。し

中国政府は介護を重視し、日本企業
があるという意味であり、他社に経営

優先権はあるが、同一条件下で優先権

が不可欠。日立には５年後の再延長に

はしない。巨大な需要がある中国の高

お金を払ってまで快適さを求めようと

る。高齢者は料金がいくら安くても、

ば、結局、１元も得られないことにな

るが、今のところ、関連事例は極めて

点に着目すれば事業の前途は開けてい

高く、「医療＋介護」において、この

ステーション等に対する需要が極めて

政府は介護重視するも、制度面では改善の余地

かし、中国の介護には制度面で多くの
権が移る可能性もある。長期間の安定

は遠隔医療、家庭ドクター、移動医療

改善の余地がある。

た保険部門とサービス部門などを包括

中国人寿は、金融と実際の事業、ま

少ない。
ようとすると、実際にはとても難し

齢者サービスだが、そこから利益を得

中国の現行の介護費用は非常に安

い。
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経営は保証されていない。

サービスは民間民営方式で運営され、

く、介護事業への投資の回収は困難で

システムを構築している。日本企業が

した、介護に関する総合的なサービス
床必要。だが、中国の多くの地域で

中国での介護事業を継続していけるか

日本の高齢者介護施設は最低でも

は、これほど多くのベッド数を確保で

は、中国の大手保険企業、インタネッ

ト・プラットフォーム、あるいは政府
か。それはこの施設が旧家屋を改造し
かったからだ。この規模では、企業が
収益を得るのは困難だ。

6

例えば、日立のスマート健康介護
日立は建設に投資し、提携パートナー

ある。日立の中国における介護事業を
元（約４８０～８００円）で、他の

見ると、一つのサービスの料金は ～

に運営を委託。政府は５年間のサービ
ス購入を通じて日立に報いている。し
かし、５年間の契約期間が終了したら

床の
コミュニティー・ビルトイン式の介護

との円滑な協力関係を築けるかにか

きない。日立は浙江省嘉興市で

（約１６００円）前後。年間でも要介

床なの

０００円）ほどの収入にしかならな

床しか設置できな

た建物であり、
護者がいなければ、企業が高収益を実
現するのは大変難しい。

89

１４

在宅要介護高齢者に対する「医療＋

82

日立解決方案（ソリューションズ）

10

中国有限公司の張若皓氏は次のような

陳言

82

例を語った。高齢者がよく訪れる場所
に足裏マッサージのいすを設置し、使

かっている。

施設を設置した。なぜわずか

サービスを加えてもせいぜい１００元

２４

い。サービスの対象となる多数の要介

１４

１９６０年、北京生まれ。 年、南京大学卒。 ～ 年『経
済日報』勤務。 ～ 年、東京大学 ジ(ャーナリズム 、)慶応
大学 経(済学 に)留学。 ～２００３年萩国際大学教授。 ～
年経済日報月刊『経済』主筆。 年から日本企業 中(国 研)
究院執行院長。現在は「人民中国」副総編集長も務める。

03

99

99

用料を無料にした。利用者が殺到し、
３カ月後にはいすは故障。マッサージ
いすに需要があるのは明らかだ。しか

89

1

円）の有料とすれ

10
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３０

護者１人当たり１０００元（約 万６

１４

５０
し、１回２元（約

３０

どうなるのか。契約更新には公開入札
上海市の託老所（高齢者デイサービス・集会所）を訪れ、
地元の高齢者と親しく言葉を交わす習近平主席＝新華社

日本のホスピタリティーに価値

トだった。
最初に北京市で実験的に始めた小規
模多機能施設の利用者は現地で看護師
や家政婦も雇える経済力のある高齢者
だった。椛澤氏は「施設の活用動機を
考え、肉体的だけでなく精神的につら
い認知症家族に焦点をあてた。すると
大半が認知症症状の高齢者が利用する
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「礼愛」ブランドで中国展開
椛澤・リエイグループ代表に聞く

現在、グループのアジアリエイ社

7

ようになり、現地雇用スタッフの訓練
ていった」と言う。この施設が介護の

を重ね、日本的な見守りケアを実践し

護）」の文言が短く記載された。高齢

モデル的な存在として、中国中央テレ

次５カ年計画に「養老（介

ジウム」に参加したリエイ（椛澤一＝

化社会を見据えた施策であったが、中

ビなどのメディアに取り上げられ、孔

出した第

かばさわ・はじめ＝グループ代表、本

国国内で介護の概念は理解されておら

子の道徳思想の徳目を参考に命名され

「２０１９中日健康養老産業シンポ

社・千葉県浦安市）は、中国において

ず、椛澤氏にとっても手探りのスター

度も上がった。最近では新華社通信が

（椛澤優奈社長）を中核に、中国の

国に進出した。
南通市にある介護施設「礼愛介護中

恒大集団や華潤集団の傘下にある健

Ｃ（
Continuing
Care Retirement
＝高齢者が生涯を暮らす街
Community

て全国展開に臨む。多くのＣＣＲ

心」＝写真下、同社提供＝を取材して

年に

全国展開へ

康関連企業などと合併企業を設立し

現地有力企業と合弁

いる。

た「礼愛」のネーミングとともに知名

「礼愛」ブランドで北京市、上海市、
広東省広州市、四川省成都市、江蘇省
南通市を拠点に介護施設運営やコンサ
ルティング事業を展開している。
グループ代表の椛澤氏は「介護など
の分野では日本のホスピタリティ（お
もてなし）に価値を感じてもらってい

椛澤氏は１９７２年に創業し

法
( 人及び個人 か
) ら募る運営パート
ナーシステムを構築中であり、アジア

づくり 事
) 業に参画している。今後の
さらなる展開は、日本国内の同業者
所、年間給食数は約１３００万食に上

の介護事業への体制作りを急いでい

る。介護事業は国内

年から中

アジア進出は２００３年のタイのバン
コクから始まり、その後、

る。【毎日アジアビジネス研究所】

カ所を運営し、

利厚生サービス事業は全国５００カ

業展開し、企業・法人を対象とした福

リエイ社を設立した。食をベースに事

８０

る。中国にはマニュアルはあるが、心
の部分が染みこんでいるかといえばそ
うは言いがたい。しかし、ハードウェ
アの面では潤沢な資金力で日本に追い
ついており、日本のホスピタリティに
も賞味期限があると感じます」と語
る。
椛澤一リエイグループ代表（右）と椛澤
優奈アジアリエイ社長＝浦安市の本社で

１１

リエイが中国に進出したのは２０１
１年。ちょうど同年に中国政府が打ち

５０

毎日アジアビジネスレポート

１２
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■軍への封じ込め強める構え

ペ

及川正也・毎日新聞論説委員

ルマ）法案と呼ばれる。法案は全

ージにわたる膨大なもので、①ミャン

犯罪に関与した人物に対する商取引、

の犯罪の報告を義務付ける③これらの

する②戦争犯罪や大虐殺を含む人道へ

T h e B u r m a U n i t e d マーの民主化改革が実施されるまでミ
M i l i t a r y ャンマーへの軍事的支援の拡大を禁止
Rigorous

法案は、「
through

エリオット・エンゲル下院外交委員長

スティーブ・シャボット元外交委員会アジ
ア太平洋小委員長
＝いずれも本人のホームページから

2019年7月号
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ミャンマー制裁法案が下院外交委で可決

）

法案を主導するのが、民主党のエリ

16

8

超党派のリベラル・保守連携で主導した

92

54

エンゲル氏とシャボット氏
今年１月に始まった米議会では、ミ

オット・エンゲル外交委員長（

と、共和党のスティーブ・シャボット

本

提出されている。少数派イスラム教徒

元外交委員会アジア太平洋小委員長

ャンマーに関わる法案や決議案が
のロヒンギャ迫害問題が長期化する

）だ。鋭い党派対立で「分断」が

」（厳格な軍部の
Accountability Act
説明を通じたビルマの統合法案）で、

（

深まる米議会だが、ミャンマーの人道

中、一部は「対ミャンマー制裁」を復
活させる内容だ。ミャンマー軍に制裁

後、対強硬路線が強まるおそれもあ

13

」（ビ
BURMA

英文の頭文字をとって「
の対抗措置を強める共和党保守派が連

への「大虐殺」を非難した超党派決議

る。

る。
おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員

の採択に続く、米議会の意思表示とな

可決されれば、昨年

外交委員会で可決した。下院本会議で

66

携する異例の事態となっている。今

20

月にロヒンギャ

を課す超党派の法案が６月

問題を重視する民主党人権派と、軍へ

72

日、下院

19

12

ミャンマーの天然資源に対するミャン

に向けた捜査の支援⑤宝石の原石など

査証、送金の制約④戦争犯罪者の訴追

目的は、ミャンマー軍への制裁によっ

法案の内容は実現しなかった。法案の

の審議ではこの修正条項が削除され、

会議で賛成多数で可決されたが、上院

罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵

視察している。ＩＣＣは集団殺害犯

デシュのロヒンギャ避難民キャンプを

判所（ＩＣＣ）の検察官らがバングラ

これに先立つ今年３月には国際刑事裁

放に取り組む民間組織を支援するよう

制裁的な内容ではないが、政治犯の釈

」（ミャンマー政治犯支援法案）
Act
も審議され、修正のうえ承認された。

米国のアジア人脈 ⑩

マー軍の占有を制限する改革の推進―
て人権状況を改善させるもので、エン

略犯罪について個人を国際法に基づき

米国務長官に求めている。人道問題は

Political Prisoners Assistance

ダの非政府組織オンタリオ・インター

査結果のまとめに向けてバングラデシ

する独立調査委員会（ＩＣＯＥ）は調

プがあるコックスバザールへの長期的

9

シリーズ

―などを列記している。主な狙いは、

ゲル委員長は「この目標を達成するた

裁く組織だ。ミャンマー当局は国連を

ロヒンギャ以外の少数民族に拡大して

Burma

ロヒンギャをはじめ少数民族の弾圧を

めに、この法案は新たな多くのツール

含む国際機構の調査や捜査の現地調査

法案がいま日の目を浴びているのは、

ナショナル開発エージェンシー（ＯＩ

ュ入りする準備を進めているという。

下院の法案採決では、同時に先月

な立ち入り調査を実施したい考えとい

2019年7月号

院議員（民主党）が提出した「

強めるミャンマー軍の封じ込めだ。６

を提供している」と指摘している。

撃以来、ミャンマー軍に苦しい目にあ

国際的な動きの後押しがある。今年４

ＤＡ）によると、一方でロヒンギャの

議長を務めるフィリピンのロサリオ・

当欄で紹介したアンディ・レビン下

を得たうえで、ロヒンギャ避難キャン

グラデシュのＡ・Ｋ・アブドゥル・モ

28
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日の下院外交委員会の採決では、

おり、米議会での懸念は広がってい

月

を受け入れていない。ミャンマーは一

原案のまま全会一致で承認された。近

にアウンサンスーチー国家顧問兼外相

現地からの報道によると、昨年７月
２０１７年８月以降のロヒンギャ難

が設置したロヒンギャの人権状況に関

主張している。

る。

■国際的な動きに連動

貫して「テロリストの掃討作戦だ」と

く、下院本会議に付託され、討議に入
る方針だ。
エンゲル下院外交委員長は声明で

万人以上にのぼっている。カナ

わされてきた。これ以上、司法の判断

月、イスラム教諸国でつくるイスラム

被害を、▽殺害・約２万４０００人▽

マナロ元外務副大臣は５月

民は

を待つべきではない。ミャンマー軍は

協力機構（ＯＩＣ）がロヒンギャの法

火による殺害や傷害・約３万４０００

昨年の議会でいったん廃案になった

同じようにほかの少数民族も攻撃して

的権利を確立するために国際司法裁判

人▽暴行・約

メン外相に表敬訪問の書簡を送った。

「ロヒンギャは２０１７年の悲惨な攻

おり、この数十年にわたる極めて深刻

所（ＩＣＪ）に訴える決議案を全会一

暴行・約１万８０００人▽焼き討ち・

独立委員会はバングラデシュの承認

日にバン

で非人道的な戦術を利用している。ロ

致で採択した。イスラム諸国への抑圧

万３０

万５０００件▽破壊・約

11

11

００件――と見積もっている。

11

万４０００万人▽性的

ヒンギャや他の少数民族への大虐殺を

約
目的とするＯＩＣには中東やアジア、

に対抗し、解放運動を支援することを

る」と語った。

アフリカなどの

57

億人のムスリムを代表する組織だ。
13

カ国が加盟し、世界

この BURMA
法案は昨年、国防権限法
案の修正条項として追加され、下院本

実行した人物は責任を負う必要があ

75

20

にあったコソボが分離独立を求めたこ

れるのもしばしばあるといい、

を訪問すれば、通行人から声をかけら

米国のアジア人脈 ⑩

う。調査は、避難民からの聞き取り調
の紛争では、アルバニア人への民族浄

シリーズ

査を通じて証言や証拠、情報を収集

権利を求めてきた。

し、記録するのが狙いだ。国際刑事裁
った。コソボ住民の９割以上を占めた

化などの人権侵害が国際的な問題にな

コソボ問題に取り組んだ背景には、

紙は「コソボのロックスター」と
Call
表現している。

民主党支持の全米労働組合「米労働総

治的な立場は「リベラル派」とされ、

このほか、環境問題、動物愛護、医

判所は独立委員会が国際法違反の人権
アルバニア人の大半はイスラム教徒

祖父母がユダヤ系ウクライナ人の家系

同盟産業別組合会議」（ＡＦＬ―ＣＩ

療、農業、中間層などへの支援から政

侵害に対し公正性を担保する独立性の
だ。

10

Roll

基準を満たしていないと指摘してお

Ｏ）からすべての議員活動を通じてほ

チェックの徹底など厳しい対策を支持

のロシア移民だったことがあろう。バ

０１年にはアフガニスタンのタリバン

する筋金入りの「規制派」だ。

エンゲル氏は１９８９年に下院議員

がヒンズー教徒に識別マークを強要し

ただし、ユダヤ系という出自から強

任務につけるよう求めるなど、平等の

2019年7月号
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り、厳格な調査が求められている。

また、２００８年にコソボが独立を宣

たことを、かつてナチスがユダヤ人に

烈な親イスラエル派で、エルサレムを

ぼ１００％の評価を得ている。銃問題

ロヒンギャを巡る国際的な動きが慌

言した際、米政府に承認を迫ってい

着用させた「黄色のダビデの星」を彷

イスラエルの不可分の「首都」とする

ルカン半島でのムスリム迫害をエンゲ

ただしくなる中で今回の法案は可決さ

る。エンゲル氏のこうした活動はコソ

彿とさせると非難した。

決議に賛同した。また、民主党のオバ

に就任後、バルカン問題に取り組み、

れたが、注目すべきは、提案者と共同

ボでは有名で、２０１７年にはコソボ

移民が多いニューヨークのブロンク

マ政権が署名したイラク核合意につい

では、殺傷性が高く、充填容量の多い

提案者になった２人の下院議員の存在

政府がエンゲル氏の写真を使った切手

ス地区で育ったことも、多様性への敏

て「イランの核兵器保有を遮断するも

ル氏はユダヤ人を大虐殺したナチスの

だ。ともに外交委員会に長く席を置く

を発行したほどだ。街中には名前を冠

感な感覚を養う糧になったかもしれな

のではない」として反対している。い

１９９０年代にはクリントン大統領に

ベテランだが、民主党のエンゲル氏は

した「エンゲル通り」もある。

い。レズビアン、同性愛者、バイセク

ずれも、トランプ大統領の政策に合致

銃の販売を禁止し、バックグラウンド

名うてのリベラル派、共和党のシャボ

エンゲル氏は議会紙「 Roll Call
」
に「調べれば調べるほど残虐行為が明

シュアル、トランスジェンダーの学生

するもので、民主党の政策と受け入れ

「ホロコースト」に例えている。２０

ット氏は党内切っての保守派という正

らかになり、人々は脅されたり、殺さ

が受ける嫌がらせや差別に反対し、同

ない点もある。

コソボ紛争への軍事介入を要請した。

超党派の人権議員連盟に所属するエ

れたりすらする非常に劣悪な状況にあ

性婚を禁止した結婚防衛法に反対し

■人権派で知られるエンゲル委員長

ンゲル氏の活動は幅広い。とくに知ら

った。コソボを自由にし、独立国家と

反対の立場にある点だ。

れるのは１９９０年代のコソボ紛争で

た。

年には同性愛者が米軍で公然と

して認めるべきだと最初に議会で発言
したのが私だ」と語っている。コソボ

移民となったアルバニア系米国人の支
援だ。長年、ユーゴスラビアの支配下

１０

した。シャボット氏は３部門すべてで

の議会での投票についてラインキング

れた経済、外交、社会問題の計１１１

人の

罪で弾劾することに賛成票を投じた。

大統領（民主党）を偽証と司法妨害の

１９９８年に当時のビル・クリントン

会が始まっている。シャボット氏は、

うに映る。両氏の法案が下院を通過し

らみると悪化の一途をたどっているよ

て糾弾するミャンマー情勢は、米国か

氏だが、その左右両極の二人が連帯し

大きく異なるエンゲル氏とシャボット

米国のアジア人脈 ⑩

一方、共和党の共同提案者であるシ
「最も保守的」とされた。トップ５の

いまの司法委員会の共和党委員

うち、当時を知るのはシャボット氏ら

た時期に重なり、社会的保守・外交的

て米国では保守派内にも対外的な関係

守的」とされた。イラク戦争などを経

件前後の妨害が確認されているが、シ

プ氏にはモラー特別検察官の捜査で

じた理由だ」と語った。今回、トラン

シャボット氏はトランプ氏を支持す

はしていない」としてトランプ氏を擁

ンプ氏は宣誓した証言はなく、「偽証

を支持する共和党トップのミッチ・マ

ているのは間違いない。

2019年7月号
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ャボット氏は、有力政治誌「ナショナ
残りの４人はいずれも保守地盤ノース
カロライナ州、テキサス州、テネシー

２人だけだ。

コネル院内総務が法案を取り上げるか

タカ派という「伝統的な保守」といわ

を抑制する「孤立派」が増えている。

ャボット氏は「多くの違いがある。ク

ェント・デザイン」（知的設計論）を

る姿勢をみせる。シャボット氏が所属

11

■「最 も 保 守 的 」 と さ れ た シ ャ ボ ッ ト 氏

年に「共和党で

最も保守的な下院議員」に選ばれたこ

州、ルイジアナ州の南部州選出の議員

しかし、トランプ氏の弾劾の是非に

どうかはわからない。しかし、米国の

ル・ジャーナル」で
ともある保守派だ。中西部オハイオ州

だった。シャボット氏は「私の右側に

ついてシャボット氏は米誌アトランテ

れる。２００２年にはオハイオ州の公

シャボット氏は対中国政策では台湾を

リントン大統領は宣誓した証言にウソ

教えるよう主張している。シャボット

選でのロシアの介入疑惑をめぐる公聴

国内政治や外交に対するスタンスは

護した。

があり、偽証した」とする一方、トラ

10
する下院司法委員会では、 年大統領

年に行わ

１６

ても、上院ではアウンサンスーチー氏

に選挙区を持つシャボット氏は、保守

はだれもいない」と当時、自慢してい

の弾劾を支持しない考えを表明してい

派の草の根運動「ティーパーティー」

とりわけ、伝統的保守の側面が出て

る。クリントン氏のときに支持したこ

対ミャンマー圧力がじわじわと高まっ

いるのが、外交・安保政策だろう。ナ

とについて「クリントン氏は弾劾に値

ィックのインタビューで、トランプ氏

ショナル・ジャーナルは外交関連の投

る。

家ではなく、ごりごりの保守派という
イメージはない。
１９９４年に初当選したシャボット

する違反を犯した。それが賛成票を投

立高校で、人間の誕生や進化について

支持し、独裁政治に反発する傾向があ

票行動について、その「

ダーウィンの進化論とともに神の「知

る。

氏は、共和党が「保守革命」を起こし

％」が「保

の応援を受けているが、扇動的な政治

17

的意思」が働いたとする「インテリジ

95

氏はかつて小学校の教師でもあった。
ナショナル・ジャーナルは

１３
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米中貿易対立の中で両国のトッ
編集長＝写真左＝があいさつし、米中

室副主任、周樹春・中国日報社長兼総

冒頭、郭衛民・中国国務院新聞弁公

入のハードルを下げ、開放政策を拡大

なっている。習主席は（中国）市場参

に逆行し、これが米中対立の要因に

易を進めたにもかかわらず、今はそれ

る。米国は自国の利益のために自由貿

し、グローバル経済を崩壊させてい

「米国で保護主義と一国主義が台頭

会の対応が必

もに高齢化社

業の役割とと

大事。中小企

インフラ』が

る『質の高い

波及効果のあ

ジアでは経済

日本から出席した来賓の村田吉隆・

問題への言及

要だ」と米中

フォーラムを主催する中国側は、

阪市内のホテルで開催された。

日、大

主催、アジア開発銀行研究所＝東

間のディール（とりひ

ことを期待する。二国

の）秩序に戻ってくる

でつくった（自由貿易

当相）は「米国が自分

因となっている。トランプ大統領は中

は「世界の不確実性は米国と中国が要

究所（ＣＳＩＳ）シニアアドバイザー

シュー・グッドマン米戦略国際問題研

米国からセッションに参加したマ

12

「米中対立」改善へ大阪で開催
中国側は保護主義批判

カ国・

している」と述べた。

プ会談が注目される主要

貿易対立を念頭に多国間主義と経済の
互恵関係の必要性を強調した。謝伏

日中科学技術文化センター会長（元国

）首脳会議開幕を前

に、「開放型世界経済の共同構築

瞻・中国社会科学院長は基調講演で

習近平国家主席が来日することを

き）による解決は本質

国に対して〝テロ〟を行っている。中

首脳

踏まえて中国の立場を事前にア

ではない」と米国を牽

国も（自国の）市場へのアクセスを妨

を避け、日本が議長国であるＧ

ピールする場と位置づけており、

制しつつも、「中国は

げている。（米中対立で）グローバル

家公安委員長・防災担

米国の保護主義を批判し自由貿易

自由貿易体制に組みす

経済はダメージを受けている。ただ

ム（中国社会科学院・中国日報社

の堅持を主張した。日本など他国

るならば透明性、公平

し、米国の多数はグローバリゼーショ

会議に向けた政策を提言した。

の発言者からは気候変動など米中

性に努力してほしい」

ンの徹底を望んでおり、中国を弱体化

【毎日アジアビジネス研究所】

京＝など共催）が６月

協力分野の言及があった。

と中国側に要望した。

しようと思っていない」と語った。
下＝は基調講演で「ア

銀行研究所長＝写真右

吉野直行・アジア開発

20

に向けて」と題する国際フォーラ

地域（Ｇ

20
25
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20

ブリッジ大学国際政治研究所シニア

英国のマーチン・ジャックス・ケン
む。（米国の）孤立主義は衰退を早め

い）によって世界は前にも後ろにも進

た。テクノロジー経済（の成長度合

をとりたい中国の戦略も垣間見えた。

（交渉）主義のキーワードで共同歩調

定（ＴＰＰ）を推進する日本と多国間

離脱した環太平洋パートナーシップ協

方、フォーラム開催にあたり、米国が

シリ
ーズ
開放米
型国
世
の界
ア経
ジ済
ア探
人る
脈国⑥
際フォーラム
China

フェロー＝写真左＝は「トランプ政権
る。中国は忍耐すべき時だ」と言及。

知的対話など協調提言も

が中国のファーウェイを経済制裁し

ケリー・ブラウン・ロン
ドンキングスカレッジ教

2019年7月号

毎日アジアビジネスレポート

授は「中国の独特の社会
主義型経済はユニークで
（自由主義の）他の国に
は包容できない面があ
る。東洋と西洋の２つの
世界観と合わせて知的秩
序のもとで対話すべきあ
る」と提案した。
フォーラムには中国、
日本、米国、英国、カナ
ダ、イタリア、南アフリ
カなどの研究者ら約２０
０人が参加し、「（社会
主義の）中国は新型の開
放大国なのか」との問題
意識とともに、米中協調
の方策が議論された。一

13

シリ
ーズ イ
米ン
国ド
の洋
アの
ジモ
アル
人デ
脈
ィブ
⑥へ進出呼びかけ
Maldives
多くの島々を結ぶ通信をベースに、
（１）フェリー交通網、住宅、バイオ
発電などインフラ整備（２）水やゴミ

最後に眞柄秀明ＭＪＴＩＣ専務理事

年、日本と

周年。これから両国

が「会場の霞が関ビルも

モルジブも国交

の医療分野で日本の技術を活用したい

しょう」と結んだ。【毎日アジアビジ

日本の情報センターが発足
開所式に大臣出席

年のために頑張っていきま

左＝ら同国幹

ネス研究所】

の輝く

インド洋に浮かぶ観光地として知ら

と述べ、開所式に参加した日本の関係

モルディブ

部５人が出席

「モルディブ・ニッポントレードイン

共和国は約１

れるモルディブ共和国に日本の投資や

処理など環境分野（３）美容医学など

50

企業と意見交換した。

フォメーションセンター」（朝倉剛一

２００の島々

2019年7月号
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50

した。

代表理事、東京都中央区＝通称ＭＪＴ

からなり、人口約 万人（うち首都マ
万人）、面積約２９８平方㌔

ＩＣ）が発足し、センターの開所式が
レは約

（全島総計、東京 区の約半分）のイ

日、東京都千代田区の霞が関ビ

ル内で行われた。開所式には、モハメ

スラム教徒の国。かつての独裁的な政

６月
ド・アスラム国家計画インフラ相＝写

していきたい」とあいさつした。モハ

ブに進出する機会があれば雇用を創出

した。日本の中小企業はじめモルディ

流を活発にするためＭＪＴＩＣを設立

てこない。（情報交換など）両国の交

資・ビジネス案件の情報があまり入っ

朝倉氏は「日本にモルディブの投

を展開しようとしている。

加え、新たなインフラ整備やビジネス

観光とマグロ・カツオ漁の経済基盤に

23

メド・アスラム氏らモルディブ側は、

14

50

ビジネスを呼び込もうと一般社団法人

34

治体制から民主化が進展しつつあり、

13

真右、ラシード・ハッサン環境相＝同

27

モルディブを訪れる観光客に人気のある、青い海に浮かぶパームツリ
ーに覆われた珊瑚礁の小さな島＝川辺章生撮影

小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

インドネシアの大学生は寛容性を失いつつあるのか

キャンパス過激化への懸念

つまりインドネシア政治において、宗教が

ますます存在感を高めており、世代が若いほ

なイスラム教徒優先の姿勢を有権者にアピー

た候補者への支持が強まっているのである。

結びつき排外的なナショナリズム感情を煽っ

ど、かつ学歴が高いほど、イスラム強硬派と

ルしていたプラボウォ候補を破って、現職ジ

これは近年、大学キャンパスへのイスラム過

月のインドネシア大統領選挙は、排外的

ョコ・ウィドド（通称・ジョコウィ）大統領

月、インドネシア国家情報庁（ＢＩ

激思想の浸透を危惧する発言が、政府当局か
年

が再選を果たしたのだが、気になっているこ
日号）掲載の民間調

ら繰り返しなされていることとも符合する。
月

る」と述べた。ＢＩＮの調べでは、 ％の大
学生、

歳以上の過

・３％の高校生がカリフ制国家を樹

た。独立以来政教分離的な国是「パンチャシ

立するためのジハードを支持している。また
回の選挙では

世代別の投票傾向でいうと、

を見ると、小学校卒の層ではジョコウィが優

戦いはほぼ互角だ。さらに学歴別の投票傾向

歳以下となると、ジョコウィ、プラボウォの

在し、インドネシアの高等教育を代表する名

て、警鐘を鳴らした。いずれもジャワ島に所

大学、ブラウィジャヤ大学の

プル・ノーペムブル工科大学、アイルランガ

大学を名指し
勢なのに対し、高卒ではほぼ互角、大卒では

門大学であるがゆえに驚きの声があがった。

ボゴール農科大学、ディアポネゴロ大学、ス

て、インドネシア大学、バンドン工科大学、

イスラム過激組織が浸透している大学とし

23
若干であるがプラボウォ優勢となっており、

半数がジョコウィ支持だったのに対して、

39

2019年7月号

とがある。
年

Ｎ）のブディ・グナワン長官は、インドネシ

テンポ誌（

査機関が行った出口調査によると、「大統領

ア全土の

％の大学生が過激思想にさらされ

選挙・議会選挙において、どれくらい宗教・

・５％だっ

39

ラ」を掲げてきたインドネシアにおいて、今

33

インドネシア国家テロ対策庁（ＢＮＰＴ）は

６％、「ある程度意識した」が

に対して、「意識した」と回答した人が

ており、「大学キャンパスは過激組織が新メ

4

宗教的価値を考えて投票したか」という質問

18

ンバーをリクルートする草刈り場になってい

23

・

4

意識しながら票を投じているのである。

6

学歴が高いほど、プラボウォ支持の比率が上
がっている。

7

毎日アジアビジネスレポート

19

割近くの人々が宗教的要因を

24

25
28

15

4
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ジャカルタの米大使館前で、イスラム教を冒とくした米映画に抗議するイスラム団体の女性
＝２０１２年９月１４日、佐藤賢二郎撮影

年

月

日号）が、大学キャ

ＩＳのジハードに共鳴する女学生

テンポ誌（

しようとして身柄を拘束された

歳と

歳の

21

Ａ

のようなイスラム主義への確信に満ちた発言

まだ幼い面影の残るうら若き女学生の、こ

とも。

ム国」 の
) 戦闘に加わり、イスラム国家をイ
ンドネシアのみならず全世界に樹立したい」

う。「もし機会があるなら、ＩＳ 「
( イスラ

ｐｐを通じて、こうした思想を吸収したとい

彼女たちはインスタグラムやＷｈａｔｓ

輩は処刑すべき」と公言してはばからない。

「イスラムを攻撃し、イスラム法に従わない

スラム教徒にとっての禁止行為）であり、

るがゆえに、神の掟に背く「ハラーム」（イ

ディタは民主主義を、人間が作った掟であ

生で、小学校の代用教師をつとめていた。

ム寄宿舎（プサントレン）の卒業を控えた学

る。もう一人のディタは中部ジャワのイスラ

国立大学インドネシア教育大学の学生であ

している。そのうちの一人のシスカは、名門

女学生への留置所内インタビュー記事を掲載

18

を組み、その中で国家警察機動隊本部を襲撃

ンパスにおける過激思想の浸透に関する特集

28

は、インドネシア社会にとって衝撃的だった

2019年7月号
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5

ようで、テンポ誌は彼女たちの出現を「教育

16

18
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体制の破綻」と報じた。

少数派へ非寛容な若者

会研究センター（ＰＰＩＭ）が 年にまとめ

ア国立イスラム大学ジャカルタ校イスラム社

に暗い影を落とすのではないか。インドネシ

る。これは長い目で見て、この国の国民統合

由にアクセスし発信できる、要するにグロー

れ、経済成長の恩恵を受け、内外の情報に自

世代、Ｙ世代の後の世代である。民主化さ

生にあたる世代を指す。いわゆるミレニアム

バリゼーションが進行するインドネシアで育

しかし真の問題は、ごく一部の極端な過激

た「Ｚ世代・宗教アイデンティティの混乱」

月にインドネシア全

学生の言動ではない。これまで長くインドネ

年

名、合計２１８１名を対象にアンケート

生３３７名、学校教員２６４名、宗教学校教

州、イスラム教徒の高校生１５２２名、大学

ＰＰＩＭは、

ってきた世代である。
歳

という調査報告を読んで、強くそう感じた。
年から２０００年までに生まれた

シア・イスラムの美風とされてきた他の宗
ば、

「Ｚ世代」とは、ＰＰＩＭの定義によれ

してきた寛容性・柔軟性が、若い世代全体に

教、価値に対して柔軟に接し、平和裏に共存

18

歳までの、（調査時点で）大学学部学

員

調査を行った。これによれば学生の大多数

・

が、イスラム内部の少数派（シーア派、アハ

マディア派）に対して非寛容で、回答者

５％が「政府はイスラムの教えを歪める少数

派の存在を禁止すべき」と答えている。また

・７％が「ユダヤ教徒はイスラムの敵」と

回答している。「非イスラムが自分が住む地

・２％が「イス

・７％の学生が認めない

導入すべき」、学生の

・２％が「（イスラ

ム法を導入しない）政府を背教者」と答えて

いるのも、政府当局にとって驚きの数字であ

ろう。

2019年7月号

34

86

域の自治体首長になることを認めるか」とい

う質問に対して、

・２％、教員の

と答えている。

学生の

69

17

10

19

18

17

67

ラム法（シャリーア）をインドネシア国家へ

91

毎日アジアビジネスレポート

58

53

から

国立イスラム大学ジャカルタ校イスラム社会研究センターが
まとめた、Ｚ世代の宗教意識に関する報告書

おいて弱体化していることが問題なのであ

23 95

小川忠のインドネシア目線

１９７０年代のスハルト強権体制下、政府

にスハルト政権を崩壊させる市民運動の一翼

い管理下に置く中で、ダアワ・カンプスと称

な穏健リベラル指向の強かったイスラム学生

当初はムスリム学生協会（ＨＭＩ）のよう

を担ったのである。

振り返ってみると、イスラムと大学生の結

する、個人のイスラム覚醒とこれに基づく社

運動であるが、 年代以降、その中からより

がキャンパス内の学生による政治活動を厳し

びつきは今に始まったことではない。これま

会運動（福祉・教育・農村開発など多岐に及

イスラムと学生運動

でイスラムを思想的基盤とする学生運動は、
大学キャンパスを越えてインドネシアを変革

ぶ）は、バンドン工科大学等の有力国立大学

なる。

急進的イスラム主義な組織が登場するように

年に結成され、スハルト政権打倒に

から全国の大学に拡大していった。これが後

年５月

年４月

Gema Pembe-

日号）は報じている。

2019年7月号

大きな役割を果たしたインドネシア・ムスリ

ム学生行動連盟（ＫＡＭＭＩ）がその代表格

だ。同連盟は、インドネシアの政党のなかで

も最もイスラム主義的色彩の強い福祉正義党

（ＰＫＳ）と深い関係にある。２０１７年に

政府によって非合法化されたイスラム急進派

年代

組織ヒズブ・タフリール・インドネシア（Ｈ

ＴＩ）も、ダアワ・カンプスを通じて

バーは今、友人や家族を通じて

やＨＴＩである。非合法化されたＨＴＩメン

いるのは穏健なＨＭＩではなく、ＫＡＭＭＩ

学キャンパスにおいて学生の支持を獲得して

・ラスコウゥカの論文によれば、現在では大

号）に掲載された、危機管理専門家ナタリア

ストラテジック・レビュー誌（

からじわじわと影響力を拡大させていた。

８０

１９

（「自由の響き」）と呼ばれる小グル
basan
ープを作りメンバーを勧誘している、とテン

ポ誌（

２８

毎日アジアビジネスレポート

９８

１８

18

８０

する大きなうねりを作り出してきた。

国会を占拠し、スハルト大統領の即時辞任を求めた学生たち
＝１９９８年５月１９日、近藤卓資撮影
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は、１９８０年代以降豊富なオイルマネーと

キャンパス内の急進イスラム主義台頭に

ラ」は、嘘っぽい。許せない不正義がインド

が説く「多様性の中の統一」や「パンチャシ

わせている。そうした状況のなかで、お偉方

を切り捨て、自分の身近な世界を解体に向か

バリゼーション、新自由主義が、社会的弱者

官僚の汚職は後を絶たない。欧米発のグロー

由にものを言えるようになったが、政治家や

けたとしても、そうした学生が即テロ等の非

確かに学生がイスラム過激主義に感化を受

うのである。

げ、それこそが民主主義の危機を招く、とい

言論を操作しようとすることの危険性を挙

察や軍がキャンパスにスパイを放ち、学生の

早、と釘をさす。過激化防止対策として、警

学生全般が過激化していると断じるのは尚

なぜ学生は非寛容化するのか

ともに、コーラン・ムハンマドへの原点回帰

ネシア社会に存在する。そんな今の世の中で

が非寛容化するのだろうか。

責任感強く、社会を良くしたいと理想を抱

える。

筆者は国際交流基金ジャカルタ日本文化セ

が知る日本との交流に積極的で、明るく開放

高い経済成長によって社会が豊かになって

イドから流される「過激化するキャンパス」

ヌールのような知識人は、主に治安当局サ

なのかもしれない。

く、グローバリゼーションという硬貨の表裏

国際派の距離はさほど離れているわけではな

19

それにしてもなぜ今、大学生たちの意識

と異物排除による信仰の純化をめざすサラフ

合法活動を始める訳でなく、やみくもに思想

とがその背景にある。そういう懸念の声が、

く若者ほど、そうしたアイデンティティ不安

を取り締まるのは民主主義の自殺行為ともい

生きる意味は何か、自分は何ができるか。

ナフダトゥル・ウラマーのようなインドネシ

に揺れる。複雑な現代世界の有り様につい

年当

ヌール・フダ・イスマイルは、イスラム主

的な若者たちは、治安当局が取り上げる大学

も、依然として成長に取り残される貧困層が

発言に対して、一部の極端な事例をもとに大

2019年7月号
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ィー主義イデオロギーが中東から流入したこ

アの伝統イスラム組織関係者から聞かれる。

ンターに勤務していた２０１１年から

時、日本語や日本文化を学ぶ多くの大学生た

て、イスラム主義は、「敵／味方」「正義／
不正義」をはっきりさせて意味づけを行い、

ちと接してきた。その実感からすると、自分

かつて世界の学生運動のバックボーンとな
ってきたマルクス・レーニン主義が、ソ連・

若者に歩むべき道を説くのである。
義になびく青年の心には、政治イデオロギー

年代末に明らかになり、これに

代わる世直しの思想としてイスラム主義が中

国際派と反国際派イスラム主義者の二極化

生の非寛容化から全くかけ離れた存在、とし
感情という側面もあり、彼らの思想を一概に

が、学生たちのあいだで起きているのだろう

のみならず、不正を許さない正義感、弱者を

「脱過激化」に取り組むジャーナリストの

危険視し、取り締まるべきではないと主張す

か。しかし、イスラム主義になびく学生の中

東や南アジアにおいて注目されるようになっ

ヌール・フダ・イスマイルなど、大学キャン

る。思想が過激であっても、行動が過激であ

にもヌールが言うように社会貢献意識、利他

か考えられない。

パスの実情を知る少なからぬ識者が指摘する

るとは限らないと前述のＰＰＩＭ報告も指摘

助けたいという社会奉仕・福祉への志という

のは、若者のアイデンティティをめぐる問題

この国には存在する。政治は民主化され、自

だ。

主義感情が流れているとしたら、国際派と反

たという側面もあるだろう。

的破たんが

東欧社会主義体制の崩壊によって、その思想
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小川忠のインドネシア目線

筆者の授業を受ける大学生たち＝ジャカルタ近郊のインドネシア大学で

最後に在日インドネシア社会の投票

の政党であるイスラム主義政党ＰＫＳ

ュニティーにおいて、本国では６番目

在日インドネシア社会で支持されるイスラム主義政党
日

のじゃかるた新聞によれば、大統領選

を、今一度考えてみる必要がある。

が最も支持を集めていることの意味

傾向に関し触れておきたい。４月

と同時に行われた国会議員選挙の日本
での在外投票において、福祉正義党
（ＰＫＳ が
) 最多得票した。同党は、
年の選挙でも日本で首位を獲
年、

年は政権与党の闘争民主党と
ＰＫＳはエジプトのムスリム同胞団を
モデルとして学生運動から生まれたイ
スラム主義を掲げる政党であるが、設
立当初と比べて現在はかなり穏健化、
現実路線を歩む政党へ変容を遂げてい
る。
現在の党首ソヒブル・イマンは、日
本の大学で学部から博士課程まで学ん
だ元日本留学生だ。同党の日本支部代
表によれば、日本にやって来た実習生
や留学生をイスラム勉強会に誘い、そ
こで生まれる対人関係から支持を広げ
ているという。
日本のＰＫＳ支持層はどのような世
界観、宗教観、日本観を抱いているの
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僅差で２位であった。前述のとおり、

得し、

１４ ０９

だろうか。日本のインドネシア人コミ
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０４

」

１９９４年３月、早稲田大学法学部卒業。２０００年１０月に
東京弁護士会登録、虎門中央法律事務所入所。１６年から１８
年３月まで、法務省受託事業「（インドにおける）日本企業及
び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研
究」のため、ニューデリーをはじめインド各地に滞在した。

やない

たかみち

同調査研究報告書（法務省ホームぺージ）

http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00186.html

インドでの調査や生活を綴ったブログ

http://takamichiyanai-india.blog.jp/

私は、日本企業対応もしているインドの法律

２０１６年にインド滞在を開始した当初、

ギスのそれを含めた膨大な判例法を、解釈指

反映された法律として、インドのみならずイ

改正もなく、ただ、イギリスのコモンローが

ただ、学んでみると、同法は、契約全般に

事務所を間借りしていたのですが、同所の弁
ところ、まず渡されたのが、インド契約法と

ついて「いかなる合意が契約として valid(
有

針として参照することになります。

インド仲裁法の基本書でした。インドでの取

るのか、契約としての有効要件を知っておか

えば物の売買に関しては１９３０年物品販売

種契約類型毎に他の法律の参照も必要で（例
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護士にインド法の勉強を始めたいと相談した

引で日本企業がその目的を実現するために

効 、
無効 か
) または void(
) 」を規定する部分
が大きく、実際の契約書作成等に際しては各
なければならない、というわけです。（その

法など）、また債権の時効については裁判が

は、意図する合意内容がインドで成り立ち得

国の実情に即した適切な紛争解決条項を設け

可能な期間の問題としての手続法があるなど

条には以下の定めがあ

「競業避止の合意は無効」

はありませんでした。

のように、全てがここにある、という法律で

（１９６３年出訴制限法）、日本の「民法」

ることも含めて。）

明治４年制定の契約法
The Indian
」です。日本の民法も明
Contract Act, 1872
年制定で、約１２０年ぶりの債権法大改

インドの成文の契約法は「
治

インド契約法の

ります。（①乃至⑤の番号は筆者の挿入で

正の施行が来年４月に控えているところです
が、インド契約法はこれより更に古い、日本

All agreements are contracts if they

す。）
ます。かように古い法律ですが、さしたる大

の元号だと明治４年に制定されたことになり

１０

２９

21

インドのビジネス関係法の現状～インド契約法について
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are

made by the①
free consent of

parties ② competent to contract,③
for a lawful consideration and④ with
object, and are⑤ not hereby

と思われます。
営業の自由がインド憲法上保障されている

思います。

「国際仲裁でインドの裁判所を利用する？」

例外 (Exception)
として、営業権を譲渡した
者が譲受人に対して特定地域での競業避止を

明示的に違法、と規定されているわけです。

に反するから、そのような契約は合
policy)
法な目的のものとは言えず、④の観点から、

では日本の仲裁法より進んでいる）を機に、

の仲裁法の改正（国連機関の最新のモデル法

で付言しますと、インド国内では２０１５年

(public

する能力があり（※法律上の成年であるな

合意したものについては有効であると、明文

「インドを国際仲裁の hub(
中心地 に
) 」とい
う機運が盛り上げられているのですが、この

ことに由来し、取引制限は公の秩序

ど）、③合法な約因があり（※これは日本に

で規定されていますが、ただこれについて

改正により、インド国外で国際商事仲裁を行

なお、冒頭でインド仲裁法が出てきた関係

はない要件ですが特別気にする必要はないと

も、地理的制限には合理性が認められる必要

う場合でも、インド国内の相手方財産につい

a lawful

思っています）、④合法な目的を有し（※公

がある等判示した裁判例があり、有効要件は

意思を支配されていないなど）、②契約締結
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expressly declared to be void.
すなわち、①自由意思に基づく合意で（※

序良俗に反しないなど）、⑤そして、この法

厳しいようです。
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に準拠した内容に改正されたため、この意味

律で明示的に無効とされていない、そのよう

て「 interim measure
（暫定措置。日本の保
全処分に相当）」を申立てることができるよ

うになりました（同法９条、２条 (2)
）。
要するに、インド企業との間で、仲裁手続

そして、ここに言う取引制限には、従業員
に退職後の競業避止義務の有効性について

自体はシンガポールなどの第三国で行う旨の

な合意であって初めて、有効な契約になる、
そして、それ以下の条文で、①から⑤まで

は、訴訟で争われると、日本においては会社

仲裁合意をしていた場合でも、それを始める

に競業避止義務を課すことも含まれます。特

の定義やバリエーションが、詳細に規定され

と従業員双方の利益不利益等を総合考慮して

前にインドにある相手方資産を押さえること

と規定しています。

ているのです。

合理性があるかで判断されるのに比し、イン

だと私は思っていますが、ただ、このインド

どれもそれなりに確認の必要はあります

このように、企業間（代理店契約等で）、

国内での暫定措置の利用は、当事者の合意に

ができるようになっているわけで、基本的に

企業と従業員間ともに、競業避止義務は（特

よって排除することも可能です。ですので、

ドでは端的に「無効」とされることが多いよ

に契約期間終了後のものは）、インドでは日

むしろ応訴の負担の方が大きい、と判断すべ

が、ここで一つ挙げますと、上記の④及び⑤

本でのそれよりも、より効力を認められ難い

き事情があれば、暫定措置の利用を排除する

は在インド日本企業としても歓迎すべき改正

（法律自体に禁止条項がある）、ということ

条項を契約書に設けることは必須、というこ

うに見受けられます。

は、頭の片隅に置いておかれてよいのではと

に関する規定として、「競業制限の合意は
無効（

Agreement in restraint of trade,

）」という条文があります（ 条）。
void.
標題にある trade
は、本文では「 profession,

商業活動 を
commercial activity(
) 意味する

」と敷衍されていま
trade or business
すので、取引というよりは広い意味での

２７
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保証契約は書面でも口頭 (oral)
でも有効とも
明文で規定されています（１２６条）。日本

厚い規定はありません。そもそも条文上は、

記の③及び④のような、「保証人保護」に手

ように定められているかというと、例えば上

は、インド契約法では保証人の責任は主債務

最後に、上記①と関連するトピックとして

にもなります。

も立場に応じて工夫のしどころ、ということ

とする裁判例もあるようです。よって、ここ

一定期間を必要とする、と合意しても有効、

とにはなります。

では保証契約は書面でしなければ無効です。

_

ちなみに、先述した、来年４月施行予定

ただ、上記②に関連して説明すると、

ても定めています。

さらに、インド契約法は、保証契約につい

「保証人」
にも注意が必要

の、日本の債権法改正においては、保証契約

」であると規定さ
者のそれと「 co-extensive
れています（１２８条）。同一の広がり、と

インド契約法においても「

としては主債務者と保証人のどちらに請求し

主なポイン

」という、根保証類似の保証形態
guarantee
があります。一連の取引に係る債務の保証を

てもいい（保証人だけに対して訴訟を提起し

にも大きな変更が見られます。
①連帯保証における絶対効の制限（連帯保

意味する概念です。日本における極度額と同

ても問題ない）ということを意味します。イ

外の責任を負わせないよう）

いて、保証契約締結日の１か月以内に。想定

とを義務付け（事業用貸付金の保証などにつ

前に「保証意思宣明公正証書」を作成するこ

③一定類型の個人保証において、契約締結

度額を定めておくことも必要となった）

来の不特定の債務を保証するに際しては、極

の加重（債務者が一定の取引から負担する将

ん。この点では、インドの方が保証人の地位

を制限できる旨の規定は、さすがにありませ

が、保証人の一方的意思表示で事後的に責任

確定する事由について種々規定はあります

日本では根保証の元本（保証人の責任額）が

に通知することでいつでも撤回 (revoke)
でき
る、という規定が存在します（１３０条）。

人は将来の取引に係る責任については債権者

そして、この類型の保証については、保証

としてそれとは別の内容の合意をすることは

して成り立つのか、さらには、ルールはある

知ること、すなわち、自らの関心事は合意と

以上の次第で、今回は、その国のルールを

することはできる、と理解されています。

います。但し、この「 co-extensive
」につい
ても、契約で別の定めをすることは可能、つ

いうことで、債務の内容はもちろん、債権者

証人について債務免除や消滅時効の完成とい

様に金額の上限を定めることも、「米を１０

ンドの保証人は、日本で言えば基本的には

continuing

った事情があっても、主債務者には影響がな

０俵」のように取引対象の数量で責任を画す

「連帯保証人」と同様、ということになって

④保証人に対する、主債務者・債権者によ

への配慮に厚い、とも言えそうです。但し、

認められるのか、などを知ることは、インド

法を知り、何を合意するか判断を
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トとしては、

いこととなった）

ることもできるようです。

る情報提供義務の新設（保証契約締結時の情

条文上は、通知をすれば直ちに責任を撤回で

ビジネスに関しても当然に重要である、とい

②個人の「根保証」全般における有効要件

報提供に問題があれば保証人は契約を取り消

きるのですが、これを契約（保証契約）で、

う話でした。

まり保証人の責任を主債務者のそれより制限

し得る）―――などが挙げられます。

通知にしてから撤回の効力が生じるまでには

これに対し、インド契約法では保証はどの
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