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揺らぐモディ首相再選
今春実施のインド総選挙

進出企業への影響は？

2014年の総選挙で圧勝し、支持者に演説するモディ首相＝ニューデリーで１４年５月１７日、金子淳撮影
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揺らぐモディ首相再選―今春実施のインド総選挙 日本企業への影響は？

２

積極的な経済改革で経済成長を牽引し、国内外の経済界から高い評価を受
けるインドのナレンドラ・モディ首相。しかし首相率いる「インド人民党」
（BJP）への支持にかげりが見え、４～５月に実施される総選挙後に首相が
再選を果たすことができるか、予断を許さない情勢になっている。
新シリーズ アジアの新興企業・財閥・官僚組織①
ベトナム ビン・グループ ファム・ニャット・ブオン会長



14

アジアに進出する日系企業にとって、相手国の新興企業・財閥・官僚組織
を知ることはＭ＆Ａやビジネスマッチングのきっかけになる。その糸口を探
るための新シリーズ「アジアの新興企業・財閥・官僚組織」。１回目は、ベ
トナム最大のコングロマリット、ビングループを取り上げる。

米国のアジア人脈⑥

米連邦議会でアジア系が過去最高に 大統領選予備選に出馬したカマラ・ハリス上院議員

18

米国では新たな議会の会期が１月３日に開会した。反移民色が濃厚なトラ
ンプ政権への反動からか、非白人、女性、性的少数者（LGBTなど）など多様
性に富んだ議会ともいわれるが、目立つのはアジア系だ。過去最高の20人を
擁し、なかでも、2020年大統領選への出馬を表明したカマラ・ハリス上院議
員（54）への注目度ががぜん高まっている。
コラム・大武健一郎のアジアビジネスアイ

ベトナムの全世界課税

コラム・小川忠のインドネシア目線

大統領選挙：新しいが、何やら古いソーシャルメディアの戦い

陳言の中国「創新経済」

躍り出たショートビデオサイト「TikTok」 驚くべきそのビジネス化のプロセス
リーガルコーナー⑩

香港進出の法務対応①
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た。

モディ首相就任後、経済は

年を除

き中国を上回る年７％台のＧＤＰ成長
ディー語圏）の一角。総選挙の行方を

持、不支持に直結するインフレ率も前

率を達成し続けている。選挙での支
月から投票が行われてきたイ

政権時代は
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今春実施のインド総選挙

前哨戦の州議会選で完敗
昨年

占う議会選での敗北で、「確実」と見

％近かったのが、３～

月 日、一

ンド５州の州議会選挙が

６％の範囲で推移し比較的落ちついて

金融機関の投資アドバイザーは、今年

られてきたモディ首相の総選挙後の再

前回２０１３年の州選挙では、ＢＪ

の総選挙後のモディ政権続投は「ほぼ

斉に開票され、その結果に衝撃が走っ

Ｐはラジャスタン州で会議派から州政

間違いなし」との見方を続けてきた。

いる。好調な経済を背景に首相への支
タン州、中部マディヤ・プラデシュ州

権を奪回。マディヤ・プラデシュ州で

だが、少しずつモディ政権の勢いに

選の見通しが、大きく揺らぐ事態と

とチャッティスガル州の計３州で、い

も大幅に議席を伸ばした。この勢いを

かげりも現れ始めた。インドの世論調

た。ＢＪＰはこれまで議会の過半数を

ずれも大幅に議席を減らし、ＢＪＰと

年の総選挙に持ち越し、ＢＪＰは

持は盤石とみられ、多くのメディアや

政権を競う野党「国民会議派」が議席

翌

なった。

を伸ばし、３州ともＢＪＰを上回って

査は信頼性に欠けるとの指摘もある

が、調査結果に基づく下院議席獲得予

年ぶり
となる単独過半数超えの２８２議席を

インド下院（５４３議席）で
３州は、元々ＢＪＰへの支持が根

測では、ＢＪＰが主導する与党連合
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揺らぐモディ首相再選―
進出企業への影響は？
積極的な経済改革で経済成長を牽
引し、国内外の経済界から高い評価
を受けるインドのナレンドラ・モデ
ィ首相。しかし首相率いる「インド

１７

握り州政権を担ってきた西部ラジャス

１０

人民党」（ＢＪＰ）への支持にかげ
りが見え、４～５月の総選挙後に首
相が再選を果たすことができるか、
予断を許さない情勢になっている。
成長の恩恵を実感できない農民層の
不満の高まりが背景にあるが、「経
済界寄り」とも評されるモディＢＪ

１１

獲得して圧勝、モディ政権が発足し

第１党に躍進した。

１４

Ｐ政権が退陣すれば、進出企業の活
２カ月後に

１２

強い「ヒンディー・ベルト」（ヒン

３０

動に影響が出るのか？

迫った総選挙の情勢とその背景を探
った。【毎日アジアビジネス研究所
主任研究員・西尾英之】

１１

「国民民主連合」（ＮＤＡ）の予想議

た下院補欠選挙でＢＪＰは、人口２億

選議席を失っている。

年度暫定予算案

権への反発があったと見られている。

政権は２月上旬、

を発表。貧困農家に６０００ルピー

総選挙が近づくにつれ、政権も農民
や貧困層向けの政策に力を入れ始め

人と最大の大票田の北部ウッタル・プ
ラデシュ州と、最大の経済都市ムンバ

席数が下落し、国民会議派主導の野党
連合「統一進歩連合」（ＵＰＡ）との

（約９３００円）の現金を支給するな

さらに露骨な支持獲得策を打ち出し

ど、農家支援や中間層の税負担軽減の

ンド中央銀行のパテル総裁が突然、任

た。総選挙での「楽勝ムード」が消

日、イ

期途中での辞任を表明。背景には、農

え、政権内の危機感が高まっているこ

月

村への「ばらまき」政策の原資とし

ＢＪＰ敗北確定の前日の

た。ラジャスタンなど３州議会選での

１９

との裏返しだ。
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１０

て、総裁に金融緩和の圧力をかける政

4

１２

イを擁する西部マハラシュトラ州で改

国会での次年度予算案審議を前に会見するモディ首相（中央）
＝ニューデリーで2019年１月31日、インド首相府ホームページより

差が縮まり始めた。昨年５月に行われ
インディア・トゥディー誌による世論調査に基づく各連合の下院での獲得議席予想
今年１月の調査で、前回選挙後初めてＢＪＰ主導の国民民主連合（ＮＤＡ）が下院の過半数を割った
＝同誌ホームページより。横軸は予想獲得議席数

年ま
政権も手をつけることができなかっ

効率化や、自由な経済活動を主眼とし

入に成功した。昨年暮れに現地日系企

全国統一の「物品・サービス税」の導

売するにも、州越えの際に税金を支払

リヤナ州で製造した製品をデリーで販

札の廃止」を発表。国民に対し、期限

然「１０００ルピー札と５００ルピー

「高額紙幣廃止」だ。首相は

インド富裕層は納税逃れのため、膨

2014年の総選挙で圧勝し、支持者に演説するモディ首相＝ニューデリーで１４年５月１７日、金子淳撮影

税制改革で大きな成果
モディ氏は２００１年から
モディ政権は強い支持を背景に、就

た。

ラート州の州首相を務め、同州の高い
任した年から導入に取り組み、野党に

で、出身地であるインド西部グジャ
年に連邦政府

経済成長を実現した。
年７月、画期的な、

た新自由主義的な経済構造改革に取り

業の聞き取り調査を行った日本貿易振

も協力を求めて

組み、「メイク・イン・インディア」

興機構（ジェトロ）海外調査部アジア

の首相に就任すると、行政の合理化、

のスローガンを掲げて製造業の拡大を

ジャーによると、州越えの税金の実質

大洋州課の西澤知史リサーチマネー

首相の最大の成果は、国内の間接税

的な廃止のほかにも、物流時間の短縮

めざした。
の体系を一本化する「物品・サービス

や手続きのオンライン化など、好影響

う。

の企業がＧＳＴ導入を評価した」とい

が目に見える形で表れており、「多く

税」（ＧＳＴ）の導入に成功したこと
だ。
従来の税体系では中央政府、州政府
がそれぞれ個別に売上税などの間接税

う必要があった。税の種類も州によっ

までに廃止紙幣を銀行に持ち込み、新

政権のもう一つのサプライズ改革が

て異なるなど複雑で、インドの長年の

たに発行される新札へ交換するよう求

を課税。例えばニューデリー郊外のハ

課題として国内外の経済界は改革を強

めた。

年、突

く求めてきたが、上下院で３分の２以
上の賛成が必要な憲法改正が必要とな

大な現金を銀行に預けずに隠匿してい
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１４

るためハードルが高く、これまでどの

１６

5

１７

１４

ず農村の貧困層に大きな打撃となっ

り効果はなく、地方で紙幣が交換でき

かれ、「ブラックマネー撲滅にはあま

が、国内は大混乱に陥った。評価は分

を背景にこれを狙った強硬策だった

で、高額紙幣廃止は政権の「パワー」

ることはインドの最重要課題の一つ

る。これをあぶり出し正しく納税させ

へのオンライン化が進み、多くの日系

の政府への提出書類も紙からデジタル

と同時に、通関や納税、環境対策など

強く推し進めている。支払いの電子化

キャッチフレーズでデジタル経済化を

伴い、「デジタル・インディア」との

反応がよいという。政府は紙幣廃止に

紙幣廃止に対しても、意外に企業側の
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企業が「高額紙幣廃止の副産物」とし
て、政府機関のデジタル化の進展を好
感している。

したままの農村の自殺者数だ。政府の

6

た」とのレポートもある。
しかし西澤さんによると、日系企業
には直接の関連は薄いと思われる高額

疲弊した農村の現状を示すデータの

与党側が不利となる構造がある。

農村の疲弊が背景に
次々に経済改革を断行し経済界の評
価を受けるモディ政権が、なぜここへ
インド人口の６～７割は農村部に住

統計によると、農民の自殺は１９９０

一つが、モディ政権発足後も高止まり

む。州議会選の敗北は「（モディ政権

年代以降、毎年１万人以上に上ってい

来て失速しているのか。

は）有権者の多数を占める農村部に対

る。現地では「農民が自殺しても、統
計では別の職業にカウントされること

する気配りに欠けていた」「農民層
が、インド経済成長の恩恵を実感でき

その原因で最も多数を占めるのが、

が多い」との指摘もあり、実数はさら

大きな背景には、インド農村の構造

破産や借金などの「経済問題」だ。筆

ていない」などとの説明がなされてい

的な疲弊がある。どの政権も５年の任

者（西尾）はニューデリー支局在勤当

に多いとみられる。

期で農民層の蓄積した不満を解消する

時、世界有数の綿の栽培地帯で「コッ

る。

のは困難で、インドの選挙は宿命的に

収穫した綿花を牛車で出荷する農民＝インド中部で西尾撮影

殺者の多さから「スイサイドベルト」

トンベルト」と呼ばれながら、その自
明する。

利になりがちなインドの選挙事情を説

だら、対象ではないと断られた」「申

者の取材では「負債棒引きを申し込ん

「緑の革命」を経たインドの綿栽培
から数年が経ち、設置された公共トイ

イレの普及に取り組んだ。しかしそれ

の質を向上させる」と、電化や公共ト

モディ政権は発足後、「農村の生活

ていないことも多いとみられる。

いた。個々の農民までは支援策が届い

料も戻ってこない」などの声を多く聞

し込んだがその後音沙汰がなく、申請

とも呼ばれるインド中部の農村地帯を

は、企業が生産するハイブリッド種の
レが維持整備されず、荒れたままに

詳しく取材したことがある。

導入が進み、毎年、種子を購入しなけ
なっている例も報道されている。

が、農民の根本的な不満解消にはつな

を一時的に沈静化させる効果はある

近藤さんも「農民救済策は抗議運動

ればならないため、経営に多額の資金
歴代の政権が、農村の支持を得よう

がらず、選挙への効果は限定的」との

小政党の一部が、「反ＢＪＰ」で一致
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年代以降、農産物
と負債の棒引きなどポピュリズム的な

見方だ。

ある。それは、次のようなシナリオ
だ。
１９９０年代以降、インドの２大政
党となった国民会議派とＢＪＰは、前

席数が、会議派の野党連合（統一進歩

して国民会議派に協力し、ＮＤＡを上

7

が必要だ。一方で
自由化などの影響を受け、綿の国際価

農村救済策を実施してきた。だが、筆

近藤さんによると、インド選挙の行

政権の行方左右する小政党

格は下落。継続的に金融機関や地元の
高利貸しから借金をしないと、農家経
営は立ち行かなくなっている。
干ばつなどでその年の現金収入が減
年からの貸し出しを拒み、経営破綻す

方を左右する大きな要因の一つは、

れば融資は返済できず、金融機関は翌
る農民の自殺に直結する。ジェトロ・

「インフレ率」と「失業率」。「選挙
の半年前にインフレ率が年 ％程度に

アジア経済研究所南アジア研究グルー
プの近藤則夫研究員は、「自殺者は貧

それぞれ地域や宗教、カーストなどに

回２０１４年総選挙でのＢＪＰを除き
現在、失業率は前政権当時よりも悪

基盤を置く小政党と連立を組んで過半

モディ政権が倒れ、国民会議派主導

高止まりしていると、その政権は選挙

い。不満は構造的で、政権が代わって

化しているものの、消費者物価は比較

数を確保し、首相を送り出してきた。

の新政権が誕生するとすれば、現在は

農よりも、自身で多額の借金を抱えて

５年で解消されるものではない」と指

的落ち着いている。与党ＢＪＰは前回

現在の連立の枠組み＝下表参照＝で

ＢＪＰ側の連合にも国民会議派側連合

下院で単独過半数を得たことはなく、

摘。「農村部でも中農以上の層は、新

に比べれば大幅に議席を減らし単独過

は、今回の総選挙後もＢＪＰ主導の与

で敗れる可能性が高い」という。

政権が発足すると、経済改革を大胆に

半数を割り込むのは確実だが、それで

連合、ＵＰＡ）を上回る可能性が強

い。

やってくれ、自分たちの負債も解決し

それでも、政権が交代する可能性が

にも与していない非連立（その他）の

に期待は失望に代わる」と、与党が不

党連合（国民民主連合、ＮＤＡ）の議

▲その他 全インド・アンナ・ドラヴィタ進歩連盟37
▽全インド草の根会議派(TMC)34▽ビジュー・ジャナター・ダル20
▽社会主義党(SP)５――等
も単独では下院第１党を確保するとの

▲統一進歩連合(UPA=国民会議派主導)合計60
国民会議派(INC)44▽民族ジャナター・ダル4▽ムスリム連盟２――等

てくれるのではないか、と期待する。

▲国民民主連合(NDA=BJP主導)合計336
インド人民党(BJP)282▽シヴ・セーナー18▽テルグー・デーサム党16
▽人民の力党６――等
見方が強い。

2014年総選挙後の主要政党の協力関係(定数545、近藤研究員まとめ)

しかし、どの政権に対しても、任期中

農業経営をしている中農、富農に多

１０

インド共産党マルクス主義９▽インド共産党１

▲左翼戦線

９０

に対抗できないという現実的な判断も

を擁立しないことで一致し、選挙後の

前総裁が立候補する小選挙区に候補者

参加した。

ありそうだ。両党協力から国民会議派

会議派との協力に含みを残している。

回る「多数派」を形成する場合だ。
ＳＰとＢＳＰは支持基盤が重なるラ

は除外されたが、両党は会議派のラフ

日、東部・西ベンガル州の州
イバル関係にあり、関係はよくない。

１月
都コルカタに、同州を基盤とする地域

ル・ガンジー総裁とソニア・ガンジー

議席中 議席を獲得して

しかし両党は今年に入り、前回総選挙
でＢＪＰが

「社会主義党」（ＳＰ）、現在は議席

を地盤とし、現在下院に５議席を持つ

億人を擁するウッタル・プラデシュ州

集会には、インドでも最大の人口２

カーストを巡る事件の多発で、小政党

殺害される事件が相次いだ。宗教や

り、各地で牛を食べるイスラム教徒が

神聖な動物とされる牛への保護が強ま

る。モディ政権発足後、ヒンズー教で

名門一族の御曹司
国民会議派次期首相候補に

政党「全インド草の根会議派」（ＴＭ
の小政
圧勝したウッタル・プラデシュ州で選

Ｃ）の呼びかけで全国から計
党の代表らが集結。数十万人が参加し

なぜ小政党がここへ来て反ＢＪＰで

挙協力を実施すると発表し、一致して

ＴＭＣは１９９７年に国民会議派か

まとまりつつあるのか。ヒンズー至上

た大規模政治集会で、「モディ政権は

ら分離。その後、ＢＪＰ政権、会議派

主義が根本にあるＢＪＰの支持層は、

総選挙でＢＪＰに対抗する構えを見せ

政権双方との連立に参加したり、下野

ヒンズー教に基づくカースト制度で高

賞味期限切れだ」と訴え、反ＢＪＰで

したりを繰り返している。西ベンガル

いカーストにある層や、高学歴の都市

た。

州では強い支持を得ており、２０１１

部の中間層だ。低カーストのダリット

結束して総選挙に望む姿勢を示した。

年の州議会選挙で圧勝して長年の同州

や少数派のイスラム教徒などが支持基
ない。

盤の小政党とは、基本的に相性がよく

の共産党支配に終止符を打った。前回
総選挙ではＢＪＰ旋風の中、同州で
議席を獲得したが、与党連

ＢＪＰが政権を取ると社会でムスリ

を持たないものの、カースト制度の下

の間には反ＢＪＰムードが高まってい

ムへのヘイト行為が増える傾向にあ

で厳しい差別を受けてきたダリット

）＝写真、国民会議派提供

＝だ。初代インド首相ジャワハルラー

ジー氏（
が多数を握った場合、次期首相として

総選挙後の多数派工作で国民会議派
ウッタル・プラデシュ州のＳＰとＢ

ル・ネルーから連なるインド政界随一

る面がある。

社会党」（ＢＳＰ）など、与党連合、

有力なのが会議派総裁のラフル・ガン
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７１

ＳＰの協力には、ばらばらではＢＪＰ

8

８０

（指定カースト）を基盤とする「大衆

の立場を取っていた。

合、野党連合ともに参加せず、非連立

議席中

４０

野党連合双方に属さない有力小政党も

４８

１８

１９
３４

年には会議派の最高幹部であり

ながらＧＳＴを審議する国会の開会中

う。

身。祖母は１９８４年に暗殺されたイ
に２カ月間、「失踪騒動」を起こした

の名門一族、ネルー・ガンジー家の出
年

ンディラ・ガンジー元首相、父は

立の父マハトマ・ガンジーとは全く別

相。ネルー・ガンジー一族はインド独
は、ラフル氏はＢＪＰのモディ氏に引

としてふさわしいか」という問いに

現時点でも、世論調査の「誰が首相

こともある。

の家系だが、３人の首相を輩出しなが
き離され劣勢だ。だがラフル氏も 年

に暗殺されたラジブ・ガンジー元首

ら２人を暗殺で失った「悲劇の一族」
として、知名度と人気は抜群だ。
に党総裁に就任した後は、選挙応援な

もう一人、ガンジー一族で注目を浴

どで積極的に各地を遊説し、モディ政

権を奪還した２００４年の総選挙で政

びているのが、ラフル氏の妹のプリヤ

だが、ラフル・ガンジー氏の政治家

界デビューし、下院議員に当選。この
ンカ・ガンジー氏（

権を激しく攻撃。一時ほどのマイナス

時はラフル氏の母親でイタリア生まれ

ンディラ元首相を思い起こさせる風

としての評価はこれまで決して高くは

のソニア・ガンジー同党総裁（当時）

貌。スピーチも力強く、「兄よりも政

イメージは払拭されつつある。

が次期首相と目されたが、ソニア氏自

治家向き」との声も根強い。これまで

なかった。国民会議派がＢＪＰから政

身が固辞し、経済学者出身の蔵相とし

選挙の表舞台に立つのは兄の応援など

）だ。祖母のイ

年代にインドの市場主義経済化を

て

に限られていたが、今回の総選挙で初
部の選挙責任者に指名された。政権奪

めて、党のウッタル・プラデシュ州東

ラフル氏は２００７年に会議派幹事
年に党副総裁に就任。

国民会議派の獲得議席数によって

気も最大限利用する構えだ。

還に意欲を燃やすラフル氏は、妹の人

長、

が、選挙はＢＪＰに惨敗。会議派は

は、ラフル氏以外の小政党から首相が
「国民会議派の議席が１５０～１８０

誕生する可能性もある。近藤さんは

母ソニア氏に逆らえない「ひ弱なお
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１７

年の総

氏が首相の座に着いた。

４７

に達すれば、ラフル氏が首相に就任

9

１５

坊ちゃん」とのイメージがつきまと

に譲り渡す結果になった。

年続いた同党政権をＢＪＰのモディ氏

１０

選挙では首相候補として期待された

１４

ウッタル・プラデシュ州の党集会で支持者の握手攻めにあうプ
リヤンカ・ガンジー氏（右）＝国民会議派提供

９１

進めた会議派議員、マンモハン・シン

９０
１３

必要があり、反ＢＪＰ政権樹立にこだ

００議席程度だと、小政党に配慮する

性があるだろう。しかし、会議派が１

し、会議派中心の内閣が成立する可能

治〟となり、政権運営は困難になる」

益を優先するため〝決められない政

な力を得れば、自身の基盤州などの利

目もあるかもしれない。小政党が大き

首相）などの小政党からの首相就任の

りも、全体的に「地権者、住民寄り」

民への保障も明記されるなど、以前よ

か、土地所有者だけでなく関係する住

取り価格が大幅に引き上げられたほ

で改正された。旧法に比べ土地の買い

向かった。

と非公式会談。緊張はひとまず収束に

４月にはモディ首相が訪中して習主席

ていることもあるとみられるが、昨年

も、農村票を無視できなかったという

い支持を受けたモディ政権といえど

念し、次期総選挙後に先送りした。強

が、農村部の反発を考慮して事実上断

要政策として同法の再改正を模索した

モディ政権は発足後、経済改革の重

つつあることもあり、政権が代わって

を巻き込んで「一帯一路」が構築され

は根強い。厳しく対立するパキスタン

け」との意識があり、中国への警戒心

後、戦争で敗れたのは中国に対してだ

にいずれも勝利したインドには「独立

衝突も経験している。３度の印パ戦争

抱え、１９６０年代には大規模な軍事

インドと中国は未確定の国境問題を

わるならば、例えばＢＳＰのマヤワテ

の内容となった。

民会議派は経済的弱者寄り」という、

例ではあるが、もし国民会議派が政権

も、インドが急に一帯一路に参加し中

個人的な信頼関係を築いてきた。
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と分析する。

インドは１９９０年代以降、政権が

極めて大ざっぱな色分けはある。今回

年に改正した

る「一帯一路」構想への参加を拒否し

１０

10

ィー党首（元ウッタル・プラデシュ州

交代しても基本的には経済改革、開放

総選挙で政権が交代すれば困難になる

に返り咲けば、自党が

ばかりの同法の再改正に踏み切る可能

大きな路線変更はないが…

路線を維持してきた。今回も「もし政

のが、モディ政権が取り組んだものの
実現できなかった、「土地収用法」の

国との関係を深めることはないとみら

権交代となっても、外国企業誘致、規
制緩和、税制改革といった大きな潮流

れる。

ただ、ジェトロの西澤さんは「スマ

位で、国内の電子機器産業は中国に頼

継続し、期待された用地確保の際のコ

性は少ない。土地収用法は現行のまま
年

工場用地の取得などで進出企業にと
っては関係が深い土地収用法は、

の前回総選挙直前、国民会議派政権下

る部分が大きい。今後、インドもした

たかに、中国との間で実を取る経済連

携を進めていくのではないか」と指摘

問し、安倍晋三首相との首脳会談は十

外交、経済協力は？

ートフォンのシェアでは中国製品が１

再改正だ。

ロの西澤リサーチマネージャーはそう
指摘する。
モディ首相の経済面での最大の功績
のＧＳＴ導入は、２０１４年のＢＪＰ
の政権獲得以前から、国民会議派主導
で導入へ向けた議論がなされていた。

する。
周辺国のスリランカやミャンマーで

への中国の道路建設を巡って緊張が高

数回に上る。安倍首相は昨年

西澤さんによると、小売業界への外国
企業参入規制の緩和については、ＢＪ

は、政権交代後に中国との関係が変化

まり、両国軍がにらみ合いを続ける事

日したモディ首相を山梨県の自身の別

モディ首相は就任後、３回日本を訪

Ｐは支持基盤である小売業者団体への

した。気になるのは、米国や日本との

態に発展した。中国の強硬姿勢の背景

年、東部の領土係争地

配慮から消極的だ。経済改革や外資開

関係が良好で、中国に対して強硬とみ

月、訪

放について、両党の間にそれほど大き

荘に招く特別厚遇を示すなど、両者は
の、中国との関係だ。

には、モディ首相が習近平主席の唱え

ただ、「ＢＪＰは経済界寄り」「国

られがちなモディ首相が退陣した場合

中印関係は

ストダウンなどは実現しなくなる。

が変わることはあり得ない」。ジェト

１４

な方針の違いはない。

１７

１４

しかし現在、日印間で意見が対立す
く、政権交代が事業に影響するとの見
ただ、新幹線事業は土地収用が難航

方はない。

議派も長年、日本との良好な関係を築
しており、当初の予定を１年前倒しし

を牽引した当時のバジパイＢＪＰ政権

インディア」のスローガンで経済成長

国民に行き渡らず、「輝くインド」の

ていたインドだが、実は成長の果実は

当時、ＩＴ産業の急成長で沸き返っ

山梨県の別荘に招かれ懇談するモディ首相（右）と安倍晋三首相＝インド首相府ホームページより

るような問題はほとんどなく、国民会
いている。政権が交代しても、対印関
て２０２２年とした完成目標の達成が
の遅れは珍しいことではないが、総選

係で日本が対応を迫られるような事態
インド国内では、最大の経済都市ム
挙に続き今秋にはムンバイのあるマハ

危ぶまれている。インドでの事業計画

ンバイとアーメダバードを結ぶ高速鉄
ラシュトラ州の州議会選挙も実施さ

は考えにくい。

年、日本の新幹線方式で着工し

に対し、国民会議派は長期低落傾向。

標語が上滑りしていたことを、開票日

毎日アジアビジネスレポート 2019年３月号

道が
れ、この選挙でもＢＪＰの苦戦が予想
農民による建設反対運動が起きてい

ている。アーメダバードはグジャラー
元。首相のリーダーシップで始動した

る同州では、問題解決には政治が動か

されている。

側面はあるものの、日印両国の協力の

ざるを得なくなると見られる。現在の

ト州の最大の都市でモディ首相のお膝

シンボルであるこの事業に万が一のこ

らに時間がかかりかねないとの懸念

ＢＪＰ州政府が退陣すれば、完成にさ

となる。国民会議派にも新幹線事業を

も、一部には指摘されている。

とがあれば両国関係に大きなダメージ
政治ゲームの俎上に乗せる動きはな

みれば会議派が僅差で、「まさかの大

「世界最大の民主主義国」の総選挙
筆者（西尾）は２００４年の総選挙

事前の世論調査ではＢＪＰ有利は揺る

の後になって痛感させられた。長年、

逆転」勝利を果たした。

がないと見られ、地元メディアもすべ

インド政治と選挙を観察し続けてきた

を現地で取材した。「シャイニング・

てそのように報じ続けたが、開票して

11

１７

インドでは、しばしば世界で見られ

ーデターが起きて選挙結果が覆され

アジア経済研究所の近藤さんは、今回

気を付けなければならないのは、総
る」といった事態は、これまでに一度

る「敗れた側が選挙の不正を主張して

選挙が完全な小選挙区制で行われるこ
も起きていない。インド人は「世界最

の総選挙について「大きな構図は２０

とだ。死票が多く、ほんの少しの雰囲
大の民主主義国」との言葉に誇りを抱

退陣を拒否する」、あるいは「軍事ク

気の変化で勝敗が逆転し、選挙結果が
いている。有権者の意思である「選挙

０４年とかなり似ている」と話す。

年の総選挙で

た」（近藤さん）という逆転勝利は、

上回っていた。「会議派自身が驚い

も、実はＢＪＰは得票率では会議派を

為で死者が出ることはあるが、結果が

持者同士の衝突や選挙を狙ったテロ行

落すれば潔く退陣する。開票前に、支

結果」がすべてで、議会で少数派に転

ありとあらゆる手段を尽くす。農家へ

おとなしく下野するのか？

支持者に

で、ヒンズー至上主義政党のＢＪＰが

ど、完全な買収行為も見聞きした。こ

用意したテントで飲食を提供するな

者をバスで投票所まで送迎し、近くに
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大きく異なってくる。

他党との選挙協力など選挙戦略の成功

出てしまえば、その後の暴力的な混乱
は起きないと思ってよい。

であったともいわれる。
インド国内では現在、総選挙へ向け
や、世論調査の数字が報道されてい

の補助金や借金棒引きなどの人気取り

ただ、票の獲得のためには、政党は

る。本稿も選挙結果を予想している

政策はＢＪＰ、会議派ともに行ってい

て盛んに政党間協力成立のニュース

が、選挙結果は開票日当日まで分から

る。選挙戦での物品のばらまきは当た

よる抗議行動が起きるのではないか？

うした極端なポピュリズムも、「世界

り前で、投票日当日には、政党が有権

ないことをご理解いただきたい。
年の選挙

初めてインドの政権交代を取材した筆

最大の選挙」であるインド総選挙の現

予想外の結果となった

者は一抹の不安を覚えたが、杞憂に終

字が読めない有権者のために、各政

実だ。

を認め国民会議派に祝福のメッセージ

ＪＰは「蓮の花」、国民会議派は「手

党はシンボルマークを決めている。Ｂ

わった。ＢＪＰはその夜のうちに敗北

０４

を送り、政権交代は極めてスムーズに
進んだ。
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０４

2014年の総選挙で、投票済みであることを示す指のインクを示す有権者＝ニューデリーで14年４月10日、金子撮影

年の総選挙から全土で

全国を５つのブロックにわけて１週間
ずつ投票日をずらして実施され、開票

のひら」だ。
電子投票が導入され、有権者は投票所

■インド下院と上院

議席以内の

最大計５５０議席が直接選挙で選ばれる。現在の定数は５４３（さらに２議席を

憲法によると、下院は各州から５３０議席以内、連邦直轄領から

なる見込みで、正式な日程は近く選挙

大統領が「アングロ・インディアン」＝英印混血者の子孫＝を指名できるとして

日に一斉開票される。開票日は５月に
管理委員会から発表される。

議席を除

おり、その場合は定数５４５となる）。任期は５年だが、大統領に解散権があ

る。一方、上院は２５０議席以内と定められ、大統領が直接指名する

に１９８０年に発足。ヒンドゥー至上主義を訴える一方、

年の総選挙

企業国有化などの社会主義的な政策に反対し、自由主義経

済の浸透や汚職根絶などで支持を伸ばした。

で初めて第１党となり自党主導の政権を樹立。２００４年

年に政権復帰。

１８８５年結成のインド最古の全国政党で、マハトマ・

心的な役割を果たした。宗教とは一線を画す「政教分離」

ガンジー、ネルー初代首相らを指導者に、インド独立で中

の選挙で下野したが、

国民会議派

ヒンドゥー勢力の結束をめざす「民族義勇団」をルーツ

インド人民党（ＢＪＰ）

ＪＰ主導のＮＤＡは少数派で、下院との間にねじれ現象が生じている。

選。直接選挙で選ばれる下院は、上院に対する優越性を持つ。現在、上院ではＢ

上院の勢力を決定する意味合いもある。任期は６年で２年ごとに３分の１ずつ改

き、各州と直轄領議会の議員による間接投票で選ばれる。このため各州議会選は

12

年代からは市場経済化に取

を掲げる。長年、政権を担ってきたが、経済政策の失敗や

汚職で長期低落傾向に陥り、
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20

96

年代後半から、ライバルとなったＢＪＰとの間で政権交代を繰り返

13

で、各党のシンボルマークが描かれた

ひでゆき

り組んだ。
している。

14

投票機のボタンを押して投票する。

お

広大な国土で実施される総選挙は、

にし

月
10

90

■西尾英之（毎日アジアビジネス研究所主任研究員）

17

１９８７年毎日新聞社入社、福島支局、社会部などを経て２００３年よりイス
ラマバード支局、ニューデリー支局、アジア総局（バンコク）を歴任。 年
より現職。

90

０４

新シリーズ

アジアの新興企業・財閥・官僚組織①

戻り、２００１年に不動産会社を設立

表したブオン氏の資産は約８３００億

毎日アジアビジネスレポート 2019年３月号

ビン・グループ ファム・ニャット・ブオン会長

ビングループ（本社・ハノイ）は不

して事業を拡大させ、一代でコングロ

ループの総帥であるブオン氏は、ハノ

円で世界１９８位となり、ベトナム人

5

14

ベトナムの孫正義 不動産からＡＩ企業へ

アジアに進出する日系企業にとって、相手国の新興企業・財閥・官僚組織を

知ることはＭ＆Ａやビジネスマッチングのきっかけになるとともに、規制やコ

ンプライアンスに対応するために重要である。組織のトップやキーマンはどの

ような人物か、何を目指しているのか、注目すべき点は何か――。その糸口を

）＝写真はトイチェ紙撮影

探るための新シリーズ「アジアの新興企業・財閥・官僚組織」をスタートす

る。１回目は、ファム・ニャット・ブオン会長（

動産、小売り、Ｅコマース、商業施

マリットを形成した。

日に公
イ鉱山地質大学を卒業。旧ソ連のロシ

で初めてトップ２００位入りした。テ

米経済誌フォーブスが２月

ア地質アカデミーで学び、１９９３年

ト（ベトナムの旧正月で２月

日）明

にウクライナで即席麺の食品会社を起

けのビングループの株価の時価総額は

１６
こして後にネスレに売却。ベトナムに

数多くの事業を手がけている。巨大グ

設、ホテル、学校・病院、自動車など

【毎日アジアビジネス研究所所長・清宮克良】

＝が率いるベトナム最大のコングロマリット、ビングループを取り上げる。

５０

新シリーズ

比べて本人の露出は驚くほど少ない。

の孫正義」と称されるが、その名声に

うした成功物語から一部で「ベトナム

約１兆７０００億円になっている。こ

グーグルの注目検索ワード

た。

雇用を創出していることにも着目し

多額の税金を納付するとともに多くの

り、ベトナム民間企業の最高位として

メディアセンター長は「ビングループ

紙のチャン・スアン・トアン編集長兼

号の特集記事で紹介された。トイチェ

チミン）のインタビューに答え、新年

るベトナム・トイチェ紙（本社・ホー

スマートフォン「Ｖスマート」＝写真

披露目したのをはじめ、電動バイクや

ムの国産自動車「ビンファスト」をお

た記念すべき年である。パリでベトナ

ーグルの注目すべき検索ワードになっ

８年は、ブオン氏とビングループがグ

理由を語る。さらに、２０１８年のベ

価されています」と特集記事を組んだ

トナムの人々、特に若い人々に高く評

長させたブオン氏の起業家精神は、ベ

る分野です。ビングループを創設し成

せている」と語っているが、事業展開

まない。自分の事業に私自身を代弁さ

ン氏は「自分自身が表に出ることは好

た。トイチェ紙のインタビューでブオ

トナムのみならず世界の注目を集め

だ。

現在、ビングループが最も力を注い

15
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トイチェ紙で新年特集

周年となる２０１

が新しく投資する産業とテクノロジー

はトイチェ紙、スマートフォンの製造

会社を起こして

の分野は将来、ベトナム経済にブレー

研究所＝を販売し、超高層ビル「ラン

そのブオン氏が毎日新聞社と提携す

クスルー（それまでの障壁を打ち破る

ドマーク

」の落成などによって、ベ

革新な解決策）をもたらすと期待され

２５

そのものがブオン氏を体現しているの

８１
のうち、サムスン

トナム企業トップ

などの国営企業に次いで第６位とな

電子ベトナムやベトナム電力グループ

１０

新シリーズ

る。テクノロジーのエコシステムがあ

アジアの新興企業・財閥・官僚組織①

でいるのが、エコシステムサービスを

る場合、成功に導くためにはＡＩやビ

がなければならないとの持論を展開す

提供するソフトウェア事業であり、将

ブー・ハー・バン教授（数学、米エ

る。具体的には、ビングループの評議

ッグデータに関するコアテクノロジー

ール大学）を中核に、ズオン・グエン

員会が企業戦略、計画、予算、ＫＰＩ

来に向けてのビッグデータや人工知能

・ブー教授（航空交通管制・ＡＩ、シ

（重要業績評価指数）システム、一連

の研究機関が必要であり、ソフト部門

ンガポール・南洋理工大学）、ゴー・

の標準、一般的な規制を承認し、経営

ブオン氏はビングループの威信をか

来への布石を打っている。

を招聘し、科学評議員会を設立して将

フォルニア大学サンタバーバラ校）ら

トック・クエン教授（生化学、米カリ

アーバナシャンパーン校）、グエン・

気工学・機械学習・ＡＩ、米イリノ大

大学）、ドー・ゴック・ミン教授（電

ピングモール、病院（ビンメック）、

でのＥコマース事業、ビ
Adayroi.com
ンセンターやビンプラザなどのショッ

ート）、家電量販店（ビンプロ）、

＋）、スーパーマーケット（ビンマ

コンビニエンスストア（ビンマート

動産開発（ビンシティ）を手がけ、

ホームズ）、中所得層向けの住宅用不

もともとは住宅用不動産開発（ビン

毎日アジアビジネスレポート 2019年３月号

（ＡＩ）の研究所である。

バオ・チャウ教授（数学、米シカゴ大

陣は必要なときにだけ監督、評価、支

けてテクノロジーに力を入れ、才能の

学校（ビンスクール）、大学（ビンユ

短期間に多角化

援するというものだ。

学）、ファン・ズオン・ヒュー教授
（暗号、仏リモージュ大学）、チャン
・ズイ・チャック教授（電気工学・機

ある人を集めることができれば、さら

ニ）＝写真はトイチェ紙、ハノイで建

械学習・ＡＩ、米ジョンズホプキンス

に成功する可能性があると考えてい

16

ビンファストを生産する自動車部門は

ト）などと短期間に多角化してきた。

エコ）、スマートフォーン（Ｖスマー

ジ図＝、温室野菜など農業生産（ビン

設中のワールドクラスの大学のイメー

が、荒川氏はその本質を「新民族資

ほど巨大に見えるビングループである

っている。社会主義の枠からはみ出る

ることはない」という独自の理論を持

った形であり、円は四角形から外に出

の四角形の中に市場経済という円が入

いのでしょうか。アメリカにはマイク

たのに、なぜベトナムはそれができな

ダイやトヨタは手に入れることができ

をひとつ手に入れることです。ヒュン

なることに意欲をみせている。

か」と述べ、世界のトップブランドに

ベトナムはそれができないのでしょう

ロソフトやアップルがあるのに、なぜ

に」と常に国の発展に関心を持つ、才
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米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）と提

本」という造語で表現し、ブオン氏を

かつて三菱商事やＪＥＴＲＯでベト

能あふれる愛国的なビジネスマンであ

年に米ジョンズポプキンス大国際関係大学院（ＳＡ

10

17

新シリーズ

携して小型車のライセンス生産にも着

ナムを担当した荒川研氏は「父親から

ると指摘する。ビングループはベトナ

せいみやかつよし

「新民族資本家」と呼ぶ。ブオン氏の
掲げる愛国心、規律、文化は、ベトナ

ベトナムの歴史を勉強しろと言われ、

ムをサッカー強国にするため、サッカ

部。

１９８３年毎日新聞社に入社。水戸支局、社会部、政治

■清宮克良（毎日アジアビジネス研究所長）

手している。
ビングループを不動産からＡＩ・ビ

ものではなく、むしろ良好な関係を維

ム共産党が指導する現体制を否定する

化させることを目指すブオン氏はどう

持するための企業精神であるからだ。

ッグデータ対応型の企業グループに進
いうバックボーンがあるのだろうか。

トイチェ紙のトアン氏も、ブオン氏

若い頃、歴史をしっかりと学んだこと

ーアカデミー「ベトナムサッカー選手

は「ベトナム人のより良い生活のため

に注目したい。ビングループの社是は

才能促進ファンド」に出資し、２０１

愛国的な新民族資本家

第一が愛国心、第二が規律、第三が文

ＩＳ）客員研究員、その後、ワシントン特派員、政治部副

部長、さいたま支局長などを経て、執行役員国際事業室

月に最新設備を備えた新センタ
ーを北部フンイエン省にオープンさせ

長。中国、インドネシア、ベトナム、ミャンマー、タイ、

７年

な素養がベースになっているのではな

た。ブオン氏はインタビューの最後で

月から現職。

いか」と指摘する。荒川氏はベトナム

ロシアでフォーラムやイベントを手掛ける。２０１８年
「現在の目標は、工業製品のブランド

化になっているが、ブオン氏の歴史的

98

経済について、「社会主義という外枠

１１

シリーズ

米国のアジア人脈 ⑥

各州の人口の多さに関わらず、「代

州はそれ自体が大きな自主権を持つ

口比に応じて選挙区が画定される小選

数は１００人となる。一方、下院は人

の州）がつくった連邦国家だ。いわば

１３

「国家」と位置付けられていたため、
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米連邦議会でアジア系が過去最高に

が計１００人、下院は計４３５人だ。

20

18

大統領選予備選に出馬したカマラ・ハリス上院議員

でも、２０２０年大統領選への出馬

表」として全州に２人が均等に割り当

及川正也・毎日新聞論説副委員長

米国では新たな議会の会期が１月３

植民地（現在

今議会は第１１６期議会だが、１会

16

州のため、定

もともと米国は英国の

移民色が濃厚なトランプ政権への反動

期は下院議員の任期にあたる２年。つ

92

てられている。現在は

を表明したカマラ・ハリス上院議員
）への注目度ががぜん高まってい

月の中間選挙の
（
る。

からか、非白人、女性、性的少数者

まり、米国で議会が始まって２３０年

■アジア太平洋選出議員は 人

（ＬＧＢＴなど）など多様性に富んだ

が過ぎ、今年１月から２３１年目が始

13

５０

日に開会した。昨年
結果、上院は与党・共和党が過半数を
維持したものの、下院は野党・民主党
が多数派を奪還し、上下両院の「ねじ

議会ともいわれるが、目立つのはアジ

まったことになる。現在の定数は上院

れ」が生じる中での新議会である。反

人を擁し、なか

ア系だ。過去最高の

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

カラマ・ハリス上院議員＝議員のフェ
イス・ブックから

２０

５４

１１
２０

紹介するカマラ・ハリス上院議員であ

「アジア太平洋米国人議会コーカス

だ。ハリス氏は連邦議会で超党派の

系（太平洋島しょ部含む）で、ルーツ

主党だ。米国自治領などを代表する

く、現職のアジア系下院議員は全員民

連大使（当時）に書簡を送り、

ミャ

キー上院議員がニッキー・ヘイリー国

ング上院議員と民主党のジェフ・マー

「最も深刻な安全保障上の脅威の１

に送っている。ハリス氏は北朝鮮を

ことを禁じる書簡をトランプ米大統領

８年にトランプ大統領がイラン核合意
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米国のアジア人脈 ⑥

争で両足を失った傷痍軍人で、オバマ

る。

の民主党上院議員の１人として北朝鮮

は日本、中国、フィリピン、インド、

「代議員」のうち３人のアジア系（北

つ」と指摘している。対アジア政策に

が、ハリス上院議員だった。

こうしたハリス氏の姿勢に民主党内

19

シリーズ

挙区制だ。人口が多く、面積も広いカ
前政権では退役軍人省の次官補代理を

む１人だ。
いた治安部隊との衝突から２カ月後の

に対して議会承認なしに先制攻撃する

一方で、２０１８年２月には、

人

嶼出身者」（ＡＡＰＩ）問題に取り組

し、「アジア系アメリカ人・太平洋島

（議員連盟）」（ＣＡＰＡＣ）に所属

選挙区

リフォルニア州は全米最多の
務めた。

下院は多様な国籍だが、昨年の中間

ミャンマー西部ラカイン州のイスラ

ある。下院は２年ごとの選挙で全議席
が改選され、上院は６年任期で、２年

選挙で当選した新人組では中国系の父

ム教徒少数民族ロヒンギャが、隣国バ

■初のインド系大統領目指す

ごとに約３分の１の議席が改選される

とフィリピン系の母を持つＴ．Ｊ．コ

ングラデシュへ大量に逃れる事態を招

仕組みだ。

ックス氏（カリフォルニア州 区）、
韓国系のアンディ・キム氏（ニュージ

月、共和党のトッド・ヤ

それでは、まず、今の連邦議会にお
けるアジア系議員の構成をみてみた

２０１７年

台湾、ベトナム、タイ、韓国、サモア

ンマーに対し、軍と治安部隊がロヒン
出）を含めると、アジア系議員は

マリアナ諸島、米領サモア、グアム選

の計９カ国・地域に上る。
現在、上院の３人は全員が女性の民

ス氏だが、その名を馳せたのが、強硬
こうした中でとりわけ際立つのが、

からの離脱を表明した際、「米国の安

よう求めた。これには両氏を含め、

ワイ州選出）は日系、タミー・ダック

インド系の存在である。２０１６年大

カリフォルニア州生まれのハリス氏

全保障を危険にさらし、同盟国から米

になる。

ワース氏（イリノイ州選出）はタイ系

統領選と同時に実施された連邦議会選

は、父親がジャマイカ出身のスタンフ

国を孤立させる」と批判した。

主党議員だ。メイジー・ヒロノ氏（ハ

と中国系、カミラ・ハリス氏（カリフ

挙では、当選したアジア系のうち下院

ォード大学教授（経済学）、母親はイ

な反トランプ大統領の姿勢だ。２０１

ォルニア州）はインド系である。日本

では４人中３人、上院では２人中１人

ンド・チェンナイ出身のがん研究者

人の上院議員が署名したが、その１人

生まれのヒロノ氏には広野慶子の日本

がインド系だ。このうち１人が、今回

２０

名がある。ダックワース氏はイラク戦

２１

ついては、積極的な言動が目立つハリ

１０

ギャに対する「民族浄化」を中止する

い。上院は３人、下院は

ャージー州３区）がいる。上院と同じ

２１

人がアジア

１８

５５

人

１４

り、１月に正式に出馬表明した。表明

では「大統領候補」の呼び声が高ま

法長官に選出された。

れ、２０１０年にカリフォルニア州司

ンフランシスコの地方検事に選出さ

務博士号を取得した。２００３年にサ

優秀がゆえに有名大学への進学希望が

（白人は約３割）している。しかも、

アジア系の２人に１人は大学を卒業

教育や所得では白人をしのいでいる。

中間選挙では有権者数の約４％だが、

民主党内でも昨年、こうした路線が破

えたうえでの「親中路線」だったが、

主主義や自由経済がなじんでいくと考

中国を国際社会に取り込むことで、民

権時代の１９９０年代から、台頭する

寄り」とみられていた。クリントン政
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米国のアジア人脈 ⑥

のタイミングは、キング牧師記念日の

インドからの移民は、１９９０年に

多く、名門ハーバード大学がアジア系

たんしたと判断した。このため、従来

代より神聖な花とされ、ヒンドゥー教
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シリーズ

多様性を意識したハリス氏の狙いが表

高度な技能を持つ移民流入を促す法改

の入学を制限しているとして訴訟にな

日に合わせてだった。ここにも

れている。ハリス氏が民主党の候補指

正に伴い、大量に流入した。ＩＴバブ

からの対中強硬派である共和党に加え

１月

名を獲得すれば、女性のアフリカ系米

ったほどだ。人種別中間世帯所得もア

て、民主党も対中強硬派に転じたた

ルを背景に高学歴のハイテク技術者や

ジア系は白人を上回っている。

国人としてもインド系米国人として

専門職の医師らが押し寄せた。米ＣＮ

め、「現在のアメリカ政権では唯一無

も、主要政党の大統領候補としては初

資金力があるアジア系の動向への政

二といっていいほど共和党と民主党が

Ｎによると、インド系成人の ％は学

党の関心は高い。ピューは、米国内で

ワイトハウススタッフ）といわれるほ

士号を取得しているといい、影響力を

グループとしており、共和党も民主党

どだ。新議会でもこうした方針は堅持

ハリス氏は、インド系アメリカ人の

も支持基盤の拡大に向けたターゲット

されそうだ。中国の「一帯一路」路線

一致した政策」（トランプ政権の元ホ

となっている。早くから移住が進んだ

が東南アジア諸国に与える影響を考慮

最も急速に成長している人種的少数派

日系などを中心に「勤勉」や「質素」

し、東南アジアへの関与を強めようと

強めるアジア系の中でも中国と並んで

インド系に限らず、米国ではアジア

といった保守的なイメージがあり、こ

いう動きもある。具体的にどういう動

成功者の１人とみられている。「カマ

ではビシュヌ神などが乗る花とされ

系が存在感を増している。米国の調査

うしたライフスタイルは、保守を重ん

きにつながっていくか。アジア系議員

急激に頭角を現している。

る。幼い頃は、母の出身地であるチェ

会社ピュー・リサーチ・センターなど

じる共和党と通底するところがある。

の動きを引き続きウオッチする必要が

「蓮の花」を意味する。アジアでは古

ンナイ近くの親戚の家によく遊びに行

の調べによると、アジア系米国人の人

だが、すべてのアジア系議員が民主党
％増加した。２０１８年の

年前の２０００年の約１１００

■高学歴・高収入のアジア系

ったという。米国の首都ワシントンに

口は、２０１５年には約２０００万人

ある全米屈指の黒人大学であるハワー

で、

１５

万人から

７２

ド大学を卒業後、カリフォルニア大学
ヘイスティングス・ロースクールで法

民主党のアジア政策は従来、「中国

ある。

７２

というのは皮肉な現状である。

ラ」という名はサンスクリット語の

めてとなる。

２１

大武健一郎のアジアビジネスアイ
大武健一郎（元国税庁長官、ベトナム
簿記普及推進協議会理事長）

ベトナムの全世界課税

かと思うが、ベトナムの所得税は米国やフィ

ベトナムに進出している企業の方はご存じ

は「現地の給与のみ」とし、日本での給与は

ない企業では、ベトナム滞在中に支払う給与

他方、従業員を数年間派遣しなければなら

ちなみに、フィリピンでは国民の多くが海

リピンと同様「全世界課税」になっている。

簡単に言うと、日本人の方々がベトナムで

外へ出稼ぎに行く。フィリピン人が海外生活

支払わない場合も多い。あるいは後日、別の

１年間の半分、即ち１８３日間以上滞在して

中に稼いだ所得と支払税額を帰国の際に申告

つまり、本人が世界中の国々で稼いだ所得を

いた場合、ベトナムの税制に基づいて課税額

させ、フィリピンの税制で支払うべき税金か

り高額の納税額になる。それを避けるため、

ムで合算されることになり、そのときはかな

報される場合がある。日本での所得もベトナ

換規定に基づき、ベトナム国家税務総局に通

日本での所得及び納税額は両国間の情報交

税は国家税務総局に報告され、一元管理され

担っているが、外国人や外国企業に対する課

い。各納税者に対する調査は地方税務総局が

日本のような都道府県民税や市町村民税はな

しつつ、課税を行っている。ベトナムには、

ていて、各省・市にある地方税務総局を指導
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形で支払われる場合もあるようだ。

を計算し、すでに各国で支払った源泉所得税

ら、海外で支払った税金分を差し引き、フィ

日本から派遣する従業員の滞在期間を１８３

るのが一般的で、各地方税務総局が独自に課

21

合算し、居住国が課税するという仕組みだ。

額を差し引いて、ベトナム国家税務総局に納

そのため、フィリピンでは、出稼ぎ労働者

リピンの税務当局に支払わせている。

パスポートを見ればベトナムに何日滞在し

が国税収入の１割以上を担っているともいわ

税しなければならない。
ていたか分かるので、１８３日間以上の方に

にはなっていないため、日本人をはじめ外国

れる。ベトナムはいまだ、このような仕組み
トナムの所得税率は日本と比べて高くはない

人に対してのみ、全世界課税を行なっている

は、国家税務総局から納税の連絡がある。ベ
が、賃金状況を反映して課税最低限が低い。

の省と５つの中央直轄市が

ようだ。

ベトナムには

日本で納税していても、さらにベトナムでも
課税される可能性を考えておかなければなら

日未満に限定し、ベトナムで課税されないよ

税するケースは従来、ほとんどなかった。し

あるが、税金はすべて国家税務総局が担当し

うにしている企業もある。

ない。

５９

大武健一郎のアジアビジネスアイ

かし、最近は、地方税務総局でも職員の国際
た。だが、いまなお、複式簿記や個人所得税

式簿記の普及をベトナム政府に働きかけてき

もちろん、外資系企業は法人成りしている

課税の研修や、納税者の独自調査も始まって
ところが、国家税務総局がやっているよう

ので申告納税が必要であり、当方の簿記講座

が普及しているとは言えない。

な日越間の調整が、必ずしもなされていると

を卒業したベトナム人たちが、その分野で活

いるようだ。

は限らない。国家税務総局から間違いを指摘

ベトナムの国家財政は決して健全と言える

躍している。

らの税務調査や納税通知については、国家税

状況にないので、国民の経済力が高まってき
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される場合もある。なので、地方税務総局か
務総局と事前に相談するルートを持っていた

確保しなければならない。また、ＡＳＥＡＮ

た今日、もっとベトナム人事業者から税収を

ベトナムの税制はいまだ発展途上にある。

（東南アジア諸国連合）各国間の関税が非課

方がいいと思う。
特に、所得課税は、簿記の普及が不十分とい

税になっていくので、関税収入も今後は減少
たベトナムでは、消費税収が総税収の中心を

うこともあり、日本のような申告納税がほと
費税分と所得税分を合算し、売上高の１％を

占めている。今後は所得税や法人税をベトナ

するだろう。消費税中心の税制を構築してき

納税するという簡易な仕組みになっている。

ム国民に根付かせ、その税収を高めていかな

んど行われていない。個人事業者の場合、消

その方が、消費税と所得税を別々に計算して

ければならない。

おくことをお勧めしたい。

は、ベトナムの税制についても十分に学んで

ナムからの人材を日本に受け入れている方々

ベトナムに進出している日本企業や、ベト

納税するより安上がり、かつ簡易なので、適
正な所得税を計算して納税するやり方は、ほ
とんど行われていない。
なので、法人成りして消費税と所得税を別
々に申告納税するより、個人事業者のまま簡
易な課税を続ける方を選択する事業者が多い
ようだ。相当大規模な事業を行っている事業
者でも「個人経営」が多く、法人成りしてい
る事業者は多くない。
こうした「欠陥」を是正するため、私は複
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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 )

大統領選挙：新しいが、何やら古いソーシャルメディアの戦い

低調だった公開討論
前回同様、目下進行中のインドネシア大統
領選挙キャンペーンを題材にインドネシア社

し、権力による弾圧と印象付けようとした

が、大統領は「証拠があるなら法的措置を取

ればいい」と受け流した。

両候補には人権問題について、それぞれ弱

現職ジョコ・ウィドド（ジョコウィ）大統

国家権力が人権侵害を犯したことをはっきり

約としてそれまでタブーとされてきた、過去

みがあった。ジョコ大統領は前回選挙時、公

領対プラボウォ・スビアント候補の公開討論

させ、インドネシアの人権状況を改善する、

会の変容を語りたい。

日にジャカルタで開か

を実感させるイベントのはずだ。４月の選挙

ダイナミックな民主主義が鼓動していること

が民主化され、今や東南アジアにおいて最も

の自由、表現の自由が抑圧されてきたこの国

れた。大統領選挙の公開討論会は、長く言論

に軍幹部として数々の謀略に手を染め民主勢

の人権侵害を振り返ると、スハルト政権末期

声があがっている。そして、このような過去

れず、彼の支持層である人権団体から失望の

ころ、人権問題に関して目立った進展は見ら

とアピールしていた。しかし、これまでのと

強硬派が現政権によって摘発されていること

補は、これまで自らのシンパであるイスラム

深くえぐろうとはしなかった。プラボウォ候

終わってしまい、両者とも対立候補の弱点を

ソーシャルメディア・キャンペーンが熱い。

の論戦は低調であったのに対して、両陣営の

けたというところだろう。候補者同士の初回

コリがでる論点なので、強く打ちあうのは避

つまるところ、人権問題は両者たたけばホ

毎日アジアビジネスレポート 2019年３月号

会が、１月と２月の

までに、計４回の公開討論会が予定されてい

ォ候補なのである。彼が現政権を「強権政治

力を弾圧したとされるのが、まさにプラボウ
初回テーマは「法、人権、汚職、テロ」、

で人権侵害だ」と追及するのは、ジョークの

る。
第２回テーマは「エネルギー、インフラ、食

ような光景でもある。

を、「人権侵害」「反イスラム的」と批判し

２００４年に導入された国民による大統領直

激化するハッシュタグ合戦

糧、天然資源、環境」であった。大方の期待
に反して、初回の論戦はあらかじめ用意して

てきた。討論会において、彼は自陣営の村長

接選挙は回を重ねるに連れて、メディア、特

あった答弁案をなぞる程度のジャブの応酬で

が総選挙法違反で起訴されたことを問題視
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１７

小川忠のインドネシア目線

大学のキャンパスで携帯電話の画面に夢中になる女子学生たち＝小川写す

月４日付）が、両陣営の

に今回はソーシャルメディアの影響が強くな

っている。

「テンポ」誌（

ソーシャルメディア・キャンペーンの舞台裏

を紹介している。これによれば、前号で紹介

したプロボウォ派の「＃大統領交代」ハッシ

ュタグ拡がりに危機感を抱くジョコウィ陣営
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は、対立候補陣営がどのようなハッシュタグ

を流しているのか、常時携帯でチェックし、

対策を練り、それに対抗する新たなハッシュ

タグを流している。「＃大統領交代」ハッシ

ュタグが流行ると、すぐに「＃第一候補ジョ

人のスタッフが広報対策本部に詰め

コウィ再び」というハッシュタグ拡散で対抗
した。

に携わっている。

ソーシャルメディア上での戦いに勝利する

月にプラボウォ候補が、ちょっと

重要なポイントは、敵失を見逃さないことだ
という。

した失言をした。中部ジャワの村落地域ボヨ

ラリを訪問し貧富格差について演説した際、

「ボヨラリには金を持っていそうな面構えの

人がおらんなぁ。これじゃあ立派なホテルに

入ろうとしたら門前払いだぞ」と軽口をたた

いた。これが住民たちの怒りを招いて、プラ

ボウォは後日謝罪したのだが、この件は、ジ

ョコウィ陣営にとって格好の攻撃材料となっ
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１２

てソーシャルメディアでのキャンペーン活動

２０

１０

小川忠のインドネシア目線

た。「＃ボヨラリのメンツを守れ」なるハッ

この副大統領候補選びに関して、今のとこ

ている。プラボウォ陣営も同様に１０００人

て、ジョコウィ陣営のメッセージ発信を担っ

０００人の「ソーシャルメディア兵士」がい

シャルメディア対策チーム以外に、全国に８

ジョコウィ陣営には、選挙対策本部のソー

需品値上がりでどんどん貧弱になって、「今

現れ、インドネシアの国民食テンペが生活必

出した。すらっと背の高い彼が颯爽と市場に

かる気さくなリーダーというイメージで売り

の富豪のサンデイアガだが、庶民の感覚がわ

ている。インドネシアの長者番付に載るほど

ろプラボウォ陣営の方がより多くの果実を得

のボランティアがハッシュタグの拡散、既存

やテンペはＡＴＭカード並みの薄さだ」とコ

げるために、自らの足らざるところを補う人

アで戦われる。大統領候補は、支持基盤を拡

である。大統領選挙は正、副大統領候補のペ

ボウォ側副大統領候補のサンデイアガ・ウノ

アへの対応力が若いサンデイアガと比べて弱

シニア世代のマアルフは、ソーシャルメディ

ラム組織からの支持が集まっていない。また

たジョコウィ陣営だが、期待したほどにイス

イスラム票固めを狙ってマアルフを起用し

両陣営がソーシャルメディア選挙に力を入
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シュタグが登場し、瞬く間に拡散した。

メディアへのリンク貼り付け作業に従事して

メントすると、これが話題になりソーシャル

起になっている、擬似中間層への効果的なア

散される。プラボウォ陣営が票取り込みに躍

メディアにおいて彼のテンペ・コメントが拡

いる、とテンポ誌は報じている。

明暗を分ける副大統領候補
大統領選挙のソーシャルメディアという合

物を副大統領候補に指名する傾向がある。た

く、サンデイアガのようなソーシャルメディ

ピールだ。

とえばイスラム強硬派などの反対勢力から

アを意識したパンチの利いたメッセージを発

戦場において、注目を集めているのは、プラ

「イスラム的でない」と批判されてきたジョ

信することができない。

いうイメージがついてまわるプラボウォ候補

れる、その背景にあるのは、インドネシアの

デジタル社会化の中の大統領選挙

コ大統領は、長老イスラム指導者マアルフ・
アミンを今回の副大統領候補に選んだ。他

は、米国留学帰りのスマートでイケ面の投資

急速なデジタル情報社会化である。シンガポ

方、軍出身で強権的、古いタイプの政治家と

会社経営者サンデイアガを起用した。
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小川忠のインドネシア目線

ールの広告会社ウィ・アー・ソーシャルによ

アの影響力が増大していることがうかがえ

当初ジョコウィが優勢と見られてきたが、

る。

ンターネット利用者人口は１億３２７７万人

ここに来てプラボウォが差を縮めているとい

れば、２０１８年１月現在インドネシアのイ
％）、活発なソーシャル

わらず横ばいであるのに対して、ソーシャル

だ。インターネット利用人口は前年とほぼ変

シャルメディアを活用している、ということ

る。インターネット利用者のほとんどがソー

メディア利用者数数は１億３０００万人であ

ャルメディアを舞台にこうしたネガティブ・

は、誹謗中傷合戦に堕しがちで、今後ソーシ

るように、浮動票狙いのワンフレーズ政治

で危惧されるのが、他国の選挙でもそうであ

りこむが、今後の選挙戦のカギを握る。ここ

う世論調査結果もあり、浮動票をどちらが取

を監視する「作戦司令本部」を、通信情報省

報」と公表している。ジョコ大統領のジレン

し、同省のサイトにおいて「これはニセ情
こうした統計からも、２０１４年選挙と比

マは、ソーシャルメディアを最大限活用した

っているかわかる。
べて、今回の選挙においてソーシャルメディ
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（全国民人口比の

％の伸びを示してい

メディア利用人口は

点である。前回の大統領選挙でも「ジョコウ

キャンペーンが激化するのではないかという

そして携帯電話を通じてソーシャルメディ

ィは外国出身の共産党員」という中傷が流さ

る。
アを利用している人口は１億２０００万人で

いうレッテルを張られて再選確実ともくされ

政治的効果については、「反イスラム的」と

れた。ネガティブ・キャンペーンの凄まじい
％である。
つまり２０１７年の一年間に、インターネ

ジョコウィ政権は、選挙期間中にソーシャ

ていた現職知事が落選した２０１７年のジャ
じりながら、様々な情報を得る人々が国民の

ルメディア空間に流される誹謗中傷のたぐい

ット利用のなかでも、携帯ソーシャルメディ

半数近くにまでなったということだ。彼らの

時間、

２４

インターネット上のフェイクニュースの流通

人のスタッフが

を気にしており、
分で、米国２時間１分、英国１時間

７０
分といった先進国と比べても、インドネシア

時間

一日あたりソーシャルメディア利用時間は３

カルタ知事選が記憶に新しい。

前年比伸びは

ある。携帯ソーシャルメディアの利用人口の

２３

内に昨年立ち上げた。ネット上のデマを特定

５４
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５０

ア利用者が急速に拡大し、日常的に携帯をい

４５

国民がいかに熱心にソーシャルメディアを使

２３

小川忠のインドネシア目線

草の根選挙を展開して地方政治家から大統領
の座を射止めた彼が、ソーシャルメディア上
の表現空間を取り締まらなければならない立
場にあることだ。公権力による過度な規制
は、彼を支えてきたリベラルな市民層の離反
を招く。従来リベラル派と見られてきた知識
人・文化人が、現政権批判からプラボウォ支
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持に回るという現象も出てきており、大統領
としてもさじ加減の難しいところだ。
この国がまだスハルト強権支配の時代、１
９９２年国政選挙を見る機会があった。与党
が勝つようあらかじめ仕組まれていた選挙に
おいて野党インドネシア民主党を支持する若
者は「メタルな選挙」というスローガンを
叫びながら街頭に繰り出していた。「メタ
ル」とは「メラ（赤、民主党のシンボルカラ
ー）」＋「トータル」の合成で、「メタル」
を連呼しながらジャカルタ中を自分たちのシ
ンボルカラーで埋め尽くして、自由に政治を
語れない鬱屈を晴らそうとしたのだ。政策を
めぐる理性的・具体的論争のない、ワンフレ
ーズ標語があふれる今回のハッシュタグ選挙
キャンペーンからは、何やらあの時代に逆戻
りしたかのような奇妙な感慨が湧いてくる。

27

陳言の中国「創新経済」

日本企業（中国）研究院執行院長、経済ジャーナリスト

陳言
1960年、北京生まれ。82年、南京大学
卒。82-89年『経済日報』に勤務。89-99
年、東京大学(ジャーナリズム)、慶応大
学(経済学)に留学。99-2003年萩国際大
学教授。03-10年経済日報月刊『経済』
主筆。10年から日本企業(中国)研究院執
行院長。今年１月から「人民中国」副総
編集長も務める。

躍り出たショートビデオサイト「TikTok」 驚くべきそのビジネス化のプロセス

（ＴｉｋＴｏｋ、ティックトック）という言

社員Ｔさんは、学校の保護者会で初めて抖音

日系企業で働いている北京在住のママさん

このソフトについて詳しくなっていた。

のソフトをダウンロードし、帰宅する時には

と、２分足らずでＴさんは、ティックトック

さんは初めて「ティックトック」という言葉

すよ」と、小学校の教師はぼやいていた。Ｔ

っと厳しく子供のしつけをしてもらいたいで

ばかりいて、宿題を忘れます。親御さんはも

「多くの小学生がティックトックで遊んで

ートフォンで遊ぶなんて私自身が信じられま

経つのを忘れさせ、こんなに長い時間、スマ

ィックトックは見る人を愉快にさせ、時間が

白い動画をみたことがありませんでした。テ

という間に３時間経っていました。こんな面

に暗くなり、夕食の準備もしないうちにあっ

「知らないうちに家に着き、知らないうち

を聞いた時、何のことかさっぱりわからなか

せんでしたよ」と、Ｔさんは話していた。幸
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葉を聞いた。

った。なぜ子どもたちはテレビゲームよりも

いなことに、彼女の娘はティックトックで遊

（ＮｅｔＥａｓｅ）」、「搜狐（Ｓｏｈｏ）

「騰訊（テンセント）微博」、「網易微博

は「微博」といえば新浪を指す。このほか、

ロ・ブログ」という一般名詞だが、一般的に

トになった。「微博」は直訳すれば「マイク

で、ツイッターサービスを提供する初のサイ

「微博」 ｗ
( ｅｉｂｏ、ウエイボー）のトラ
イアル版を世に出し、ポータルサイトの中

ＮＡ）は２００９年８月、中国版ツイッター

上海に本社を置く中国企業「新浪」（ＳＩ

ウィーチャットの強力なライバルに

り、勉強は二の次になっていただろう。

ら、もっと長い時間、スマホを見ることにな

ばないが、もしティックトックで遊んでいた

ネットで調べる

喜んで遊ぶのだろうか？

ティックトックのシンボルマーク
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で、おしゃべりの声はほとんど聞こえない。

このように、瞬く間にウエイボー、ウィーチ

ＣＣＴＶの番組とティックトックの連携

ザーが最も頻繁に使うソフトだった。２０１

ャットに取って替わったスマホアプリは見た

微博」などがあり、一時、中国のネットユー
７年８月現在の月間アクティブユーザーは合

ことがない。

トユーザー間の交流が不便」と感じていたの

の無料アプリだった。利用者は「新浪はネッ

はスマート端末が提供する即時通信サービス

ａｔ、ウィーチャット）を売り出した。これ

ックの拡大がさらに速くなり、最終的にウエ

し、この三つが連携していたら、ティックト

ドしなければならず、かなり煩わしい。も

送るにはダウンロードして、またアップロー

クトックからウエイボー、ウィーチャットに

ックの間に連携はなく、１本の動画をティッ

ウエイボー、ウィーチャットとティックト

計３億７６００万人に達し、中国人成人のほ
とんど半数が微博を利用したことになる。
日、騰訊が「微信」（ＷｅＣｈ

で、微信が現れると、すぐに微博を上回り、

イボー、ウィーチャットを大幅に上回るだろ

年１月

庶民が使用する最も広範なスマホアプリとな

う。

普及初めのビジネスモデル――
「ご祝儀」でユーザー拡大

った。昨年３月、騰訊の創業者兼経営最高責
任者（ＣＥＯ）の馬化騰氏は全国人民代表大
会（全人代）で、ウィーチャットのアクティ
ブユーザーはすでに９億８０００万人に達し

イル決済の普及を図っている。一方、中国で

現在、日本ではキックバック方式で、モバ

現在、北京字節跳動科技（バイトダンス）

は日本と違って、ウエイボー、ウィーチャッ

たと述べた。
年９月にデビューさせたティックトック

はウエイボー、ウィーチャットを圧倒し、中

び幅はかつてのウエイボー、ウィーチャット

た。成長情勢から見て、ティックトックの伸

包」という「ご祝儀」「金一封」を配る方式

ト、ティックトックとも営業開始当時は「紅

が

国で急速に広まっている。ティックトックは

が一般的だ。

今年２月５日の春節（旧正月）にティック

の成長を圧倒的に凌駕している。
ティックトックなどの出現によって、中国

若者のミュージックショートビデオ・コミュ
ニティー・プラットフォームで、ユーザーは

億円）の「紅包」を配

った。大晦日の夜だけで、６１１４万人のユ

トックは５億元（約
だった駅や地下鉄車内が今ではすっかり静か

ーザーがこのイベントに参加した。イベント

社会に大きな変化が生じた。かつてにぎやか

デオを撮影し、自分の作品をアップできる。

になっている。ほとんどの人がティックトッ

このソフトを使って楽曲を選び、ショートビ
月、ティックトックはアクティブユー

今年

の内容は簡単で、ティックトックは日本の紅
ザーが２億８０００万人に達したと発表し
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２１

クに没頭し、時折、笑い声が聞こえる程度

８０
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ティックトックは完全にウエイボー、ウィー

チャットに取って替わることはできないが、

ティックトックのユーザーがさらに増えれ

ば、ウエイボー、ウィーチャットに対する衝

撃もさらに大きくなるだろう。

り、結果的に関連動画の視聴総量は２４７億

せな１年に」をテーマにショートビデオを作

の番組「春節晩会」と連携して、「今年も幸

白歌合戦のような中央テレビ局（ＣＣＴＶ）

れ、起動すると春節のＢＧＭが流れた。こう

金元宝や灯篭、春聯などの春節グッズが現

時、画面の背景に自動的に金色の昔の貨幣、

祝福した。ユーザーが新年のあいさつをする

ーザーが「年賀状」を友人知人に送り新年を

音楽効果によって、全く新しい企業、商品情

ティックトックの斬新さ、質の高い映像、

る。

せ、宣伝のためにティックトックに流してい

し、大量の消費品のコンテンツを美しく見

今後、ティックトックの広告、宣伝におけ
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企業がティックトックにチェックイン

回を突破し、参加したユーザーは３３７万人

した新鮮さから多くの人々をショートメッセ

報の伝達モデルが形成されつつある。情報宣

でき、動画で遠方の友人、家族と交流でき

る役割はますます拡大すると見込まれ、日本

30

関連情報を流し始めた

ティックトック・ボーナスが現在、形成さ

れつつあり、企業はこの分野の情報宣伝を無

視し得なくなっている。日本の在華企業は今

のところほとんどティックトックを使ってい

に達した。ティックトックの「紅包賞」はこ

ージから春節ムードたっぷりの年賀ムービー

伝で必要なのは制作費用だが、特別にかかる

ないが、中国の大衆商品生産メーカーはネッ

の時節にぴったりの内容（両親との触れ合い

を送り、素晴らしい祝日を生き生きと録画す

用で、抜群の伝達効果、営業販売効果を挙げ

費用はほとんどなく、これまで同様の広告費

ト・インフルエンサーや撮影制作会社を探

のビデオ、駅のホームで家族と再会した時の

るように変わって来た。
スマホの録画機能を使うことができれば、

２月５日は旧暦の元日。関連レポートによ

る。こうした読み書きのできない層の人々も

企業も大いに関心を持つべきだろう。

ることができる。

ると、今年の春節は「ティックトックで新年

スマホ世界に直接入って来ることができる。

読み書きができない人でも動画を送ることが

おめでとう」が流行し、３０００万人近いユ

の大部分がした。

ど）だったので、ティックトックのユーザー

情景、家族に仕事の様子を伝えるビデオな

混雑する上海駅。ほとんどの人
がスマートフォンを見ている

に関わる法務について解説してきたが、今回

前稿までの連載では、企業の海外進出一般

く）。中華人民共和国香港特別行政区基本法

制度」が実施されている（外交・軍事は除

ビジネスに関する規制は極めて少なく、米

に基づいて中国本土の法律は「別段の定め」

法務対応について概説してゆく。所変われば

国のヘリテージ財団とウォールストリートジ

からは、具体的な国（地域）別に取り上げ

常識も変わり、法も変わる。法の不知は大き

ャーナルによる経済自由度ランキングでは、

が無い限り香港では適用がなされない。

なトラブルの元だが、「彼を知り己を知れば

２０１９年も香港が１位を保持している（ラ

て、日系企業が事業展開する際に必要となる

百戦殆ふからず」である。まずは、中国の香

どまり、外資規制（出資比率の制限）等も無

種、公害業種等への必要最小限度なものにと

連続１位）。行政的なコントロールは危険業

ンキングが開始された１９９５年から不断の

魅力的なビジネス環境

港編を全３回にわたりお届けする。

１

中国本土と隣接し、経済貿易緊密化協定に

港は、中国本土へのゲートウェイであるとと

都市へも飛行機で３時間程度という立地…香

ゲイン課税がない。香港域外の国外源泉所得

税）、利子所得税、配当所得税、キャピタル

税制については、関税、付加価値税（消費

い。

もに、アジア地域全体のビジネス拠点として

（オフショア所得）は、基本的に非課税であ

よる様々な特権、そして、東南アジアの主要

揺るぎない地位を誇っており、中小企業にと

る。更には、２０１８年４月には法人税が引

％の税率（従来は

・５％）が適用

下げられ、利益のうち２００万香港ドルまで

っては世界進出の一里塚であろう。
香港は、イギリスの植民地支配下で、不干

は８・

されることとなり、香港進出のインセンティ

渉主義のもとで、自由貿易港、金融都市とし
て発展したが、１９９７年７月に英国から

ブは更に高まったと言えよう。

１６
中国に返還されて以来、いわゆる「一国二

２５
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香港進出の法務対応①

すずき たかひろ
2000年３月国際基督教大学教養学部卒、08年上
智大学法科大学院修了、09年虎門中央法律事務所
入所、15年ＣＦＮローヤーズ法律事務所（香港）
出向、16年虎門中央法律事務所復帰。業務分野は
契約から訴訟まで多岐にわたる。様々なクライア
ントに対して、不動産、コンプライアンス、コー
ポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、ファイナンスそ
の他企業法務一般についての助言をしてきた幅広
い経験を有している。香港の高名な法律事務所で
の執務経験を生かし、ＩＰＯ（香港）及び中国・
香港関連のクロスボーダー案件についても、実践
的なリスク分析に基づく法的アドバイスを行う。
上記の以外では、刑事弁護分野における豊富な知
識及び経験も有する。

隆弘
虎門中央法律事務所弁護士  鈴木

リーガルコーナー第10回

系が引続き施行されている。この法的安定性

リス植民地時代のコモン・ロー（英米法）体

司法上も、「一国二制度」に基づいてイギ

後２か月後以内の払込みで良いというのもい

ある。「資本充実の原則」は緩やかで、設立

異なり設立前に出資払込の証明書類は不要で

、中国語
:director

かにも香港らしい。

役員は、取締役（英語

こそが、香港の魅力を支える重要な点であ
る。これはつまり、香港の裁判所では他のコ
モン・ロー体系を採る国、例えばイギリス、

語 秘:書）をいう。
取締役は１名以上で、国籍、居住国を問わ

董事）支配人（英語
、中国語 経
:
:manager
:
理）及び会社秘書役（英語 :secretary
、中国

ことを依頼者に助言すると非常に驚かれる。

ない。日本では個人しか取締役になれない

アメリカ、カナダ、シンガポール等々の判例

契約書の締結時に準拠法を中国法とするか香

が、法人でもなれるのが特徴的である。ま

とになると思われる。香港の会社法に相当す

有限責任の私的（非公開）会社を選択するこ

少なくないであろうが、法定の各種書類の準

あるため、「秘書が役員？」と思われる方も

会社秘書役は、日本には存在しない機関で
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すら援用できることを意味するのだが、この

港法とするかで、その帰結には実際上の大き

範囲により会社の執行役、支配人、又は執行

で、定款や契約によって定まる職務や権限の

支配人（經理）は、管理者の職務を行う者

るのは構わないが登記事項ではない。

地位が存在せず、任意に相応する立場を決め

た、香港には法的には「代表取締役」という

現地法人の設立

な違いが出るので、是非留意しておきたい。

２

それでは具体的に香港現地法人の設立法務
について概説する。
日本同様、香港の会社にも様々な形態があ

る「会社条例」は、やはり英国会社法をベー

備・提出・保管、登記事項の変更、各種議事

役員に相当する。

スに制定されており、これに準拠しながら進

録の作成等をする役割である。ビジネスの現

るが、多くの日系企業は、通常、株式による

めてゆく。設立所要期間としては２～３週間

場では「カンパニーセクレタリー」を略して

「カムセック（ com-sec
）」で通じる。取締
役とは異なり、日本居住者は就任できず、専

程度である。
名として必須なのは英文で、中文は任意であ

門性が高いため、会計事務所などの専門家に

まずは名前が無ければ始まらないが、会社
る。資本金は最低１香港ドルであり、日本と

32

隆弘
虎門中央法律事務所弁護士 鈴木

リーガルコーナー第10回

リーガルコーナー第10回

虎門中央法律事務所弁護士 鈴木

人口

約734万人

民族

中国系（約91％）

公用語

広東語、英語

通貨

香港ドル（米ドルとのペッグ制）

主要産業

金融業、不動産業、観光業、貿易業

GDP(名目)

2兆4,891億香港ドル（3,208億米ドル）

1人当たりGDP

33万8,806香港ドル（43.661米ドル）

実質GDP成長率

1.9％

（人口密度は約6500人／k㎡）
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アウトソースすることが一般的である。

1,106㎡ （東京都の約半分）

以上、主なポイントを取り上げたが、具体

面積

的な設立手順のみならず設立後の運営方法も

中華人民共和国香港特別行政区

日本とは異なる。専門家の助言を得て法令を

正式名称

遵守しつつ、優れたビジネス環境を大いに活

用していただきたい。

基礎情報（2016）（データは外務省HPより）

隆弘

