
インド下院選挙結果解説

株式会社レイン

代表取締役 福田さやか
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そもそもインドの議員制度・選挙制度って？
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上院・下院による二院制、議員

内閣制を採用、下院から首相が

選ばれる

上院は任期6年、2年に1度1/3

ずつ改選、州議会議員による間

接選挙で途中解散はなし

下院は1選挙区1人の小選挙区制

で直接選挙、途中解散はあり。

上院に対して優位性を持つ。

今回は5年に1度の下院選挙であり、
実質的にインドの首相を決める選挙だった。
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インドの政権交代変遷
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出典：外務省、日本貿易振興機構

2004年

•第14回下院議員総選挙

•インド国民会議を第一党とす

る統一進歩同盟（UPA）が過

半数を確保

2009年

•第15回下院議員選挙

•再びインド国民会議を第一党

とする統一進歩同盟（UPA）

が過半数を確保

2014年

•第16回下院議員選挙

•若者や都市住民の圧倒的支持

でインド人民党（BJP）が、

下院定数の過半数を9議席上

回る282議席を単独で獲得。

•BJPを中軸とする政党連合・

国民民主連合（NDA）は336

議席の安定的過半数を制する。

•ナレンドラ・モディが首相に。

•下野したインド国民会議は、

2008年以降の景気低迷と物

価上昇、そして汚職事件が連

発によって選挙民から背を向

けられる格好となった。

UPA政権：10年間継続

第16回下院議員選挙結果

下院議席数
543議席

国民民主連合
336議席

（うちインド人民党
は282議席）

その他
148議席

統一進歩同盟
59議席

（うちインド国民会議
は44議席）
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出典：ニッセイアセットマネジメントのマーケットリポート

モディ政権の公約（モディノミクス）
モディ政権では、インフラ整備や外資規制緩和、行政改革などによる投資促進策が柱とし、
製造業の発展に重点が置かれた。

•インドを製造業の生産拠点に

•2025年までにGDPに占める製造業割合を

16％から25％に

•2022年までに製造業の雇用を1億人増加

メーク・イン・インディア

•デジタル化によりインドをより強化された

知識経済社会に

•デジタル化された公共サービスの提供

（身分証明、銀行口座等）

•行政サービスのオンデマンド化（電子金

融サービスとキャッシュレス化等）

デジタル・インディア

•インドをきれいに

•賄賂や汚職の撲滅、環境美化（トイレ整備、

交通渋滞の緩和等）

クリーン・インディア

•若年層を中心とした職能育成事業によりスキ

ルの向上を図る

スキル・インディア

•農村部や貧困層などを対象に銀行口座の開設

を推進する

フィナンシャル・インクルージョン

•国内100都市を対象に最先端都市の建設を加

速する

スマートシティー化
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出典：ニッセイアセットマネジメントのマーケットリポート

モディ政権の取り組み内容
実施時期 取り組み内容 想定効果

2015年2月
インフレ目標を導入
（インド準備銀行）

•金融政策の透明性や信頼向上
•物価の安定

2015年11月
海外からインドへの直接投資規制の緩和
（第1弾）

•防衛、鉄道インフラ、保険等が対象
•海外資本の投資拡大

2016年5月 破産法の制定
•銀行の不良債権処理加速
•企業の新陳代謝促進

2016年6月
海外からインドへの直接投資規制の緩和
（第2弾）

•単一ブランド小売り、航空、食品等が対象
•海外資本の投資拡大

2016年11月
高額2紙幣（500ルピーと1,000ルピー）
廃止

•タンス預金の銀行預入
•地下経済対策
•デジタル経済への移行

2017年5～6月
•銀行規制法を改正しRBIの権限強化
•優先処理の債務者12社を指定

•銀行の不良債権処理加速
•企業の新陳代謝促進

2017年7月1日
GST（財・サービス税）導入（各種間接
税の一元化）

•税務簡素化や徴税コスト低下
•海外企業の進出加速
•徴税率の向上による政府歳入の増加

2017年10月
•不良債権処理加速のための公的資金投
入計画発表

•高速道路建設計画発表

•不良債権処理加速
•インフラ整備
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出典：日本経済研究センター、第一生命経済研究所、新聞報道よりレインが取りまとめ

第17回下院選挙前のモディ政権

2018年末

•5州の地方議会選で与党BJが

全敗、ラフル・ガンジー氏率

いる最大野党・国民会議躍進。

•経済改革の恩恵が行き渡って

いないと感じた多くの農民が

野党に票を投じた。

2016年

•高額紙幣廃止で批判が噴出

•フランス製戦闘機ラファール

調達（のちに汚職疑惑とな

る）

2018年12月上旬

•金融政策を巡って財務省との

対立が指摘されていたウル

ジット・パテル中銀総裁が突

如辞任を発表する

2019年2月1日

•2019年度予算案で低所得者

層を対象に1世帯当たり年

6,000ルピー（約9,700円）

規模の現金の直接支給を行う

上、中間層を対象に所得税の

控除枠の上限を引き上げ。

2019年2月14日

•カシミール地方インド支配地

域で治安部隊のバスを狙った

自爆テロ、44名死亡。モ

ディ政権は同月26日にパキ

スタンのテロリスト拠点の1

つを空爆、支持率巻き返し。

2019年3月27日

•モディ首相が高額紙幣の廃止

を宣言した2016年以来とな

るテレビ演説。

•純国産ミサイルの低軌道衛星

の撃墜に成功を発表、宇宙開

発の「超大国入り」を表明。

モディ政権にとり厳しい状況

モディ政権巻き返し
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今回（2019年）の選挙公約

• 与党インド人民党（BJP）の下院選挙マニフェストでは安全保障や農家の社会保障の充実な
どが強調されている。また、2030年までにインドを世界3位の経済大国に引きあげるとし、
インフラ投資へ2024年までに100兆ルピー（約160兆円）をあてると約束した。ただ、歳入
総額が年27兆ルピー程度にとどまる中、5年で100兆ルピーをどう確保するかが課題。

• 最大野党の国民会議派マニフェストは与党が苦戦する低所得者層や農民から票の取り込みを
目指した内容となっている。

与党：インド人民党 最大野党：国民会議派

「国家主義、貧困層への福祉、安定した統治の
3点に重点」

安全保障：テロへの徹底対抗姿勢や軍事力の強
化

農家の社会保障充実：農家の収入倍増を目指し
た補助金の対象者拡大や小規模農家への年金制
度の導入など

経済政策：製造業振興策「メーク・イン・イン
ディア」の継続、中小零細企業やスタートアッ
プへの支援、減税、デジタル化など

最低収入保障制度：5,000万世帯の最貧困層に
対して年間7万2,000ルピー（約11万5,200
円）の現金を支給

雇用創出：政府機関や公社などにある40万件
あるとされる空席ポストを活用し、2020年3月
までに新たな雇用を創出

農家の債務の取り消しについても約束

出典：日本貿易振興機構、新聞記事よりレインが取りまとめ
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選挙結果
• 5月23日にインド総選挙の開票が実施さ

れ、モディ首相率いる与党インド人民党
（BJP）が勝利。

• 与党インド人民党は5年前の前回を約20
議席上回る303議席で単独過半数を獲得
した。与党連合では約350議席となり、
第2期モディ政権は盤石の基盤を得た。

• また、与党連立では348議席を獲得、対
して最大野党の国民会議派は連立でも98
議席の獲得にとどまった。

• 今回のBJPの大勝の背景には、強いリー
ダーシップと国民の過半を占める農民層
と低所得層に寄り添った政策の展開が国
民に受け入れられたことがあると見られ
ている。

• テロへの報復として2019年2月に実
施したパキスタン支配地域への空爆

• 小規模農家に対する補助金支給

• 低所得層に対する大幅な減税や医療
費保障の導入

インド下院議員選挙結果

インド国民会議
（52）

ドラーヴィダ
進歩党（23）

全インド草の根
会議（22）

YSR会議党
（22） インド人民党

（303）
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出典：日本総研、新聞記事よりレインが取りまとめ

第2次モディ政権の抱える課題

• 政策面では、インド経済の従来からの問題である構造改革が課題と言える。

• 土地改革、銀行制度改革、複雑で厳しい労働法規の緩和といった問題は、これまでインド経済発
展の足かせとなってきた。

• インド人民党のマニフェストで2030年に世界第３位の経済大国になることを掲げており、次の
５年だけでなく、より長期のインド経済の発展を見据えて政策を展開すると見込まれる。

• インドが時間をかけて向き合うことになる構造的な経済課題としては、次の３点が指摘されてい
る。

1. 雇用創出（ビジネス環境の改善を通じた雇用創出、税制簡素化、外資規制緩和、インフラ
整備、土地収用や労働関連法に関わる改革）

2. マクロ経済の安定性向上（電力・銀行セクターの改革や農業部門の生産性向上による財政
赤字の縮小）

3. 環境改善 （再生可能エネルギー比率の上昇、エネルギー発電・配電効率の改善、EVの普及
など）
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日本との関係性
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• モディ政権下、日本とインドの関係は良好であり、特に安倍晋三首相とはモディ氏が地方の政治
家だった時代を関係を維持してきている。

• こうした関係を土台として、インドはモディ氏の地元グジャラート州アーメダバードと西部の最
大都市ムンバイの間で、日本の新幹線を導入して高速鉄道を建設することを決めている。さらに、
日印原子力協定を結び、インドへの原発技術の輸出も可能性が高くなっている。

• インドに進出する日本企業は1,441社で、10年で3倍近くに増えており、第2次モディ政権下で
日系企業の進出と経済的な結び付きが更に強まっていくものと期待されている。

• また、中国の海洋進出を念頭に安全保障分野でも日本との関係を強めており、モディ政権は２期
目もこうした日本との戦略的な関係を一層深めていくものと見られている。

出典：日本総研、新聞記事よりレインが取りまとめ
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ASAITHAMBI氏への質問

S モディ氏の支持層はどういう人たちか

S 苦戦が伝えられていたが圧勝に終わった背景は？

S モディ氏が勝ったことにより、今後経済政策、外資政
策等のゆくえ、日本企業が注意すべき点など
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