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Ｉ．はじめに

国連の推計によると，2000年における世界の移民は１９６０年からみて２倍以上増加し，１

億7,500万人に達している。その数は世界の人口の２．９％となる。国連のこの推計は，各
国のセンサス（210カ国）をもとに算出されたものである。そのうち１５６カ国は外国出生

者（foreign-bornpersons）に関する統計に依拠しているのに対して，５４カ国は国籍に
基づいた外国人（foreigner）に関する統計に依拠している（ＩＭＯ，2005)。このように，
統計の対象である移民について二通りの定義が用いられており，そのどちらを採用するか
で移民の数は大きく異なってくるという問題を含んでいる。移民に関する統計のこのよう
な問題は，ＯＥＣＤの統計においてもすでに指摘されており，統計収集に関わる制度上の要

因からくる制約')や同一種類の移民に対する国による許可期間の違い，そして移民政策の
違い2）などがあげられている（OECD，2005)。移民の実態を把握することは，個々の国
の移民・同化政策の立案や実施，グローバル化の中での労働市場の把握など，様々な点に
おいて重要である。ただし，その統計の値については上記のような種々の問題を抱えてお

り，示された統計値の扱いには十分な配慮が必要である。

本研究で対象とするインド系移民は，中国系，ユダヤ系とともに世界三大移民と称され
る。インド政府の海外インド人担当省によると，その数は2,500万人に達している
（MmistryofOverseaslndianAffairs，India，2006)。インド系移民に関する統計は，

大学入試センター試験問題（2000年度地理）のほか，日本人研究者の論文や著書等にも

しばしば掲載されてきた（たとえば，古賀，１９８９；富永，１９９５；小西，1997；古賀・中村，
2000)。佐藤（1995）は，インド系移民の総数を正確に把握することは難しいとし，その
理由に，①移民先の国の人口統計が正確でなかったり，移民の出身別の統計が作成されて
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いないことが多かったりすること，②1947年以前の移民とその末窟を，すべて今日のイン

ドからの移民とするわけにはいかないという問題があること，③ネパール，スリランカと
いうインドの隣接国への移住者を国際的な移動の流れに含めるか否か，それによって総数
が大きく違ってくること，の３点をあげている。①は前述の移民の統計に共通した問題で

ある。②はインド系移民の歴史的背景に基づくものであり，インド系移民をどのように定

義するかについてはこれまで議論がなされてきた3)。インド系移民をどのように定義する
かで移民の数もその特徴も大きく変わってくる。③については，特にネパールやスリラン
カはインドと地理的・歴史的なつながりのほか，両国は経済的にも密接な関係にあり，人
の移動の規模も大きい。そのため，その数を含めるかどうかでインド系移民の全体像が大
きく異なってくる。

南埜（2002）は，これまで発表されたインド系移民の統計がどのようにして作成されて
いるのかを検討した。そこでは，世界全体を対象とするインド系移民の統計は個人研究者
が独自に作成することは不可能であるため，各研究者は先行研究に示されたインド系移民

の統計を引用・参照することによって，それぞれのインド系移民の統計が作成されている

ことを明らかにした。そして，引用・参照されている論文を分析した結果，Ｈｅｌｗｅｇ氏の
研究（たとえば，Helweg，1986）に辿り着き，さらにＨｅｌｗｅｇ氏の研究は，後述する1980
年にインド政府が作成した統計（以下，1980年報告と表す）に依拠していることを指摘し
た。

統計の取り扱いとしては，原則的には，このインド政府の統計をそのまま使用すること

が望ましい。しかし，それぞれの研究者は，このインド政府の統計をそのまま使わずに，
修正・追加編集を行った上で，新たに統計を作成している。更にその統計をもとに，別の
研究者が修正を加え，新たな統計を作成している。なぜこのようなことがなされるのであ

ろうか。その理由として，南埜（2002）では研究者のインド政府の統計への信頼度の問題
と情報の更新の問題の２点を指摘した。

前者について，それぞれの研究者は特定の研究対象地域に関して多くのそして正確と思

われる情報を有している。その一方で，インド政府の統計が大使館や領事館などの出先機

関を通じて収集されたにせよ，その統計の取り方が統一されているとはいえない4)。その
ため研究者の有する情報と大きなズレがあった場合，研究者は自己の情報を採用すること
で，より正確な値を示そうとするのである。後者について，インド政府はインド系移民全

体の統計を,管見の限りでは1980年報告以降は次章に述べる2001年まで発表していない。
その一方で，各研究者はできるだけ最新の統計を示したいと考えるが，研究者が論文を発
表する時点においてインド政府の統計はすでに古いものとなっている場合が多い。そこで

それぞれの研究者は，他に情報源を求めて，網羅性を維持しつつデータの最新化を図ろう
とするのである。しかしながら，そのことで新たな問題をもたらしている。表題では参照
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年として1990-93年と記載される一方で，注には引用・参照の文献とともに，個々のデー
タにおいて部分的に1970年代末や1980年代初頭,１９８７年などの値が混在していることの
説明がなされている表が作成されている。時には，それらの説明が全くなされていない表

も作成されている。注で引用・参照を明示すれば,手続き的には問題はない｡統計の表は，
引用・参照によりそれらの統計がどのようにして作成されたのか，そこに示されている値
はどのような意味をもっているのかを十分に理解して利用するのが基本である。ただし，

複数の先行研究を引用・参照して作成されているインド系移民の統計において，個々の値
の意味一つ一つにまで各々の統計がどのように作られたのかを検討することは，読者にと
って極めて困難である。

インド政府は，インド系移民を対象とする調査委員会（HighLevelCommitteeonthe
lndianDiaspora）を設置し，同委員会の報告書で２００１年１２月時点のインド系移民の統

計が示された（以下，２００１年報告と表す)。この２００１年報告により，情報の更新の問題は
解決し，インド政府の統計であるという点で，前述の引用・参照に伴う問題点もある程度

解決するところとなった。ただし，依然としてインド政府の統計への信頼度の問題や国に

よって根拠とするデータの種類が異なるなどの問題は残っている。また値の多くが概数で

示されていることから5)，詳細な統計分析を行うにも限界がある。
本研究は，インド政府が公表した２つの資料（1980年報告と２００１年報告）をもとに，
インド系移民の現状ならびに’980年以降の動向を明らかにすることを目的とする。まず
基礎となる２つの資料を概観し，次に２００１年報告をもとに今日のインド系移民の現状を
考察する。さらに1980年と2001年報告の比較を通じて，１９８０．９０年代におけるインド系
移民の動向を検討する。

Ⅱ基礎資料（1980年報告と２００１年報告）の概要
１９８０年報告は,インドの下院議会の議事録である｢LokSabhaDebatesSeventhSeries，

ＶＯＬⅦ､No.35,ｐｐ､125-136」に記載されている。１９８０年７月２４日の議事において，Mohd
AsrarAhmad氏の質問に対して外務大臣（MinisterofExternalAffairs）のＰ.Ｖ・
NarasimhaRao氏がその回答に添付した資料である。同資料のタイトルは，「Stateof

lndiansResidmginVariousCountries(Asavailableuptol5-7-1980)」である。記載事
項は，「No.」，「Nameofcountry｣，「Ｎｏ．ofpersonsoflndianoriginresidingabroad｣，
「Ｎｏ．ofthosewhohaveacceptedforeignCitizenship｣，「Remark」の５項目である。
142の国・地域が示されているが，国名は示されているものの数値が示されていない国が

９ヵ国6)ある。したがって，インド系移民の数値（１名以上）が示されたのは，香港やレ
ユニオン（フランス海外県）などを含む１３３の国・地域である。この統計値は大使館や領

事館などの出先機関を通じて，収集されたものであると推察される。また個々の値は，一
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桁の位まで示されているものもあれば，千人あるいは万人単位など概数で示されているも

の，また人数ではなく世帯数で報告されているものなど，ばらつきがある7)。
一方，２００１年報告は，前述のとおりインド系移民を対象とする調査委員会の報告であ
る。同委員会は２０００年８月に国会議員のシングヴイ（しＭ、Singhvi）氏を委員長として
組織され，そのことから同報告書はシングヴイ報告と呼ばれている。同委員会の設立の背

景には，第１２回選挙（1998年）に続いて，第１３回選挙（1999年）後，政権与党となっ

たインド人民党が，その勢力拡大にインド系移民を利用してきたことがある8)。同委員会
には,(1)インドとインド系移民のホスト国における憲法上の規定や適用される法令面でイ

ンド系移民がどのように位置づけられているかの概観,(2)各国のインド系移民の特徴や実
態ならびに彼らがインドに期待する事項についての研究，(3)インドの経済，社会そして技
術発展に対してインド系移民が果たすであろう役割の研究,(4)インド国内におけるインド
系移民の旅行・滞在の管理とインド系移民の投資の現状についての検討，またこの領域に

おいてインド系移民が直面している問題の解決方法についての提言,(5)インド系移民なら
びに関係国・地域と相互利益を得る関係の構築，インドと彼らとの相互交流とインド経済
発展における彼らの協力の促進についての広範囲でかつ柔軟な政策的枠組みと特別計画
の提言，の５つの課題が与えられた。２００１年１２月に報告書は完成し，２００２年１月８日に
首相に提出されている。

同報告書は，総ページ数５７０ページからなる大部のもので，５部構成となっている。第
１部では，はしがき，謝辞，国別統計などが記載され，第２部は国別の状況，第３部は政

府への中間報告，第４部はインド系移民に関わる主要課題，そして第５部は結論と提言と

なっている。第１部に示された国別統計における記載項目は「Country｣，「PIOs｣，「Indian
citizens（=NRIs)｣，「Stateless（無国籍)｣，「Total」の５項目である。また’３３の国・
地域が記載されており，１９８０年報告のように，数値が示されていなかったり入手不可能
といったりするものはない。つまり，数値（１名以上）が示された国・地域は１３３である。

個々の値のほとんどは千人あるいは万人単位など概数で示されているが，一部は一桁の位
まで示されている。また南アフリカ，イギリス，アメリカ合衆国については，「Total」の
みが記載されている。
ここで，佐藤（1995）が指摘した前述のインド系移民の統計における問題点について検
討してみる。まず①については，すでに指摘したように，インド政府の出先機関を通じて

データを収集しているとはいえ，インド系移民という視点からの統計があるわけではなく，
当該国のセンサスなど関連の統計をもとに報告がなされていると考えられる。そのため報

告値も多くが概数となっている。したがって①の問題は依然として解決できていないとい

える。次に②について，1980年報告ではインド系移民を国別に総数（Ｎｏ．ofpersonsof
lndianoriginresidingabroad)のほか,外国の市民権を有しているインド出身者の数(Ｎｏ．
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ofthosewhohaveacceptedforeignCitizenship）の人数が示されている。一方，２００１

年報告では，インド系移民はIndianDiaspora（インド人ディアスポラ）と表現され，そ

れは，ＰＩＯ（PersonoflndianOrigin)，ＮＲＩ（NonResidentlndian）,)および無国籍者
（Stateless)をあわせた概念として用いられている｡ＰＩＯはすでに外国籍を取得しており，
かつ４世代前までにインド居住者がいることを条件としている（ただしパキスタン，バン
グラデシュおよびインド政府が指定する国は除く）。一方，ＮＲＩは他国に在住しているイ

ンド国籍を有する者を指す。このように，インド系移民について，現在のインド共和国だ

けでなく英領インドの出身者も含めた扱いとなっている。なお本研究の分析では，１９８０
年報告と２００１年報告との比較考察にあたっては，１９８０年報告の外国の市民権を有してい
る出身者と２００１年報告のＰＩＯがほぼ同じ属性を示していることから,同じものとして(以

下，外国籍所有者と表す）考察をすすめる。そして③についてみると，1980年報告にはネ
パールとスリランカは数値も含めて記栽されているのに対して,2001年報告において両国
は国名さえも記載されていない。またパキスタンについては１９８０年報告で国名は示され

ているが値は入手不可能（Notavailable）であり，２００１年報告では国名さえも記載され

ていない。そこで，本研究の分析ではこれら近隣諸国の数は含まずに行う。

Ⅲインド系移民の現状-2001年報告の分析
１．インド系移民略史
インド系移民の歴史的展開については，日本人研究者によってもすでに多くの論文があ

るIC)。その歴史は古く，紀元後まもなくからインド人商人は海上交易に携わり，その活躍
の痕跡は，東南アジアやアラビア海沿岸，あるいは東アフリカのインド洋沿岸地域に広く

みられる。しかしそれら痕跡とは裏腹に移住の規模そのものは小さく，移民がある程度の

規模をもつようになるのは西洋諸国による植民地化の時代になってからである'1)。古賀・
中村（2000）は，インド系移民の歴史の上で，①奴隷制の廃止にともなって１９世紀半ば
からはじまる西洋列強諸国の植民地への年季契約労働制や請負人徴募制による移動，

②1950年代から１９７０年代初頭における第二次世界大戦後の経済復興にともなう先進国へ
の移動,③1973年のオイルショック後のサウジアラビアなどの中東産油諸国への労働者の
移動，の３つの波をあげている（表１)。

吹節で指摘するように，インド系移民は広く世界に分布している。それは第１の波の要
因とかかわっている。イギリスは世界各地に植民地を有し，インドもその－つであった。
1833年にアフリカ人の奴隷貿易・奴隷労働が廃止され，サトウキビなどの農業労働者や鉄

道建設のための労働力を確保するために生まれたのがインド人の年季契約労働制（インデ
ンチャード制）や請負人徴募制（カンガーニー制）といった新しい労働力供給システムで

ある。インド共和国の独立後もかなりのインド人がこれら労働力供給システムによる移動
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表１インド系移民の要因とその移住先
移民の要因

①奴隷制の廃止と年季契約
労働制・請負人徴募制の

移住先

時期
19世紀半ば～1940年代

導入

タンザニア，ケニア，ウガン
ダ，モーリシャス，南アフリ
カ，スリナム，トリニダード・

トパュガイアナ，フィジー，
ビルマ（ミャンマー），セイロ

ン（スリランカ），マレー半島
（マレーシア，シンガポール）

など

②第二次世界大戦後の経済
復興にともなう先進国へ

1950～1970年代初頭

イギリス，アメリカ合衆国，カ
ナダなど

の移動

③オイルショック後の中東 1973年オイルショック
以降
産油国への労働者の移
動

④経済のグローバル化

サウジアラビア，アラブ首長国

連邦．オマーン，クウェート，
カタール，バーレーン，イエメ
ンなど

1990年代以降

アメリカ合衆国のほか先進国の
グローバルシティなど

出所）内藤（1996)，古賀・中村（2000）などを参考に作成。

先の植民地にとどまり，そしてそれぞれの地で定住化し，現在では二世，三世と世代交代
が進んでいる。第二次世界大戦後も経済復興のための労働力不足とかかわってイギリスへ，

移民受け入れ制度が整備されることでアメリカ合衆国，カナダ，オーストラリアなどへの

移民がみられた。これが第２の波である。なお１９６０年代にはウガンダ，ケニア，タンザ
ニアの東アフリカ諸国の独立に際して，アフリカ化政策の影響で，定住していたインド系

移民の一部は，インドのほか,イギリス，アメリカ合衆国，カナダへ再移住を強いられた。
近年でも政治的問題を背景に，ガイアナ，フィジーや香港からの再移住を強いられるイン
ド系移民が存在する。そして１９７３年のオイルショック以降，潤沢なオイルマネーを背景
に，中東産油国での開発が進み，労働需要が発生した。その労働力として大量のインド人
が中東産油国へ出稼ぎに出かけるようになったのが第３の波である。その多くは建設事業

等にかかわる非熟練・半熟練労働者の割合が高い】2)。
インド系移民の拡散は，一時期になされたものではなく，表１にまとめるように，第１，

第２，第３，そして後述する第４の波というように，歴史的蓄積の中で，新たにその分布
地域を拡大させてきた。次に，２００１年報告のデータをもとに，インド系移民の現状を考察
する。

２．現状

２００１年報告によると，インド系移民の総数は1,694万人である。ただし，この数には，
1980年報告では380万人であったネパールや,同じく135万人であったスリランカの数が
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図１インド系移民（総数）の上位５０カ国

出所:２００１年報告(HighLevelCommitteeonthelndianDiaspora(India),Reportofthe
HighLevelCommitteeonthelndianDiaspora，2001）より作成。

含まれていない。近年では，インドからネパールへの経済活動に伴う移動が活発であり，
その数は1980年の値よりさらに増加していると考えられる。最初に示したインド政府の
海外インド人担当省による２，５００万人の値は２００１年報告の値よりかなり大きな数になっ
ているが，それはこれらネパールやスリランカの移民数ならびに２００１年以降のインド系

移民の増加を加味した値である。
国別にみると，最もインド系移民が多い国はミャンマーの2,902,000人であり，以下，
アメリカ合衆国，マレーシア，サウジアラビア，イギリスと続く。５０万人以上の国は１０
カ国,10万人以上は２３カ国,そして1万人以上は日本を含めて５０カ国ある｡数の上では，
上位１９カ国で全体の９割を占める（図１)。

２００１年報告では，前述したように，インド系移民の数をＰＩＯ，NRI，無国籍の三つのカ

テゴリーで示している。ただし，南アフリカ，イギリス，アメリカ合衆国は総数のみであ
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図２インド系移民の分布
注：１０万人を超える国のみ国名を記載。ただしネパール，スリランカを除く。
またｂ：ＰｌＯとｃ：NRIはイギリス，アメリカ合衆国，南アフリカを除く。

出所：２００１年報告（ＨｉｇｈＬｅｖｅｌＣｏｍｍｉｔｅｅｏｎｔｈｅｌｎｄｉａｎＤｉaspora（India)，
ReportoftheHighLevelCommiteeonthelndianDiaspora,2001）より作成。
るため，その３カ国を除いた上で集計すると，ＰＩＯが66.5%，NRIが２９．９％，そして無国

籍が３．６％である。インド系移民の３分の２をＰＩＯが占めている。NRIはインド系移民全
体からみて３割程度を占めるにすぎない。ただし，アメリカ合衆国へのインド系移民は
NRIが多いとされているので,実際のNRIの占める割合はこの値より高いと考えられる。
図２－ａは，インド系移民の総数の分布を示したものである。中国系移民の８～９割が東

南アジアに集中しているのに対して，インド系移民は世界各地に比較的広く分布している
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ことが特徴といえる'3)。インド近隣のネパールやスリランカの値は分からないが，周辺国
のインド系移民の割合は総数の３割ほどである｡図２－ｂはＰＩＯのみの分布を示している。

中南米のトリニダード・トバゴ，ガイアナやスリナム，太平洋のフィジーなどインドから

遠く離れた国々，またアフリカのケニア，モーリシャスやレユニオン，そして東南アジア
のミャンマー，マレーシアやシンガポールにも多くのインド系移民が居住している。これ
らの国はいずれもかつては西洋列強諸国の植民地であり，インド系移民の歴史における第

１の波においてインドから移住した人々の子孫である。

表２はカテゴリー別に上位１０カ国を示したものである。ＰＩＯの区分で第１０位のオラン

ダのインド系移民はインドからの直接の移民ではなく，南米にあるスリナムからの再移住
者である。１８７３年から１９１４年にかけて年季契約労働制によりインドからオランダの植民
地であるスリナムに移動し,契約終了後もスリナムに定住する者が多くいた｡その後,1960
年代から1970年代にかけて，スリナムにおけるアフリカ系移民との紛争を契機に－部が
オランダに移住したのである'4)。

総人ロに対するインド系移民の割合を求めてみた表３が示すように，ＰＩＯの多いガイア
ナやフイジーなどでは，総人口の４割を越える国もあり，またトリニダード・トバゴやフ
ィジーではインド系の首相も選出されている。

一方，NRIは，図２－ｃと表２が示すように中東に多く分布している。これはインド系
移民の歴史における第３の波と関わっている。アラブ首長国連邦には９５万人のインド系
移民が居住し，その数は同国の総人口の42.04％に相当する。ただし，アラブ首長国連邦
表２インド系移民のカテゴリー別上位１０ヵ国
[単位：人］

]国１－０，０－０，m

＊：南アフリカ，イギリス，アメリカを除く。
出所：2001年報告（HighLevelCommitteeonthelndianDiaspora（IndiaLReportofthe
HighLevelCommiteeonthelndianDiaspora，2001)より作成。
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表３総人口に対するインド系移民の割合が高い上位１０ヵ国
PIOの割合

国名
ガイアナ

フィジー

（％）

47.07
42.10

アラブ首長国連邦
トリニダード・トバゴ

42.04

スリナム
モーリシャス

34.99

38.51
30.４６

レユニオン
カタール

２７．９４

バーレーン

２１．６７

クウェート

１７．４６

２３．３９

395,350
336,829

950,000
500,600
150,456
715,756
220,055
131,000
130,000
295.000

日本

９９．９７
９９．９３

５．２６

９９．８８
９９．９０
９８．４５
９９．９８
０７６

０．００
ｑ３４
１０．００

注：南アフリカ，イギリス，アメリカ，ネパール，スリラン
カは対象外。PIOは当該国の国籍取得者。
出所：２００１年報告（ＨｉｇｈＬｅｖｅｌＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎｔｈｅｌｎｄｉａｎ
Ｄiaspora（India)，ＲｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＨｉｇｈＬｅｖｅｌ
ＣｏｍｍｉｔｅｅｏｎthelndianDiaspora，2001)，矢野恒太記
念会編『日本国勢図会2001/02年版』国勢社より作成。

政府は移民の定住や家族の呼び寄せなどを厳しく規制しており，同国の国籍を所有するイ
ンド系移民すなわちＰＩＯの割合は５．２６％に過ぎない。つまりほとんどのインド系移民は

出稼ぎ者である。このような状況は，他の中東産油国のカタール，バーレーン，クウェー
トでも同様である。

NRIは,インド経済において重要な位置を占めるようになっている｡中東産油国への出稼

ぎ者からの送金は，その額もさることながら，インド経済にとって重要な外貨の獲得手段
となっている。湾岸戦争時には，石油価格の高騰に加え出稼ぎ者が中東諸国からインドに
戻ったため送金が激減し，インドの外貨準備高が危機的な水準まで減少した。そしてこの
事態が，インド経済が自由化へと大きく転換する要因の一つとなった。また後述するよう
に，この経済の自由化以降，アメリカ合衆国をはじめ先進国へ出かけるインド人IＴ技術

者などが増加している。なお，2004年における海外からの送金金額は230億ドルに達して
おり，その額はインドのＧＮＰの約５％に相当する15)。

Ⅳ、インド系移民の動向-1980報告と２００１年報告との比較
１．データの整理

インド系移民の動向を，１９８０年報告と２００１年報告の２つの資料を用いて，２時点
の比較から考察する。１９８０年と２００１年の約２０年間は，世界的に見ても大きな転換
期を含んでいる。１９８０年代半ば以降のゴルバチョフによる経済のペレストロイカな
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どソ連での改革に始まり，冷戦構造の象徴であったベルリンの壁が１９８９年に崩壊，
その後ソ連や東欧の社会主義体制の崩壊が続いた。また１９９０年には，イラクのクエ

ート侵攻がありその後海岸戦争へと拡大した。さらに１９９０年代は，経済の上でもグ
ローバル化やＩＴ化の進展など大きな変化がみられた。このような世界の動きととも
に，インド系移民に関しても新たな空間的再編成がみられ，この２時点を比較することの
意義は大きい。

とはいえ，１９８０年報告と２００１年報告の統計を分析するには，そのままでは不都合があ

るため，いくつかの前処理を行った。まず１９８０年報告では，人数ではなく世帯数で示
されている国がある。その場合は１世帯５人として算出した。またビルマ（現ミャン
マー）は３０～４０万人といった範囲で示されている。その場合は，中間値を用いた。
1980年報告と２００１年報告では，外国籍所有者の値が空欄または「無し（Nil)」とな
っている箇所がいくつかある。それらについてはゼロとして扱った。
１９８０年報告と２００１年報告はともに，世界すべての国が対象というわけではない。２００１

年時点では２００カ国近くの独立国があるが，アイスランドなど７０カ国近くの国ははじめ
から記載されていない。両報告とも１３３の国・地域についてインド系移民の数値が示され

ている。しかし，１９８０年報告に記載されている国・地域のうち２００１年には記載されてい

ない国･地域は39,逆に1980年報告になく２００１年報告に記載のある国･地域は３０あり，
1980年報告と２００１年報告の１３３の国・地域は同じではない。この違いは１９８０年と２００１
年の間にいくつかの国で統合あるいは分離がなされたことが－つの要因である。本研究で

使用した資料に関係する国をあげると，1980年以降に統合した国はドイツとイエメンがあ
り，逆に分離した国としては旧チェコスロバキア，１日ユーゴ，｜日ソ連，１日エチオピアがあ
る。本研究では，統合した場合は２００１年時点の国の単位でまとめ，分離した場合は1980

年時点の国の単位でまとめた。
このほか注意しなければならないのは，インド系移民を検討する上で重要な国（移民の
数が多い）の値の欠落である。まず，インドと分離独立したパキスタンは，1980年報告と
2001年報告ともにデータが欠落している'6)。後で詳しく述べるように，１９８０年報告では

南アフリカとレユニオンのデータが１７)，一方２００１年報告ではネパールとスリランカのデ

ータが'8)，それぞれ欠落している。比較の上で，これらの国については対象外とした。
２．動向

１９８０年報告と２００１年報告によると，インド系移民の総数は，５８０万人（1980年）から
1,561万人（2001年）へと，２．７倍の増加がみられた。ただし，この値にはネパール（1980

年では，３８０万人)，スリランカ（同，１３５万人)，南アフリカ（2001年では，１００万人）
やレユニオン（同，２２万人）などの値が含まれていない．そのため，この総数の扱い１こつ
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いては，十分に注意しなければならないものの，全体として増加傾向にあるといえよう。
１９８０年と２００１年を比較すると，10万人以上の増加がみられたのは，ミャンマーなど１３

カ国であり，また４万人以上の減少がみられたのは，ブータンなどの５カ国のみであった
（表４)。最大の増加を示したのはミャンマーではあるが，これは1980年報告と2001年報
告とでインド系移民の取り扱いが異なっていることに起因すると思われる。ミャンマーは

ビルマ王国（コンバウン朝）がイギリスとの戦争に負け，１８８６年に英領インドの一部とな

った。その後に多くのインド人がミャンマーに流入した。１９３５年に英領インドから分離
して英領ビルマとなり，日本占領の時代を経て，１９４８年にイギリスから独立した。１９５０

年当初において，６０万人のインド出身者が国内にいたと推計されている19)。独立後の政
治的混乱のなかで,１９６０年代には約３０万人のインド出身者が国外に流出したとされるが，
1973年時点でインド出身者（パキスタンとバングラデシュ出身者も含む）は約５５万人で
表４インド系移民の動向（1980年と２００１年）

国名

外国籍＊３ その他*４

外国籍＊’ その他＊２

所有者

（１）
７０２００
２００００
３５００００
２００００
250,000
95,000
1,009,500

[単位：人］

変動

2001年

1980年

所有者

（４）

（２）

(4)－(1)(5)－(2)

(6)－(3)

（５）
ＯＩ

2,492,800-3400800
－2,0001,382,000

＊５ｎ．ａ．

ｎ゜ａ、

Ｉ

■■０

Ｉ１１１１１１１１１

■

■■

１００００ⅡＩ１１１１１０

Ｉ

１１１０－１１ＩⅡ０

30.000

０□０Ｏ

２９．８７５

１１

１２５

■

１５０９８５
1220000
1000000

ＩⅡ

fi鑿蕊
５

１００

350000
342,800
120,000
118,000
2650000
3000000
1520000
150,000
500,000
250,000
175,000
80,000
1990000 1,208,500
６０，０００
５９０９９５
６５，０００
６４０９００
２０６１４
１８，５９９
３７０５００
159,500
１０５００
１０１，５００

１，５００

０

500

424,100

300

424,400

395,250

１００

395,350

10,000

100250

２００２５０

５０

６０

１１０

９２０

19,880

２０，８００

０

８００

８００

Ｐ、↑一

10500

500

８７５１００．１２５
ｎＵｎＵ－ｎＵｎ〉ｎ〉

0

30,000

144,015２７，３８６
95,000５２，５００
100,000１３，５００

Ａ壮《ｘ】、】》

40,000

5,000

605,00070,000
590,500-184,000
995251,005
９００２２９，１００

⑤色。△一

39,980

＊５＊５

，．ａ．ｎ．ａ、

ワ凸ｎＶ目）ＥＵｏ』
一目Ｕ《ｘ）（ｕ》（ｕ）

雨

２０

25,000

＊５

48,000750,000

-38,480

-5,000
-200

-10,190

-19,080

＊１：１９８０年報告におけるthosewhohaveacceptedforeignCitizenshipの人数。
＊２：１９８０年報告におけるインド系移民の総数からthosewhohaveacceptedforeign
Citizenshipの人数を差し引いた人数。
＊３：２００１年報告におけるＰＩＯの人数。
＊４：2001年報告における総数からＰＩＯの人数を差し引いた(NRIと無国籍者の合計)人数。
＊５：２００１年報告では，アメリカ合衆国，イギリス，南アフリカについては，PIO，NRI，無
国籍別の値は示されていない。なおそれ以外の国で，ＰＩＯが無国籍で空欄で示されてい
る箇所についてはゼロとして扱う。
出所：１９８０年報告（LokSabhaDebatesSeventhSeries，ＶＯＬⅦ､No.３５，ppl25-136）と
２００１年報告（HighLevelCommitteeonthelndianDiaspora（India)，Reportofthe

HighLevelCommiteeonthelndianDiaspora，2001）より作成。

－４２－

インド系移民の現状と動向一インド政府発表資料（1980年報告と２００１年報告）をもとに－（南埜猛）

あり，１９８３年のセンサスでインド出身者は１０３万８，５５３人であった。そのうち，インド共

和国の地域出身者は４２万8,428人であった２０)。１９８０年報告では３０～４０万人といった範
囲で示されているが，この値はインド共和国の地域出身者に限定した値に近いといえる。

2001年報告のミャンマーに居住するインド系移民のうち外国籍所有者は２５０万人である．
ミャンマーは１９８３年以降センサスを実施していない。総人口に対するインド出身者の割
合（3～4％）を当てはめると，２０００年においては約２００万人と推計されている２１)。この

場合のインド出身者というのは，繰り返しになるが現在のパキスタンとバングラデシュ出
身者を含んでいる。したがって，この約２０年間にインド系移民が急激に増加したのは，
1980年報告と２００１年報告とでインド系移民の扱い方に違いがあるからと考えられる。な
お，ミャンマーにおける無国籍者は，４０万人である。これは，ミャンマー独立以降の政治
的混乱のなか，それぞれの政権がインド出身者の扱いを異にしており，その結果発生した
ものである。

ミャンマーを除くと，増加した国の大部分は中東産油国（サウジアラビア，アラブ首長

国連邦，オマーン，クウェート，カタール）である。前述のインド系移民の歴史で示した
第３の波が1980年以降も継続しているといえる。湾岸戦争時には中東産油国への出稼ぎ
は一時期減少したものの，その後はかつて以上に活発となっている。

中東産油国以外の国は，いずれも１９８０年時点で外国籍所有者の数が多かった国でイン

ド系移民が増加している。その要因として自然的増加による人口増を考えることができる。
しかし，カナダやオーストラリアでは自然的増加では説明できないほどの増加がみられる。
これは社会的増加，すなわちこの期間に新たにインドからのインド系移民の移住・定住化

が進んでいることを反映していると考えられる。
一方，減少した国についてみてみると，ブータンについては不明であるが，それ以外は
いずれも紛争にかかわって減少しているものと考えられる。アフガニスタンでは，２００１

年１０月７日にアメリカ合衆国がアフガニスタンへの攻撃を開始し，１２月７日には戦闘が
終結した。２００１年報告はこの年の１２月時点の報告であり，多くのインド系移民が戦争を
避けて国外に避難したことが統計に反映されたといえる。ガイアナでは，人口に占めるイ
ンド系移民の割合が最も高いものの（表３)，次に大きな割合を占めるアフリカ系移民との
人種間の対立が繰り返されている。時には暴動も発生しており，それを避けてアメリカ合
衆国などに再移住する者が増えている。イランとイラクはともに石油産油国であり，近隣
の中東産油国と同様に労働者としてインド系移民を受け入れていた。1980～８８年のイラ

ン・イラク戦争や1991年の湾岸戦争などが発生しており，その影響がインド系移民の減
少に反映している。

最後に，１９８０年から２００１年にかけて，大きくインド系移民が増加したアメリカ合衆国
について検討する。アメリカ合衆国へのインド系移民の流れは１９世紀末から２０世紀初
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頭に始まったものの，アメリカ合衆国におけるアジア人移民排斥により一時減少した。そ
の後，１９６５年に人種差別的条項を撤廃した移民法の施行により，しだいにインド系移民の
数も増えていった22)。表４が示すように，１９８０年には３０万人（うち，アメリカ合衆国の
国籍所有者は３万5,000人）であった。その後１９９１年には８２万人に，さらに２００１年に

はその倍の１６８万人となった23)。実に２１年間で５倍以上の増加である。インド系移民の
数は，アメリカ合衆国におけるアジア系移民のなかで，中国，フィリピンについで第３位

の数となっている24)。またインドの隣国であるミャンマーを除けば，表２が示すようにア
メリカ合衆国がインド系移民最大の居住国となった。アメリカ合衆国のインド系移民は，

タクシードライバー，モーテルや飲食店の経営者のほか，医者や弁識士などの専門職とい
うように幅広い階層からなる。１９９０年代以降においては，とくにＩＴの技術者の増加がみ
られた｡2001年においてシリコンバレーには30万人を超えるインド人IＴ技術者が従事し，

現時点でその数は倍増しているとの見方もある２５)。
ＩＴ技術者の需要は，アメリカ合衆国に限らず，中枢管理機能に特化した先進国のグロー
バルシティにおいても同様に高くなっている。日本におけるインド系移民の数は１，８５８人

（1980年）から１０，０００人（2001年）に増加している（表４)。日本のインド系移民は，と
くにグローバルシティである東京を中心に分布するとともに,ＩＴ技術者が増加している点

に特徴がある26)｡もちろんIＴ技術者がインド人でなければならない理由はない｡しかし，
インド人が広く受け入れられるのには，送り出し国のインドに要因がある。ムニラトナム

（2006）は，その要因にインド人の英語力，高い教育，そして低い賃金水準などをあげて

いる。これまでも指摘してきたように，インドはかつてイギリスの植民地であり，英語は
広く使用されてきた。独立後の現在も英語は準公用語の扱いがなされている。インド全体
の識字率は６４．８％（2001年）と依然低い値にとどまっているが，中間層以上の家庭では，

初等教育の段階から英語による教育が一般的である。このようなインド人の英語能力がア
メリカ合衆国などでの受け入れの大きな要因となっている。またインド工科大学に代表さ

れるように高等教育のレベルは先進国並あるいはそれ以上であり，特にインド工科大学は
世界トップレベルにあると評価されている。このインド工科大学をはじめ，インドの大学

の工学部または工業短期大学の卒業生は年間約３０万人にものぼる。近年では，新たにイ

ンド情報技術大学がパンガロールなどインド各地に設極されている。そしてインド人技術
者の給与水準は，アメリカの６分の1から１０分の１とされている。このようにインドは

英語をベースとし技術水準が高く安価な労働力を豊富に提供している（ムニラトナム，
2006)。

ＩＴ技術者の需要の高まりを受けて,各国では入国手続きの簡素化やビザ発券の条件を緩
和し，インド人IＴ技術者の受け入れのための政策が採られている。ＩＴ産業は経済のグロ
ーバル化を支える基本的インフラとして重要な役割を果たしている。そのＩＴ産業にイン
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ドあるいはインド人が深くかかわり，新しいインド系移民をつくりだす原動力となってい
る。

Ｖ・おわりに
本研究は，インド政府が公表した２つの資料（1980年報告と２００１年報告）をもとに，
インド系移民の現状ならびに１９８０年以降の動向について検討した。

２００１年報告により，インド系移民の数は２００１年には1,694万人に達しており，インド

系移民が世界各地に広く分布している現状を明らかにした。それは一時期に拡大したので

はなく，１９世紀半ば以降のいくつかの契機（①奴隷制の廃止と年季契約労働制・請負人徴
募制の導入，②第二次世界大戦後の経済復興にともなう先進国への移動，③中東産油国へ
の労働者の移動，④経済のグローバル化）が重層的に繰り返されたことで今日に至ってい
ることを指摘した。

１９８０年報告と２００１年報告との比較により，1980年以降の動向として明らかとなった点
が２つある｡①1973年のオイルショック後から始まった中東産油諸国への出稼ぎ移民が引
き続き活発に行われていること，②1990年代以降は経済のグローバル化を起因としてアメ

リカ合衆国ならびに先進国のグローバルシティへの移動がみられ，インド系移民史上にお
いて第４の波を迎えていることの，２点である。

中東産油国へのインド系移民は，おもに建設事業等にかかわる非熟練・半熟練労働者の
割合が高いのに対して，アメリカ合衆国などの先進国へのインド系移民はＩＴ技術者など
高学歴の専門職が多く，インドは多様な人材を国外に送り出している。インド政府はこれ

ら移民を支援するとともに，すでに外国籍を取得したインド系移民とも積極的に結びつき
を強める政策を展開している。その－つとして，二重国籍を容認する施策も採られるよう

になっている｡国連の人口推計によると,2030年頃には中国の人口を抜いて世界第一位(約
14.5億人）となるインドであるが，今後も国内だけでなく，国外へも多様な労働力を供給
する移民送り出し大国となることが予想される。

付記
本稿は南埜（印刷中）ならびにＳａｗａａｎｄＭｉｎａｍｉｎｏ（inprint）での個々の議論を総括
するために大幅に加筆し，さらに分析の基礎となった統計に対する検討にも重点をおいて，

新たに－つの論文として再構成したものである。本稿を作成するにあたって，平成１９年
度科学技術研究補助金｢エスニック紛争のグローバル化:南アジア系移民の役割｣(代表者：
広瀬崇子)ならびに平成１８年度同補助金「越境するインド人社会一出身地と定住地との相

互作用一」（代表者：澤宗則)の一部を使用した。なお本研究の骨子は，第２回アジア移
民研究会（2007年１月，於：慶應大学）にて発表した。
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注
１）具体的には，データの収集が人口登録もしくは国勢調査，在住・就労許可の登録デー

タ，あるいは世帯調査からなど国によって異なること。
２）具体的には,短期的あるいは恒久的な移住か,帰化はどの程度容易かあるいは困難か，

移民としての滞在中に身分の変更は可能かなど移民の扱いが国によって異なること。
３）富永(1995)では「インド人移民」として表現し，１９４７年以前の移民には,パキスタン，
バングラデシュ出身者も含むと注釈を加えている。古賀（1989）は「インド人移民」
と表現し，インド人移民とはインド人起源の移民で，国籍は問わないという注釈が添
えられている。一方，重松（1995）では，1940年代以前の英領インドからの移民を「南

アジア系移民｣，それ以降にインド共和国国内からの移民を「インド移民」と限定して

用いている。また古賀ほか（2000）では，インド・パキスタン分離独立以前の英領イ
ンドからの移民を指す場合には「インド人移民」とし，パキスタンおよびバングラデ
シュ成立後に，インドを含むそれぞれの国から移民した人々を一括して指す場合には

「南アジア系移民」という表記を用いている。
４）１９８０年報告では，何万人といった概数で示された国もあれば，－桁までの数値が示さ
れている国もある。また３０～４０万人と範囲で示された国もある。さらには人数ではな

く世帯数で示されている国がある。それぞれの国において，インド系移民といった登
録があるわけではないため，関連する統計をもとに，各機関が数値を報告したと考え

られる。その意味では，インド系移民の定義も必ずしも統一されているとは言えない。
５）たとえば，２００１年報告の日本の値は１万人となっている。ちなみに日本政府の外国人

関係の統計である『出入国管理統計年報」では，２００１年におけるインド人の入国者
４１，５２０人，出国者40,161人，在留者１１，７１９人（2001年１２月末）であった。

６）具体的には，CapeVordelsland，GuineaBissau，Korea（ＤPR)，Luxembourg，
Mouritania，Mongolia，Niger,Pakistan，Rumaniaであり，そのうちLuxembourg，
Niger，Pakistanの３カ国は入手不可能（Notavailable）と表示されている。

７）世帯数で表示されたのが５(SLVincent,Montserrat,Antigua,Dominica,Barbados)，
そして範囲で示されているのが１（Burma)，さらにインド周辺国の国籍を有する者も

含めているのが1（Singapore）である。
８）詳しくは，古賀（2006）を参照のこと。

９）２００１年報告の国別統計では，IndianCitizensと表現されている。
10）例えば重松（1995,2003)，富永（1995)，内藤（1996)，南埜ほか（1999)，古賀・中

村（2000)，南埜ほか（2001)，澤・南埜（2003)，南埜・澤（2005)，古賀（2006)，広
瀬（2007）などがある。
11）古賀・中村（2000）を参照。
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12）粟屋（2000）を参照。
13）古賀（2006）を参照。

14）Ｂｒｉｊ（2007:346-349）を参照。
15）同上。

16）１９８０年報告では国名はあげられているが値はNotavailableとなっている。また２００１
年報告では国名もあげられていない。

17）国の統合・分離を除いて，１９８０年報告にはなく2001年報告である国で，このほかに
１万人以上のインド系移民が居住する国としては，イスラエル（45,300人)，フランス

の海外県であるグアドループ（40,000人)，ジンバブエ（16,700人）がある。

18）国の統合・分離を除いて，１９８０年報告にあり2001年報告にはない国で，このほかで
１万人以上のインド系移民が居住する国はマラウイ（外国籍所有が33,640人）のみで
ある。

19）前掲14）168-175.
20）同上。

21）同上。
22）関口（2000）を参照。
23）２００１年報告を参照。
24）同上。
25）広瀬（2007）を参照。

26）詳しくは澤・南埜（印刷中)，澤（印刷中)，ＳａｗａａｎｄＭｉｎａｍｉｎｏ（inprint）を参照
のこと。
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Present Situation and Trend of Indian Diaspora
analyzing from Indian government statistics of 1980 and 2001
Takeshi MINAMINO
Hyogo University of Teacher Education
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The Indian Diaspora is one of the largest migrant groups besides the Chinese and
the Jewish.

The government of India set up a special committee for the India

Diaspora called "the High Level committee on the India Diaspora."

The committee

reported statistics on the India Diaspora in 2001, following the statistics reported by
the government itself in 1980.

The purpose of this study is to show the present

situation and the trend of the India Diaspora on the basis of the statistical data of
1980 and 2001.

First, a summary of the statistical reports is given.

Then, the recent

situation of the Indian Diaspora is analyzed on the basis of the 2001 report.

And

further, through the comparison made between the two reports, the change and
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growth of the Indian Diaspora in the 1980s and 1990s is discussed.
According to the statistics of 2001, the Indian Diaspora spread all over the world
and its population reached 16.94 million in 2001.

There have been a number of

events and impulses that caused the population increase since the middle of the 19th
century:

1. the abolition of slavery and the introduction of the indenture system and

the Kangani system, 2. the migration to developed countries in connection with the
economic restoration after the Second World War, 3. the migration to the Middle East
particularly after 1973, and 4. the influence of the economic globalization in the 1990s.
Through the comparison between the two statistical reports, two things can be said.
One is that the migration to oil-producing countries in the Middle East started at the
time of the Oil crisis of 1973 is still and even more actively done.

Another is that the

migration to the United States and to various global cities in developed countries has
increased in the 1990s under the influence of economic globalization; this trend is a
new wave in the history of the Indian Diaspora.
The migrants to the United States are mainly professionals like IT engineers, while
the migrants to the Middle East are mainly un-skilled and semi"skilled workers for
construction sites and household sector.
world.

India indeed sends various talents off to the

The Indian Government supports these migrants and has framed a new policy

which tries to keep close connections with Indian migrants who had already got a
citizenship in a foreign country.

According to the statistics of the United Nations, it

is estimated that the population of India will be 1.45 billion in 2030 and it will be the
largest in the world, overtaking China.

India will achieve the status of a world power

producing various laborers to the world as well as to its own country.
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