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1. はじめに

3.1 Lifeline UDAN
UDAN はヒンディー語の「Ude Desh ka Aam Nagarik」

インド政府の航空分野を所管する主要機関は、民間航空省

の略称であり、3.2 に記載するとおり地域連結スキーム（RCS）

（Ministry of Civil Aviation（MoCA）
）1) である。MoCA は、

を意味している。具体的には、一般市民の誰もが航空を利用

英文による年次報告書を2008 年‐2009 年版から発行してお

できるようにするという、インド国内の航空交通の利便性の

り、インド政府の航空分野における活動状況を理解する上で

向上と利用の増大を目的とした政策であり、国家民間航空政

有益な情報源である。同省から 2022 年 2 月 16 日に最新版

策（The National Civil Aviation Policy (NCAP)）に取り上げ

となる 2020 年‐2021 年の年次報告 2)が公表されたところで

られている重要な政策である。

ある。本稿では、その報告書にハイライトとして記載された
事項に沿って、インドの航空事情の概況を報告する。

このパートで取り上げられている「Lifeline UDAN」は、
COVID-19 の感染拡大に伴う定期航空便の運航停止の中で、
全国各地に COVID-19 に関する個人用防護具（Personal

2. 2020 年‐2021 年 年次報告書の構成

Protective Equipment）やテストキットなどの運送を確保す
るための一連の活動を意味しており、それらを総称した政策

MoCA の 2020 年‐2021 年 年次報告書は、次の 4 パート

となっている。すなわち、COVID-19 の感染拡大に伴なう非

で構成されている。

常事態に際し、誰もが必要としている医療品や医療チームな

（1）ハイライト：2020 年‐2021 年の活動の中で特記される

どのライフラインを航空によって全土に遍く移動させること

事項
（2）MoCA 及び傘下の国営関係組織：MoCA とその傘下に
ある 14 の組織ごとの組織概要と活動状況

可能とすることにより、社会生活の安全・安心を確保するこ
とを目標としたものと考えられる。
具体的には、2020 年 3 月 25 日から航空運送に適用する規

（3）重要項目：航空分野における女性福祉や障がい者支援施

制を他省庁の定める COVID-19 に関する規制と整合性を持

設整備など、インド政府が掲げる重要項目に関する活動

ったものとし、それを適用した Lifeline UDAN の下で、2020

状況

年 5 月 28 日までに政府系航空会社（エアインディア、アラ

（4）ICAO インド代表部：ICAO におけるインド代表部の組
織概要と活動状況

イアンスエア 3) 注１）、パワン ハンス リミテッド 4) 注２）と一部
の民間航空会社により 588 便が運航されている。Lifeline
UDAN 便の運航によって、医薬品、医療チーム、RT-PCR 検

3. インド航空事情の概況

査機器などの迅速な移動を確保し、
、約 1,000t の航空貨物が
全国各地に運ばれている。

2020 年‐2021 年の年次報告書の「ハイライト」記載事
項に沿って、インド航空事情の概況を以下に記載する。

なお、ベンガル湾に面した Vishakapatnam の The LG
Polymers Chemical Plant から有毒ガスが近隣に流出して、
周辺の 11 人が死亡し、1,000 人以上が被害を受けた事故 5)発
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生（2020 年 5 月 20 日、図－1 参照）時に、専門家の派遣や

送を確保することで、インド全体の経済活動のより公平で包

化学薬品、
関係装備の運送を行った際にも Lifeline UDAN 便

括的な経済発展に貢献してきているとされており、極めて重

が使用された。

要な航空政策となっている。

以上のとおり、COVID-19 の影響を大きく受けたインドの
航空分野において、MoCA が他省庁と連携して Lifeline
UDAN 政策に取り組んだことにより、充分な成果をあげる
ことができたことが強調されている。

3.3 空港の官民パートナーシップ（PPP）
インドの空港整備は、官民パートナーシップ（PPP）方式
で進められている。インドの連邦内閣は、2018 年 8 月 11 日
に、MoCA の外局であるインド空港局（Airports Authority

3.2 UDE DESH KA AAM NAGRIK（UDAN ：地域連結スキーム

of India（AAI）
）7) 注３）が保有する 6 つの空港（①アーメダバ

（Regional Connectivity Schema（RCS）
）

ード（Ahmedabad）空港、②ラクナウ（Lucknow）空港、

物理的に広大な領土を有するインドにおいて、僻地を含む

③マンガルール
（Mangaluru）
空港、
④グワハティ
（Guwahati）

各地域を航空路線網で連結させる重要な航空政策が 2016 年

空港、⑤ジャイプール（Jaipur）空港、⑥トリバンドラム

10 月 21 日に開始されている。具体的には、地域連結スキー

（Trivandrum）空港）の 6 空港（①～⑥の空港：図－1 参照）

ム（RCS）
、ヒンディー語で「Ude Desh Ka Aam Naagrik

の運営、管理及び開発を民間会社にリースすることを基本的

（UDAN）
」6)と称される政策であり、インドの社会生活に重

に承認している。

要な役割を果たしている。 UDAN 政策に基づく運航は、モ

AAI は 6 空港に関する入札を行い、2020 年 2 月 14 日に、

ディ首相が就航式に参加した 2017 年 4 月 27 日からとされ

アーメダバード（Ahmedabad）空港、ラクナウ（Lucknow）

ており、以後、インド国内の空港を縦横に結ぶ 303 のルート

空港、マンガルール（Mangaluru）空港の 3 空港について

が開設されている。

Adani Enterprises Ltd.（AEL）とコンセッション契約を締

インドの独立以来、70 年間に開発された空港が 76 空港で

結している。その契約に基づき、AEL は、2020 年 10 月 31

あるのに対し、過去 3 年以内に 5 つのヘリポートと 2 つの水

日にマンガルール（Mangaluru）空港、2020 年 11 月 2 日に

上飛行場を含む 53 の空港が整備され、運用されており、如

ラクナウ（Lucknow）空港、2020 年 11 月 7 日にアーメダバ

何に短期間で多くの空港が整備され、運用されているのかを

ード（Ahmedabad）空港のそれぞれを AAI から引き継いで

知ることができる。これらの空港を利用して、2020 年 11 月

いる。

末現在、500 万人以上の乗降客が UDAN 政策に基づく航空

また、
AAI は、
2020 年9 月1 日に、
グワハティ
（Guwahati）

便で移動している。UDAN 政策の下では、水上飛行機、ヘリ

空港、ジャイプール（Jaipur）空港、トリバンドラム

コプター、小型航空機による運航などによるモードの航空輸

（Trivandrum）空港について一定の条件を付して落札証明

送も行われている。UDAN 政策を通じて、航空会社の持続可

書を AEL に発行したとされている。

能なビジネスモデルの展開を支援し、小規模な地域航空会社

さらに、AAI の理事会は、⑦アムリトサル（Amritsar）空

にはスタートアップとスケールアップの機会を支援するなど

港、⑧バラナシ（Varanasi）空港、⑨ブバネシュワール

して、収益性の高い航空路線の開設を促し、それを発展させ

（Bhubaneswar）空港、⑩インドール（Indore）空港、⑪ラ

ることにより、インドの航空分野の好循環が生じていると分

イプル（Raipur）空港、⑫トリシー（Trichy）空港の 6 空港

析している。

（⑦～⑫の空港：図－1 参照）についても、PPP によって運

UDAN は、
一般人が手頃な価格で航空機を利用できるよう

用、管理及び開発ができるように民間会社にリースすること

にすることによって、快適性を向上させ、移動時間を短縮す

を推奨している。これらの 6 空港は、近隣の小空港を含めた

ることで生活の質を高めようとする政策でもあるが、UDAN

PPP プロジェクトとして実施することが見込まれている。

政策のおかげで、初めて航空機に搭乗して空を飛ぶことがで
きるようになった人も多いと言われている。

しかしながら、現在、空港の使用料金の設定に関する
Airports Economic Regulatory Authority of India Act

また、
（１）にも記載した COVID-19 パンデミックの際の

（AERA Act）8) では、単一空港の料金設定しか規定されて

航空機の運航を見ても明らかなように、
UDAN 政策は緊急時

いないため、AAI 理事会の推奨事項である対象 6 空港の民間

に僻地まで医薬品や人員など含む迅速な医療サービスの輸送

会社へのリースを実現するためには、AAI がグループ化した

を可能としている。

空港を対象とした料金設定に関する規定を、AERA Act に設

したがって、UDAN 政策は、遠隔地を含む各地域の航空運
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以上のように、近年、インドでは空港を PPP の手法で運

も関わらず、その改正を余儀なくされ、2021 年 3 月に同規定

営、管理及び開発する政策がとられている。同手法による空

の改正を行っている。しかしながら、その改正にも多くの批

港の管理、運営及び開発に関する民間企業による取組みは、

判が寄せられたため、MoCA は追加的に関係者へのヒアリン

未だ具体化してから日が浅いため、その効果や手法の評価な

グやパブリックコメントを行った上で、2021 年 8 月に再度

どは明らかになっていない状況にある。

改正した同規定を発効させている。
ドローン規定の改正に関するトラブルは、ドローンの実態

3.4 無人航空機システム（ドローン）

やその運用について十分な理解がないままに規定が作成され、

世界的に運用が加速している無人航空機（ドローン）につ

利用者の声を全く反映していなかったことやその規定の運用

いて、MoCA ではドローンの運用を規制し、Atma Nirbhar

面での根底を成すデジタル・システムの準備不足にあるとみ

Bharat 政策

に沿ってインドでのドローン製造を

られる。昨今の社会生活やビジネスにおいては技術革新が目

促進するとともに、ドローンオペレーターのトレーニングを

覚ましく、新たなビジネスモデルの発生などに行政サイドの

促進している。

対応が追い付いていない現状が見られる。ドローン規定を巡

9) 10) 注４）

MoCA は、次のような具体的措置を講じている。

るインドでの混乱については、新たな技術やビジネスモデル

・無人航空機システム（UAS）規則のドラフト作成

への行政の取り組み方について、他国においても参考になる

・無人航空機システム交通管理（Unmanned Aircraft

のではないかと思う

Systems Traffic Management (UTM)）政策のドラフト
作成

3.5 VANDE BHARAT MISSION（VBM）

・オンライン登録、飛行経路の承認、飛行後の分析などに

Vande Bharat Mission（VBM）は、COVID-19 のパンデ

用いられるデジタル・スカイ・プラットフォーム（DSP）

ミックにより、世界の様々な地域における本国への帰還が困

の導入

難な数十万人のインド国民を帰還させることを目的としたミ

・ドローンのトレーニング体制整備を目的に、中央政府、

ッションである 11) 。VBM は、インド政府が実施した大規模

州政府、大学、製造業者、飛行トレーニング組織（Flight

な自国民帰還の作戦であり、空路、海路、陸路で多くのイン

Training Organization (FTO)）
、不定期運航許可保有者

ド国民を本国に帰還させてきている。また、VBM は、イン

（Non Scheduled Operators Permit Holders (NSOPs)）
、

ドで立ち往生しているさまざまな国籍の人々がそれぞれの自

定期運航許可保有者（Scheduled Operation Operators

国に戻ることを可能とし、そのような取組を、引き続き、実

Permit Holders (SOPs) ）、 整 備 ト レ ー ニ ン グ 組 織

施している。

（Maintenance Training Organisations (MTOs)）などの
組織に対するドローン訓練を実施

VBM は、インドの外務省（Ministry of External Affairs
（MEA）
）
、在外インド国大使館（India Missions）
、MoCA、

・Directorate General of Civil Aviation（DGCA）が承認し

内務省（Ministry of Home Affairs（MoHA）
）
、保健家族福祉

ている 15 の FTO にドローンのトレーニング実施を許可

省（Ministry of Health and Family Welfare （MoHFW）
）

・インドで運用されるドローンのオンライン登録を 2020
年 1 月から開始し、2020 年 12 月 31 日まで 22,863 件の
ドローン承認番号を発行
以上のとおり、MoCA の年次報告書からは、インドにおけ

および州政府による連携した取組みである。
航空分野では、エア インディアグループの航空会社（エア
インディア（Air India）
、エアインディア エクスプレス（Air
India Express 12)

）が VBM 活動の中核を成しているが、

注５）

るドローン政策が順調に進んでいるように読み取れる。しか

インドの民間航空会社である GoAir 13) 注６）、IndiGo14) 、

しながら、その道のりは平坦であったとは言えない。その一

SpiceJet15) 、Vistara16) も段階的に進めてきた VBM のフェ

例として、
ドローン規定に関する最近の動向を簡単に述べる。

ーズ 3 17) の段階から積極的に加わっている。帰還させた乗

ドローンに関する最初の規定は 2018 年 8 月 25 日に発効

客数と対象とした国数の観点から、VBM は世界最大の行政

している。しかし、その規定はドローン関係者から実運用に

当局による避難演習だとも言われている。
MoHAとMoHFW

馴染まないとの厳しい批判を受けている。また、そこで使用

が定めた COVID-19 に関連する予防措置を講じなければな

することが前提となっていた DSP がその段階では十分に機

らない厳しい環境の中での本国帰還の運航を行った VBM 参

能しない状況もあって、その規定に基づく実運用が極めて困

加航空会社に対しては、その貢献は多大であると称賛されて

難な状況であった。そこで、当該規定が発効して間が無いに

いる。
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以上のように、国際的に広がりをもって活動する数十万の

し 50％して補助金、また、空港のターミナルの使用、保管及

インド国民を本国に帰還させるという政策は、多くのインド

び加工に係る費用に対して 50％の補助金が支給されている。

国民が海外で活躍していることの証左でもある。なお、

さらに、航空貨物の対象を園芸製品にまで拡張するとの提

COVID-19 に関する日本政府の邦人保護の動きとしては、イ

案がMoCAから行われ、
Operation Greens SchemeとKrishi

ンドネシアからの特別機による帰還支援が 2021 年 7 月に行

Udaan の間の調整の結果、適格製品の対象範囲を拡大するこ

われている 18) 19)。

とが 2020 年 8 月 12 日に MoFPI によって受け入れられてい
る。

3.6 航空運送バブル（Air Transport Bubbles）

また、補助金の対象をトラックや鉄道による航空貨物の空

COVID-19 の感染拡大により各国で外国人の入国規制が

港への運送にまで拡張（マルチモーダル運送補助金）する

行われているが、国際航空旅客サービスを対象に入国規制を

MoCA の提案についても、MoFPI に受け入れられている。

緩和することを目的とした 2 国間の一時的な取決めを「Air

インド以外の国においても、農産品を航空で運送している実

Transport Bubbles」または「Air Travel Arrangements」と

態があるが、農業と航空を結び付けた航空政策を明示的に実

呼んでいる。この取組みは相互主義に基づくものであり、両

施している国の情報にほとんど接したことがなく、Kirisi

国の合意に基づき、両国の航空企業に適用され、それらの航

Udan という航空政策は他の国にとっても参考になるのでは

空企業を利用する国際航空旅客が入国規制の緩和措置を享受

ないかと思う。
なお、日本では農業と航空を結ぶ政策として、小型飛行機

できることになる。
インド政府は、2020 年 12 月 31 日現在、次の 24 か国と

を使用して付加価値の高い農産物を消費地へ空輸することに

Air Transport Bubbles を締結している（アフガニスタン、バ

よって地域の農業振興をはかる目的で農林水産省が 1989 年

ーレーン、バングラデシュ、ブータン、カナダ、エチオピア、

から農道離着陸場の整備を進めていた。しかしながら、整備

フランス、ドイツ、イラク、日本、ケニア、クウェート、モ

費や運航コストが高いなどの費用対効果の面で課題が多く、

ルディブ、ネパール、オランダ、ナイジェリア、オマーン、

1998 年に整備制度が廃止されてしまった 24) 。

カタール、ルワンダ、タンザニア、UAE、英国、ウクライナ、
米国）
。

3.8 飛行訓練機関（FTO）に対する支援

なお、その後も上記の以外の国々と航空運送バブル契約に

COVID-19 の影響を受けてインドの空港が運営を停止し

ついて協議が行われ、Air Transport Bubbles の締結国は、

ている時期を活用し、FTO に対する制度的な改革が行われ、

2022 年 3 月 1 日時点でオーストラリア、タイなどが追加さ

次のような支援策が講じられている。

れ、37 か国にまで拡大している 20)。

(1) 6 つの空港（⑬リラバリ（Lilabari）空港、⑭カジュラホ
（Khajuraho）空港、⑮ベラガビ（Belagavi）空港、⑯カ
ラブルギ（Kalaburgi）空港、⑰ジャルガウン（Jalgaon）

3.7 KRISHI UDAN
Krishi Udan21) という政策が、2020 年 9 月 10 日に承認さ

空港、⑱セーラム（Salem）空港）
（⑬～⑱の空港：図－

れている。その目的は、農産品貨物の国内・国際の航空輸送

1 参照）においては、FTO がコンセッション料金の支払

を増やすことによって農業における持続可能なバリューチェ

いを条件に、6 空港の敷地内で FTO の運営を許可した。

ーンの形成を目指すとともに、インドの航空会社による多種

(2) MoCA 傘下にあるインド最大の飛行訓練校 IGRUA（ア

多様な航空貨物の国際輸送シェアを高めることによって、厳

メティ（Amethi）
、UP）25) に対し、ゴンディア（Gondia）

しい環境にある国内経済の回復に貢献することにある。この

地区とグルバルガ（Gulbarga）地区での民間航空パイロ

政策は、特に東北部および連邦直轄領

22)

において、社会経

ット訓練を許可した。
なお、IGRUA の運営・管理について、将来的に PPP 方式

済の改善に役立っている。
インドの食品加工産業省（Ministry of Food Processing

による 30 年間の契約期間で民間事業者に移行させることが

Industries（MoDFI）が 2020 年 2 月 11 日に発表した情報に

提案されている。この支援策については、どの様な背景で上

よれば、Operation Greens Scheme 23)

記のような支援策が講じられたのかなど、現時点では明らか

注７）

と Krishi Udan

の連携によって、
北東部
（North and Eastern Region（NER）
）

ではない。

12 州およびヒマラヤ関係州注８）や連邦直轄領から空輸に適す
る 41 種類の果物と野菜が空輸され、それらの航空貨物に対
アセアン・インド地域事務所（AIRO）リサーチ

2022 No.1(2022 年 6 月)｜JTTRI-AIRO｜p. 4

目的地に到達するために遠回りのルートを飛行し、燃料と時
間について非効率で無駄な消費につながっていた。その様な
問題意識は、2020 年 5 月に財務大臣からも言及されていた
28)。そのような状況に対し、Atma Nirbhar Bharat

の一環と

して、インド空軍（India Air Force（IAF）
）は、これらの空
域の一定部分を民間航空に解放することに同意しているとの
ことである。この空域開放によって、飛行時間、燃料使用量
の大幅な節約、および炭素排出量の削減につながると期待さ
れている 29)。
以上のように民間航空が利用できる空域が制限されている
状況を改善する方向での議論が進んでいるとのことであるが、
その後の調整状況は MoCA の情報や報道では見出すことが
できず、調整の進捗状況は明らかではない。
空域の規制緩和については、
今回の動きが初めてではなく、
出典：Google マップを用いて作成

図－1 本稿に記載のある空港一覧
（青：PPP の対象空港、赤：FTO 運営許可に関する空港）

2013 年には規制緩和に関する提案が行われ、2015 年から関
係者間の調整が続けられていたようであるが、その進捗は芳
しくなかったのではないかと推測される。COVID-19 の影響
により航空会社の経営が著しく悪化し、航空業界に対する支
援方策の一つとして、また、国際的に批判が厳しくなってい

3.9 DGCA のサービス提供システムのデジタル化（eGCA）
DGCA の業務や航空関係者のビジネスを容易にするため、
MoCA は DGCA の手続きをデジタル化する eGCA の導入を

る航空分野の地球温暖化対策の視点から改めて空域の規制緩
和が解決すべき課題として取り上げられているのではないか
と推測される。

目指している 26) 27) 。eGCA では、様々なソフトウェアアプ
リケーションを提供し、全国にわたる地域オフィスとの接続

4. おわりに

を可能とするほか、航空関係情報の普及と安全な環境でのオ
ンラインによる迅速なサービスの提供を行うことが想定され
ている。

インドの航空分野に関する情報は、MoCA などの行政機関
が英語による情報発信を行っていることから比較的アクセス

プロジェクトは実装段階にあるものの、完全な実装にまで

が容易となっている。しかしながら、インドの国情や社会制

は至っていない。完全に実装されるとほとんどの手続きや情

度を前提に記載された情報も多く、インド国民以外の関係者

報確認などをデジタル・プラットフォームで行えるようにな

からすると理解し難い情報が多い面もあり、結果としてイン

り、DGCA が提供する様々なサービスの効率性が向上し、

ドの航空事情については、必ずしも十分な情報が得られてい

DGCA 機能の透明性や説明責任を確保できるほか、航空関係

ないものと推測される。

者による業務の効率化にも貢献できるとしている。DGCA の

インドの航空事情に関する AIRO のレポートは、今回が初

eGCA プロジェクトはほぼ完了しており、
既に訓練・認可局、

めての取組みである。本稿は、MoCA が公表した最新の年次

飛行訓練局、医療局で使用されている。

報告書の「ハイライト」に記載された項目に沿って情報を整

DoCA 年次報告書 2020‐2021 では、まもなく DGCA の
すべてのサービスが eGCA を通じて行えるようになるとし

理したものであり、その内容は DoCA が考えるインドの航空
分野の注目ポイントとなっている。なお、インドの航空事情

ているが、現時点ではそのようなサービスが開始されたとの

の全容を伝えるには更に紙幅を要することから、今後とも、

情報は確認できていない。

インドの航空事情を把握する上で必要な基礎的な情報を整理
し、提供していくこととしたい。

3.10 空域の最適利用
インドの空域は、2020 年段階で、その約 40％を民間航空
が使用できていなかった。その結果、民間航空にとっては、
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