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4 年ぶりのインド
2005 年、2 ヶ月間のバックパッカー旅行でスパイシーなカレーがとても口に合ってしま
い、体重を 4 キロも増やしてしまった国。目が合えばとても素直に微笑む人々が住んでい
る国。韓国人の「せっかち遺伝子」が多量に含まれている私に ‘ゆっくり待つ’ ことの甘
美を教えてくれた国。バスのルーフに乗って走ったり、ラクダに乗って砂漠を走ったり、
ディズニーランドにもないスリル満点アトラクションだらけの国。常識や基準といったも
のが、実はとても狭い自分の世界の中でだけ通用するものであったことを悟らせてくれた
国。日常生活では当たり前だったほとんどのこと、例えば、便器だとか、電球だとか、舗
装された道路だとかに、感謝の気持ちを持たせてくれた国…。人は良い本や良い人に出会
いながら成長する。それと同じように、インドという旅行先はいろいろな意味で自分を振
り返らせ、考えさせるような、長い余韻を残す名作に喩えられると思う。
そのインドを今回 4 年ぶりに再び訪ねた。4 年前はインド好きバックパッカーのインド
紀行であったが、今回は純粋に経営学徒としてのものづくり紀行。2009 年の夏、グロー
バルサプライヤーの現地製品開発に関する調査のために、インド (Delphi、Denso)、タイ
(Denso)、韓国 (Bosch) を訪問した。インドでは、2009 年 8 月上旬に、3 日にわたって
インド自動車部品工業会 (ACMA: Automotive Component Manufacturers Association of
India)、Delphi India と Denso India を訪ねたが、今回のものづくり紀行では、急成長して
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いるインドの自動車部品産業と欧米系サプライヤーの活躍について記したい。特に、
Delphi でのインタビューから感じた、インドビジネスにおいての欧米系企業の強みについ
て考えてみる。

成長するインドの自動車部品産業とその強み
インドにおいて生産される自動車部品は、インド国内で自動車を生産している企業に供
給されるのみならず、世界各地からの注文が増えている。まさに、インドは自動車産業に
おけるグローバルソーシングの主要な受け皿のひとつとして急浮上しつつあるのである。
インド自動車部品工業会 (ACMA) によると、2009 年のインドからの自動車部品の輸出
額は 59 億ドルで、2007 年の 29 億ドルと比較しておよそ 2 倍余りの規模に成長してきて
おり、2014 年にはさらに 200 億ドルにまで拡大すると予測している。また、コンサル
ティング会社のマッケンジー社も 2005 年の報告書において、2015 年にはインドの自動車
部品市場が 400 億ドル規模 (うち、輸出が 200–250 億ドル) にまで成長する可能性が高
いと指摘した。現在、インドから供給されている主な自動車部品には、車軸、プロペラ・
シャフト、シリンダーヘッド、ベアリング、シリンダー・ブロックなどがあり、3 割近く
のコスト削減ができるという。これは人件費などのコストが安いことから生じる効果であ
り、同様にそうした点をこれまで強みとし、まさに「世界の工場」として急成長を遂げて
きた中国との競争が避けられない。その一方で、エンジニア部門の労働生産性は中国より
もインドの方が 40％高く (マッケンジー社の調査による)、技術的な専門性が要求される
部分においてはインドの競争力が高い。
要するに、多国籍企業にとって、生産のパートナーとしては中国が、開発のパートナー
としてはインドが適しているということなのだろうか。すでに、世界トップのグローバル
サプライヤーは全てインドに進出しており、活発にビジネスを展開している。インドの優
秀なエンジニアリング力を活用しようと大規模 R&D センターを設けているグローバルサ
プライヤーも、Robert Bosch、Delphi、Magna など増え続けている。例えば、Robert Bosch
社の場合、4000 人以上のソフトウェアエンジニアを抱え、Bosch グループではドイツ国外
で最大のソフトウェア開発拠点となっている。インドは、実に世界の約 30％のソフト
ウェア開発を担っているという (Nikkei Automotive Technology, 2008 年 7 月)。次節におい
て詳細にわたって取り上げる Delphi の場合も、約 800 人規模のインドのテクニカル・セ
ンター (以下 T/C) を南部のバンガロールに設けており、Delphi グループにおいて世界最
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図1

自動車部品の生産 (百万 US$)

注) インド自動車部品業界 (ACMA) のデータをもとに筆者作成

写真 1 インド Robert Bosch Engineering and Business Solutions 社の外観
出所) Nikkei Automotive Technology, 2008 年 7 月.

大の車載ソフト開発拠点となっている。
人口の 70％が 35 歳以下の国、優れた英語力と数学の知識を備えた新人エンジニアを数
多く確保できる国を、多国籍企業として如何にうまく活用していくか。Delphi India で覗
いてみた、彼らのビジネス方式や考え方について少し述べさせていただきたい。
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Delphi のオープンマインド
Delphi India を訪問する以前から、インタビューを終えた後まで最も印象深かったこと
のひとつは、彼らのオープンマインドであった。研究目的で企業を訪ねる際には、主に周
りの方々の紹介を通じるが、そういった場合でも、研究成果の水準と価値がほとんど保証
されない一大学院生としてはとても恐縮しながらお願いをすることとなる。インド調査を
企画しながら、日系企業のデンソーと共にどうしてもお話を聞きたかった企業が、デン
ソーと製品ラインや規模、実力の面で競合相手と思われる Bosch と Delphi だった。イン
ド進出においても、現地でのビジネス規模においても進んでいると見られる欧米系サプラ
イヤーの強みは何であろうか。インドでのビジネスにおいて彼らと日系企業との違いはど
ういったところがあるだろうか。といった漠然とした好奇心で何ヵ所かの欧米系サプライ
ヤーの本社やインド拠点にアプローチしたところ、唯一返事をくれたのが Delphi だっ
た。
Delphi India の本社はニューデリーの西、車で 1 時間の距離の Gurgaon に立地してい
る。Harnaya 州の Gurgaon は、インドのシンガポールと呼ばれる都市であり、数百社の多
国籍企業が進出している。日系企業も多く、スズキやホンダといった自動車メーカーや自
動車関連部品メーカー、日立金属、旭硝子、キヤノンなど、40 社以上の企業が進出して
いる。料金所を通過し Gurgaon に入ると、新興都市であることを反映して、オフィスビル
や高層マンションの建設が相次いでいる。Delphi India は建設真っ最中の高層ビルの隣
に、2 階建ての少し古い佇まいで居座っていた。
まず、Delphi という会社について少しだけ紹介しておこう。Delphi は、1994 年に米ゼ
ネラルモーターズ内に設立された自動車部品グループ (Automotive Components Group、

写真 2 左：出入りの激しい Gurgaon のトールゲート
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写真 3 左：建設現場も多い

右：Delphi India の正門

ACG) を母体とする。つまり、前身は GM の自動車部品事業部である。ACG は 1995 年
に Delphi Automotive Systems に社名を変更し、1999 年に完全な公開会社としてスピン・
オフした。こうした設立経緯から、ほとんどの自動車部品を取り扱っているが、電装品を
主要製品としている。2009 年 3 月時点で、世界 34 ヶ国に 138 ヶ所の生産拠点と 28 ヶ所
の T/C を持つグローバルサプライヤーである。GM からスピン・オフした後の約 10 年の
内に、急速に生産拠点や T/C を増やしたこと、また、顧客を多様化することに注力し、
設立当初は 95％にまで上っていた GM 比率が、現在は 35％にまで下がっていることは、
評価されるべきであろう。売上高でみると、2008 年には 181 億ドルで世界 5 位の自動車
部品メーカーである。349 億ドルの Bosch 、306 億ドルのデンソー、 237 億ドルの
Magna、220 億ドルの JCI Auto に続いている (Delphi 社内資料、2008 年)。2005 年にアメ
リカ本社は連邦破産法 11 条の適用申請を行って、以来連邦破産裁判所の管理下で経営再
建に取り組んでいるが、海外子会社は対象に含まれず、インドでのビジネスも進出以来引
き続き拡大を続けている。
インドには、Gurgaon、Jaipur、Noida、Bangalore の 4 ヶ所に生産拠点を、Bangalore に
1 ヶ所の T/C を設けていて、約 3000 人が Delphi の従業員として働いている。今回訪問し
た Gurgaon はパワートレイン関係の部品を生産する小さい工場と共に、インドビジネスを
統括する本社がある場所だった。ワガママ一筋での訪問依頼を親切に受けてくれただけで
はなく、Ashok B. Ramaswamy 社長に直接インタビューする機会を頂戴し、さらに、イン
ド独立記念日の会社行事にまで招かれたとても特別な経験であった。
Ashok B. Ramaswamy 社長は、アメリカの GM 本社で 22 年間働いた自称ハードコアエ
ンジニア。インドでの初ミッションは 1995 年に製造拠点を設立することで、二つ目の
ミッションが 1999 年 Bangalore T/C をその構想段階から担当し、立ち上げ要員のエンジニ
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右：秘書さん、社長さんと一緒に

ア 100 名を採用することだったという (現在では、約 800 人規模にまで成長している)。
比較的親しみを感じるアメリカンアクセントの英語、またとても優しいカリスマが感じら
れる Ramaswamy 社長と、インドに進出した多国籍自動車メーカーや Tata Motors のよう
な現地資本の自動車メーカーに対応するために、いかにして現地製品開発を行っているの
かについて、約 2 時間にわたってインタビューをした。
全般的に印象深く、特徴的であると感じたのは、インドのエンジニアリング・リソース
の積極的な活用、また、世界の T/C が緊密なチームとして製品開発のための問題解決に
取り組んでいる点、であった。約 10 年前に設立された Bangalore T/C のエンジニアたちは
Delphi のグローバルエンジニアリングのために雇用され、北米、アジア、ヨーロッパ向け
の製品開発の一翼を担ってきた。そして、前述のようにその規模も最初の 100 人から 800
人まで拡大してきた。すなわち、Bangalore T/C はインド市場をサポートするためではな
く、世界市場のサポートのために設立され、活用されてきている。社長の話によると、イ
ンドのエンジニアリング・リソースは非常に豊富で、新聞に広告を出したら少なくとも
2000 人の応募者はすぐ集まるという。自動車の電子化に伴うソフトウェアの巨大化・複
雑化は進む一方で、開発人員の採用難に悩む日本とは対照的な状況なのだ。4000 人規模
の R&D センターを設けた Bosch も、Magna や Delphi も、早くからこの巨大なエンジニア
リング・リソースの活用に着目し、大規模な R&D センターを設け、グローバル需要をサ
ポートしてきたことは、なかなかの行動力と感心した。Delphi の場合、約 5 年前からイン
ド市場向け製品開発が始まった。現在、800 人のエンジニアの内、約 60％がグローバル需
要をサポート、約 35％がインド国内ニーズをサポートするようになったようだ。枯れた
製品で対応できた市場から、より新しい、より高機能製品のニーズが増えてきたインド自
動車市場の変化を反映していると言えよう。
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もうひとつ感銘を受けたのは、世界
28 ヶ所の Delphi T/C がひとつの緊密な
チームとして働いている様子だった。
Ramaswamy 社長とお話をしている 2 時間
余りの間にも、メキシコから一回、中国か
ら一回、電話がかかってきた。彼は、とて
も日常的なお仕事という顔で、“Let’s talk
about the plan for tomorrow morning my time
and Thursday night your time” と言い電話を

写真 5 Tata Motors 社「Nano」のメータークラ
スター：Delphi India が、ハードウェア、ソフ
トウェアを含めて開発。
出所) Nikkei Automotive Technology, 2008 年 7 月.

切る。彼によると、例えば、インドでスズ
キとミーティングが予定された場合、中国
やヨーロッパにいる同僚たちに「こういっ

たトピックで、このようなプレゼンテーションをしようと思っているが、何か意見がある
のか」と聞き、お互いに意見交換をするのが普通だと言う。こういった意見交換は製品開
発・問題解決においても非常に頻繁に行われているが、これは Delphi のグループ内では
世界的に同一な製品開発プロセスとテストプロセス、明確な仕事の分担 (work partition)
を定めているからこそ可能になると彼は付け加えた。豊かなエンジニアリング・リソース
と共に、インドにおいての T/C の強みとされるのが、タイム・ゾーンを利用した協業が
できるという点。例えば、日本の T/C での製品開発プロセスにおいて何らかの問題が生
じた場合、その日の業務が終わる前にインド T/C に相談をする。インドでは、その問題
を分析し、ソリューションを見つけ、夕方にアメリカの本社と連絡を取りながら議論す
る。本社がそのソリューションでいいと判断したら、インドで実行し (implemented)、次
の日の朝には日本側に答えを提示するという仕組みになるのだ。まさに、Bartlett and
Ghoshal (1989)1 のいう多国籍企業のトランスナショナル組織、そのネットワークの好例
ではないだろうか。
このように、Delphi をはじめとしたいくつかの欧米系サプライヤーは、インドに大規模
の R&D センターを設け、グローバル協業の軸として活用していた。なぜ、彼らにはこれ
が可能だったのだろうか。また、なぜ、日系企業にとっては、まだ遠くて難しい話に聞こ
えるのだろうか。それは、インドが欧米、特にヨーロッパからの影響が強い国だからだと
1

Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1989) Managing across borders: The transnational solutions. Boston:
Harvard Business Press.
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思う。インドは、西南アジアと分類されているものの、地理的にアジア大陸とは遮断され
ているため、アジア的な特性というのはなかなか見つけ難い。善本 (2006)2 が 2006 年 7
月のものづくり紀行で ‘まだまだ遙かなるインド’ とタイトルをつけたのは、最初からア
ジアかも知れないと期待したからだろう。しかし、インドはどちらかと言うと、欧米くさ
い国だ。そのため、心理的な距離感が比較的に近い欧米系の企業が大胆な投資をし、マー
ケットとしてだけではなく、グローバル経営の資源としてインドの強みを積極的に活用で
きるのではないだろうか。
その心理的な距離感を縮ませた要因としては、まず、18 世紀末から相次いだヨーロッ
パ列強のインド進出と 90 年間にわたるイギリスの植民地時代といった、歴史的な状況が
取り上げられる。ポルトガル、スペイン、フランス、イギリスなど、香料を始めとした商
業的な利益を狙い、インドに次々と進出 (侵略?) したヨーロッパ諸国はそれぞれ違う地
域にその足跡を沢山残した。彼らがもたらした政治、社会、文化、全ての分野での変化は
実に大きいものであり、その後インドの支配者として長々と居座っていたイギリスの影響
はとりわけ大きいのは言うまでもない。社会的な価値観やビジネスにおいての考え方も非
常に合理性を重視し、競争を優先する傾向が強い。Tata Motors も最低 2 社発注という原
則で、サプライヤーを競争させることでよく知られているし、Delphi の Ramaswamy 社長
も、“In India, it’s always competition, value proposition!” と熱く語った。こういった面にお
いても、合理性に加えて企業間関係も非常に重視するアジアよりは欧米に近い気がする。
二つ目の要因は、欧米に留学しているインド人の数が多いということ。例えば、アメリカ
国内のインド人留学生の数は約 8 万人に上り、統計による差はあるものの、中国人や韓国
人と共に留学生数上位 3 位以内に常に入っている。今回の訪問先の Delphi には、アメリ
カ企業の現地拠点なのにもかかわらず、アメリカ人駐在員が一人もいなかった。偶然招か
れた会社の独立記念日の行事で皆が歌う祝歌を聞きながら、現地人のみで構成される現地
拠点が持つ何とも言えない自然な雰囲気がとても新鮮に感じられた。留学生数の統計から
みると、Ramaswamy 社長のように、インドで育ち、アメリカで教育を受け、長年業務経
験を積み、母国での現地拠点を任されたケースは珍しくないと思う。これも、結局は欧米
系企業の強みに繋がるだろう。最後に、上記の 2 点とも重なるが、英語を公用語として
使っていることによる強みも見逃すことは出来ない。同じ言語を使う人同士のコミュニ
ケーションがスムーズで親しく感じられるのは、言うまでもない。
2

善本哲夫 (2006)「まだまだ遙かなるインド」『赤門マネジメント・レビュー』5(7), 451–460.
http://www.gbrc.jp/journal/amr/AMR5-7.html
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実務家の方々よりも経験が浅い一学生としての個人的な感想に過ぎないが、Delphi
India を訪問して感じたのは、「ああ、インドは欧米系企業が伸び伸びとビジネスしやすい
国だろうな」ということであった。もちろん、自動車産業においては日系合弁のマルチス
ズキが圧倒的な一位となっているし、家電産業では韓国系の LG、サムスンなどが好調で
あるなど、産業によって競争優位に立っている企業はそれぞれ異なる。しかし、様々な産
業に属する日系企業が今後一層インドビジネスを強化していく中での潜在的な競争相手と
して、多くの欧米系企業が存在するのは間違いない。インドという地域に展開するにあ
たって、これまで述べてきたような欧米系企業が持っている強み、それを上回る何かが日
系企業に求められるだろう。

あとがき：インドに行ったが、インドには行ってない?
4 年前。何時捨ててもいいような、ぼろぼろのスニーカーにバックパックを背負ってと
ても自由に歩き回った。コルカタから入国し、ニューデリーを発つまで約 20 ヶ所の町を
訪ねたが、目的地に着くたびにその日はどこに泊まろうかな、と宿探しと値引きから始め
た。ギューギューに詰めこまれ、あたかも荷物みたいに乗せられるローカルバス、いつも
当たり前のように 1 時間以上は遅れて来るローカル列車に乗って、20 時間前後をかけて
移動するのが普通だった。ガイドブックに紹介されたレストランはどうせバックパッカー
だらけだろうと、現地人の多いお店を自分たちで見つけようと開拓精神も発揮。時間と体
力だけはいくらでもあったので、移動、宿泊、食事、服など、現地人になりきるのは無理
だけれども、現地人の真似っこをしながらブラブラしていた。もちろん、最初は色々怖い
話も沢山聞こえてくるし、警戒心満々だったので、いざとなったら使おうとホイッスルを
常に首にかけていた。しかし、それを使う場面は一回もなく、逆に、自らが彼らみたいな
ことをやってみて初めていろいろと分かるようになり、いろいろと理解できてくると彼ら
がより身近に感じられた。見た目には生地を何枚もくるくると巻いていて暑そうに見えて
も、サリー (Sari) や Punjabi (インドの女性用伝統衣服) はジーパンなどよりもずっと涼
しくて動きやすいな…、こんなに殺人的に暑いからスパイシーなカレーじゃないと喉通ら
ないだろうな…、暑い国の人々は怠け者だとよく言うけれど、逆にこんな暑さの中で一生
懸命働いてしまうと命に関わるだろうな…、などなど。とてもよく笑う人々、なんでも
“No Problem” と言う人々が大好きになって帰ってきた。
しかし、今回。スーツに靴を履いて、汚れたらどうしよう、と恐る恐る道を歩き、化粧
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までしているから、暑くて汗をかくのも気になる。高い壁で囲まれ、怖い顔の警備員まで
立っている高級ホテル (自分の基準では) に泊まり、調査先までは主にタクシーで移動し
ながら、窓越しに町の写真を撮る。食事もホテルの中のレストランか、歩いて 5 分の距離
の高級 (?) レストランで済ませた。3 日という短いスケジュールではあるし、お仕事と
いうことでフォーマルな格好が必要だったから仕方なかったが、これはせっかくインドに
来たというのにとても残念な気持ちでいっぱいだった。エアコンの良く利いているきれい
なホテルやタクシーのお陰で体はとても快適だったが、何故か、インドの町、人々と自分
から距離を置いてしまったような気がして、心の中はちょっと苦しい。
不思議なことに、バックパック旅行中のインドは、何もかもが興味津津な冒険と神秘の
世界だったのに、スーツに靴を履いて歩くインドの町はデコボコ…、水たまりも多い…、
などなど不満がどんどんと生まれる。単なる短い旅行や訪問であっても、その服装や心構
えによってここまで見えること、感じることが違ってくるのだから、現地拠点を設け、育
てる企業の姿勢や考え方というのは如何に重要なものであろうか、などと、勝手に関連付
けてみながら未熟な文章を締めくくる。
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