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1.インド企業とのコラボする魅力を類型別に解説。
2.コラボする中で起きやすいトラブルとその処方箋を解説。
3.類型別の要点をご理解頂く。

1.前提条件
・研究開発拠点、人材登用、開発外注先、投資、現地向けセールス等、様々な目的により、関与の仕方は変わる。
・今回は、開発・スタートアップ投資&提携・産学連携に分けて、インドとの提携における要諦を解説。

2.開発編：グローバルケイパビリティセンター
・欧米企業は既にインドを外注センターではなく、「グローバル研究開発拠点」と位置付けている。
・日系企業では、楽天、富士通、ラクスルがインドにグローバルケイパビリティセンターを立ち上げている。

3.投資&提携編：スタートアップとの付き合い方
・ユニコーン数が世界第三位なのは事実だが、トップラインを伸ばすことに固執するあまり、赤字企業が多い。
・スタートアップの数が厖大であるので、玉石混交かつトラブルが多い。
・ASEANよりも慎重かつ細かくトラクションと技術のアセスメントを実施すべき。

4.産学官連携編：大学との提携手法
・低コストでのPOCが可能なので、インド市場のエントリーとして適している。
・IITのみならず、IISCやNIT、IIITといった強豪校が多数存在する。
・大学とうまく提携できれば、人材登用が容易になる。



1.前提条件

3

進出の目的 期待する効果

開発（グローバルケイパビリティセンター） インドの人材を活用して、人種・民族・宗教・風俗が異なるインドにおいて実証実験を行い、本国へ
のリバースイノベーションを実施。

欧米多国籍企業で主流となっている手法。特にバンガロールにはグローバルケイパビリティセンターが
多数設立されている。

スタートアップ投資＆連携 ユニコーンになりそうな企業やIPOに近いスタートアップへ投資を行い、売却益やインカムゲインを得る
もの。タイガーグローバル、セコイア、テマセクといった主要ベンチャーキャピタルがそろい踏み。

産学連携 高度人材の層が厚いので、採用母集団形成とインドで通用する技術のローカライズを求めてインド
の名門大学と提携するパターン。

主な提携先としては、IIT（インド工科大学）、IISC（インド理科大学院）などが挙げられる。
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スタートアップ業界で喧伝される「冬の時代」
■ロシア・ウクライナ戦争による石油・天然ガス等の供給不足に伴う経済の減速
■各国におけるインフレ政策、金利引き上げによる投資家の意欲減退

具体的な統計を見てみると、右のファンドレイズ統計では、
2021年最終Qから徐々に減少傾向にあると読める。

インドの状況
■ペースは落ちたが、ユニコーン数は105まで拡大。
■インド向けファンドの組成状況も好調。
■中国回避の投資が欧米から増えている状況は変わらず。

懸念材料
■中華人民共和国との緊張状況が熱戦化
■国内のイスラム教徒の暴徒化
■教育格差持続による発展の遅れ
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日系企業において、Global Capability Centerで成功している事例

■ラクスル：欧米系IT会社で勤務していたインド人エンジニアを現地法人MDに迎え、採用活動を全権委任し、小規模なチームを組
成。日本とのブリッジで新製品の「ジョーシス」の垂直立ち上げに成功し、1年で日本向けのクライアントに数多く納入。その成功をもとに、
44億円の資金調達に成功。

■楽天：2022年に完全自社ビルをバンガロールに立ち上げ、1000人以上のエンジニアを雇用。独自に各大学とのコネクションを構
築し、持続的な採用体制を完成させた。
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ライトパーソンの属性としては以下が挙げられる。確率的に良い人が多いということであるだけなので、以下の属性を持つ人でもダメな人
はダメであるケースもある。

番号 項目 詳細

1
元NRI- Non-resident Indian
海外勤務経験者、留学経験者

海外から見た「インド」を俯瞰しており、外地での生活でプロトコルが欧米化ないし脱インドし
ているため。「ここはインドだからしょうがない」という言い訳をしない。

2 非インド、非日系企業勤務者
非インド人とのビジネス経験があるので、1同様にインド以外のビジネスプロトコルに触れてい
るから。

3
高学歴保持者（海外大
学,IIM,IIT,Tier1,Tier2卒業生）

0.06％(IIT)とも言われる激しい競争を勝ち抜いてきており、そもそもが洗練されているから。

4 1~3から紹介された人
人からの紹介ということを重視しているのと、1~3の人が認めたという点が大きいから。

5 一緒に働いて合う人 主観ベースではあるが、一緒に3ヶ月働いてストレスが無い人
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Global Capability Center, R&D Center向けの採用は目利きの出来る人材の有無でプロセスが変わってくる。（中央集
権型と分権型で以下のプロセスは順番が前後したり、重みが異なるが、対応項目は同じになる。）

状況 アクション

インド法人に目利きのできる管理職が存在 ある程度、権限を委譲して、チーム組成を委任。
（裏切る可能性のない人材であることが必須。）
監査要員で日本人を送り込んで管理。

日本法人に目利きの出来る管理職が存在 日本法人から管理職を送り込んで、ナレッジトランスファーを実施し、チーム組成のタイミングでナショ
ナルスタッフへ職務を引き継いでいく。

組織組成後の共通対策 技術と語学の分かる人材をコスト掛けて登用して、コミュニケーションラインを複線化して、日本本社
とインド法人をブリッジすることで、認識の齟齬を防止。

*スタートアップの場合、ファウンダーが直率することになるが、安定期を迎えたら管理職候補へ委任しないと
ファウンダーにしかできない業務ができなくなってしまうので注意。
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新卒候補者が惹かれるポイントは「レジュメがキレイになるかどうか」と「お金」
Placement centerの傾向として、外資・大手・有望企業からのオファー数や採用数を宣伝材料にする傾向あり。
→JETROが主催する日本企業とのマッチングイベント（JAPAN DAY）に出ることは有利であり、かつスタートアップでも外資系として
魅力的に映る。

IITマドラス全学部の給与オファー分布 IITボンベイ全学部の給与オファー分布

Placement & Internship Report 2020-21 (iitb.ac.in)IITM_Placement_and_Internship_Report_2020-21

https://campus.placements.iitb.ac.in/static/2021/Placement-and-internship-report.pdf
https://internship.iitm.ac.in/downloads/IITM_Placement_and_Internship_Report_2021.pdf
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LinkedIn、キャリアセンター直接交渉、起業部直接交渉で母集団形成は容易。
以下は、名古屋大学織田客員教授のIISc, IIT Karagpur向けの講義であるが、企画から発動まで3週間で十分な数の学生との
接点数を確保。窓口は起業部学生。

写真は織田教授のものを転載。
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[ポイント]
1. 14億人の巨大な内需市場：わざわざインド国外に出る必要は少ない。
2. 欧米で発展したビジネスモデルのタイムマシンモデルが多い。
3. 大成功しているユニコーンはハイパーローカルかつインフラ化している傾向にあり。

[日系企業が入る余地]
直接投資かLP投資（VC経由で）
付加価値付与の提案（ローカリゼーション必須）

ユニコーン名 日本、欧米、他国で展開されているサービス例

OYO AirBnB, Booking.com

OLA Uber, Bolt, Gojek, Gett

Ninjacart 農協

ZOMATO Uber eats, 食べログ, Gojek

Paytm Google Pay, Paypal

Flipkart AMAZON

Shareworks SAP, Chatworks, Slack
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トンデモ事例から分析する、ライトパーソンへ行きつくためのモニタリングの仕方は以下の通り。

具体例 実態 どこを注意すべきなのか？

インド・中国において上流コンサルティングがで
きると自称するコンサルタント

前職のナレッジの盗用。
コンサルタントとしての経験は無し。
外資コンサルの翻訳しかできない。

リファレンスチェックの徹底。
試用でナレッジの有無を判断。
有識者からの当該国知識の有無をヒアリング。

「日印友好」を前面に出す進出コンサルタント 単なる他の士業や専門家へのつな
ぎ役。
日印友好を旗印に営業しかしていな
い。

実績がない「日印友好」の文言独り歩きは危険なシグナ
ルである。

具体的な実績で判断。

トラクションがあると強く主張してきた、インドの
スタートアップ

トラクションは全て張りぼて。
実績も投資家対策に盛ったもの。
テクノロジーは存在せず。

実際にクライアントからヒアリングして実態を把握すべき。

さらに、当該スタートアップの所在するエリアでの評価を第
三者や有識者に対して実施すべき。

是非とも提携したいといってきたインド系企業 具体的な提携ニーズはない。
お金が欲しいだけ。

コラボレーションや提携を最初から前面に出す企業は危険
であると警戒すべき。
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アイディアの盗用はよくあることなので、コア技術を盗用されないように防衛策をとることが必須。

ケース 初動対応策と予防策
社員によるビジネスアイディアの盗用と起
業。
（ホワイトカラーの場合）

＜初動策＞
• ホワイトカラーはノーティスピリオドで即解雇可能なので、解雇通知書を迅速に発行。
• 既存社員にもコンタクトを禁止する。
• クライアントやステイクホルダーへ通知して、解雇した社員からの顧客獲得を阻止。

＜予防策＞
・ コア情報については、一部の社員以外には開示しない。
・ アイディア剽窃の兆候が見たら、即座に解雇通知を出す。

NDAを締結した企業からのアイディアの
盗用。

＜初動策＞
• 証拠を揃えて、弁護士に出して、差し止め訴訟を実施。
• 紹介者、投資家に当該企業からの事案発生を抗議。
• リファレンスチェックした方へ当該企業の事案を共有、抗議。

＜予防策＞
・ あらかじめ商標、特許を登録しておき、違反していた場合、差し止め申請をできる体制をと整えておく。
・ 企業のリファレンスチェックを複層的に実施して評価と態度を理解する。
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悲劇的な展開のシグナルとなりえる事象は以下の通り。

＜悲劇的な展開例＞
・いきなりの音信不通
・ビジネスアイディア盗用
・片務的な関係性の強要

シグナル 背景と理由
いきなり金額の話をしてくる。要件定義はしていない。 こちらの本気度を試してくるのかと想定もできるが、とにかく先にお金

が欲しいので焦った結果の言動だと考察できる。
「何をしてくれるんだ？」を繰り返すだけで商談の進展なし。 やる気はないが、お金は欲しいだけ。
「まずはお互いを知ろう」の繰り返し。 盗用したい情報を集めているだけ。
NDAも締結せず、ひたすらサンプルを送ってほしいと伝えてくる。 盗用したいだけ。
提携に向けたコミュニケーションをしていたのに、いきなり音信不通
となる。

盗用できると思えた情報は全て入手できたので、もう係る必要は無
いと感じて、用はないとのことで、コミュニケーションを切断してきた
ケース。
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大学との共同研究
・交渉先は無数にあるので、複数機関と相性を見て、決定した方がリスクが少ない。
・教授へいきなりメールしても返信はちゃんとあるので、目的と先方へのメリットを明記するとアポがとれやすい。
・コンスタントに日本からインドへお金を持ってくることができれば、鉄の信頼関係が生まれる。

拠点進出
＜GCC、研究開発拠点立ち上げをする場合＞
・権限移譲できそうなインド人のマネジメントスタッフを早い段階で見つけることができれば、独り立ち可能。

＜インド法人で地場クライアントを開拓する場合＞
・産学連携の取っ掛かりで、大学についているスポンサーから案件をとってファーストクライアントにする手法はあり。
・それ以外でも、無限POCではなく、お金を払ってくれるお客さん候補を見つけたうえで進出するとやりやすい。
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’’National Institutional Ranking Framework’’

インド教育省制定の大学ランキング

以下の基準で大学を評価。

・教育環境（教授、支援体制）

・研究開発能力（ペーパー数等）

・卒業生の進路

・多様性（女性、他州からの学生）

MoE, National Institute Ranking Framework (NIRF) (nirfindia.org)

https://www.nirfindia.org/2022/Ranking.html

