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インドにおける業務受託サービス輸出の拡大とコールセンター立地

一デリー首都圏グルガオンの事例から－

鍬塚賢太郎

KentaroKuwatsuqka

EXpandingExportofBusinessProcessOutsDurcingServices

andtheLocationofCaUCentersinIndia：CaseStudyon

Gurgaon，Nationa1CapitalRegion

インドでは経済自由化以降、ＩＴサービス輸出が拡大しており、インド経

済に少なからぬインパクトを与えている。なかでも近年急速に成長している

のが、アメリカ合州国を最大の需要先とする情報通信技術を活用した業務受

託サービスである。本稿ではインドにおける業務受託サービス輸出の動向に

ついて把握するとともに、その生産拠点として捉えることのできるコールセ

ンターの立地の特徴についてナショナル・スケールから検討し、大都市部へ

集積していること確認した。これを受け、業務受託サービスの輸出拠点となっ

ているデリー首都圏を取り上げて、都市スケールからみた立地の特徴を把握

するとともに、それが既存の都市構造に与える地域的インパクトについて、

オペレーターの就業形態に着目しながら考察した。

キーワード：業務受託サービス、コールセンター、デリー首都圏、インド

大都市、グローバル化
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Ｉ．はじめに

本稿の目的は、インドにおいて近年成長の著しい業務受託サービス

(BusinessProcessOutsourcingServices）輸出の動向と、その生産拠点

となるコールセンター'の立地について、ナショナル・スケールおよびロー

カル・スケールから検討するとともに、コールセンターの立地がインド大都

市の都市構造に及ぼす影響の一端を考察するところにある。

経済のグローバリゼーション下で起きた発展途上国大都市の変貌は、過剰

都市化というパラダイムで把握されてきた発展途上国大都市の都市化に対す

る理解のあり方に再考を促した。そこに登場したのが、資本と労働の空間的

再編モデルとしての世界都市論であり、それは１９８０年代後半から起きた東

南アジア各国の経済成長とそれにともなう都市構造の変貌との連関を捉えて

いく分析視角を提供した（田坂１９９８；鍬塚2003)。こうした視角を援用し

ながら小長谷（1999）は、海外直接投資に牽引された大都市圏中心部におけ

るオフィス集積、郊外部における大規模工業団地開発といった都市構造の変

化を１９９０年代以降のアジア大都市の特徴の一端として見いだし、

｢FDＩ（海外直接投資）型新中間層都市」としてモデル化した。

インドもまた1990年代に入り経済自由化を主眼とする政府の「新経済政

策」のもと、海外直接投資を積極的に受け入れながら経済成長を遂げるとと

もに、大都市も大きな変貌をみせている。実際に、経済合理性を求めて大都

市への立地を選択する自動車完成車メーカーの立地行動がみられるように

(友澤1999)、インド大都市郊外部に整備された工業団地には外国資本の工

場が集中的に立地する。また、ソーシャルミックスが図られるとはいえ、経

済成長によって生まれた新しい中間層を対象とする住宅団地の開発も大都市

郊外部において進展している（由井２００３；2004)。膨大な貧困層を抱えなが

コールセンターとは、電話等による顧客対応業務を集中的に管理する組織．施設
のことを指す（雇用開発推進機構2000)。ただし、実際には同じ施設内で後方支援
業務（パックオフィス業務）などが行われている場合もある○本稿では後者のよう
な業務が行われている施設もコールセンターと呼ぶ。
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らも、インド大都市は東南アジア大都市と類似した様相を呈しながら都市構

造の再編が進展しつつあるようにもみえる。

ただし産業立地という点に着目するならば、インド大都市は製造業の拠点

としてだけでなく、ソフトウェア産業の集積がみられるように、先進国を需

要先とするサービスの輸出拠点ともなっている（北川2000)。こうした点で

インド大都市は、製造業企業の拠点としての性格の強い東南アジア大都市と

異なる様相を呈している。しかしながら、発展途上国大都市を拠点とする情

報通信技術を用いたサービス輸出の拡大は比較的最近の新しい現象である。

そのためこうしたサービス輸出の拡大が、越境的に行われる資本と労働の空

間的再編という過程に対していかなるインパクトを持ち得るのか、という問

題について十分な検討は加えられていない。インド大都市を拠点とするサー

ビス輸出の実態を空間的な視点を加味しながら検討していく意義はここにあ

る。

インドからのサービス輸出については、その成長が急速であったこともあ

りソフトウェア・サービスに多くの関心が注がれてきた２．しかしながら後

述するように、情報通信技術を活用しながら顧客管理業務や後方支援業務を

遠隔地で受託するといったサービス（以下、業務受託サービス）の輸出も近

年急速に拡大している3.ソフトウェア・サービスの場合、インドからソフ

トウェア技術者がアメリカなどに派遣され、そこでソフトウェア開発に従事

する場合でもインドからのサービス輸出とみなされる。これに対して、業務

２例えば、HeekB（1996）は国家の産業政策との関連から、ソフトウェア産業の成長
を輪じている。これに対して、FYomholdEisebith（2002）は当該産業の成長に対
する海外直接投資に着目する。また、梅潔（1998）は人的資源管理という側面から
当該産業にアプローチし、大量の「人的資源ストック」を抱えるインドのソフトウェ
ア技術者の労働市場の存在を指摘している。加えて、労働市場に人材を供給する高
等教育システムについても関心が注がれており（大木2003)、それと関連づけて産
業集稲麓からソフトウェア産業の成長を捉えようとする試みもある（Okada2004)。
また、大都市圏スケールにおける当該産業の地域的な展開がいかなる様相を呈して
いるのかといった基本的な事項については、メタ（2000）やＡｏｙａｍａ（2003）な
どが検討している。

３本稿では、ソフトウェア・サービスおよび業務受託サービスを含めたものを、ＩＴ
サービスと称することにする。
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受託サービスに直接従事するオペレーターは国境を越えて移動する必要性は

なく、・情報通信技術を用いてインドに設立されたコールセンターに居ながら

サービスを生産することができる。業務受託サービスの輸出は、国境を越え

た労働力の移動を伴わないという点において、ソフトウェア・サービスの輸

出とは同一視できない特徴を持つ。

とはいえ、これまで業務受託サービスの輸出拠点となるコールセンターの

立地動向といった基本的な事項さえ十分に把握されていない。経済のグロー

バル化のもとに進展する資本と労働の空間的再編が、インド大都市において

いかなる展開を遂げているのかといった課題にアプローチしていくためにも、

コールセンター立地の実態を把握しておくことは重要である。

そこで本稿では、近年その成長が著しいインドの業務受託サービスに着目

し、その具体的な立地単位であるコールセンターの立地について、まずナショ

ナル・スケール、さらにデリー首都圏といった空間スケールから検討を加え

る。デリー首都圏を取り上げるのは、後述するように現段階においてインド

におけるコールセンターの主要な集積地となっているからである。

章構成は以下の通りである。まず第Ⅱ章において、業務受託サービスの輸

出拡大についてインドのＩＴ産業成長との関連から検討する。第Ⅲ章では、

コールセンターがどのような企業によって設立されているのかについて確認

するとともに、コールセンターの全国的な立地動向を把握する。これを受け、

第Ⅳ章では最も多くのコールセンターが立地するデリー首都圏を取り上げて、

都市スケールからその立地の特徴を検討する。加えて、いくつかの事例企業

を通して、コールセンター業務の実態について把握する。最後に、コールセ

ンター立地が及ぼす地域的なインパクトについて、オペレーターの就業形態

に注目しながら考察する4。

４本稿で用いるデータは、主に筆者が２００３年１２月にインドにおいて収集したもの
である。ただし、一部のデータについては調査後にインターネットなどを用いて補
足した。
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Ⅱ．インドにおける業務受託サービス輸出の拡大

アメリカを主要な需要先とするインドからのソフトウェアや情報通信技術

を用いた業務受託サービスなどのＩＴサービス輸出は９０年代に入って驚異

的な成長を遂げる。ＩＭＦの国際収支統計によると、ＩＴサービスはビジネス・

サービスに含まれる。９５年のインドのサービス輸出に占めるビジネス・サー

ビスの割合は国際収支統計に基づくと３１％であり、旅行サービスの３８％よ

りも低かった。それが２００２年にはサービス輸出の７５％を占めるまでに拡大

した。また、モノおよびサービス輸出に占めるビジネス・サービスの割合も

95年は5.6％でしかなかったものが、９０年代後半に大きく増加し始め２００２

年には24.0％を占めるまで成長する。加えて、モノの貿易収支は一貫して

赤字でありその額も拡大傾向にあるのに対して、サービス貿易の収支は

2000年より黒字に転じる。輸送サービスの収支が90年代後半一貫して赤字、

また旅行サービスの収支も黒字額が縮小傾向にあるのとは対照的に、ビジネ

ス・サービスの収支は97年から黒字に転じ、その後も黒字額は拡大してい

る。インドが外貨を獲得するにあたって、ビジネス・サービスは重要な役割

を担うようになってきていることがわかる。

ところで、ＩＴサービスはビジネス・サービスに含まれるものの、ＩＭＦの

統計ではインドのＩＴサービス輸出の動向を直接把握する数値を得ることは

できない。そこで､次にインド・ソフトウェア・サービス協会(NASSCOM）

の資料に基づきながら、その輸出の特徴について確認しておく5･

インドのＩＴサービス輸出は、当初カスタム・アプリケーションの開発や

ソフトウェア・メンテナンスといったソフトウェア・サービスの割合が高かっ

た。しかしながら、いわゆる「ソフトウェアの2000年問題」関連のプロジェ

‘国際収支統計（ＩＭＦ2003）によるビジネス・サービス輸出額（2002年）は、
NASSCOM(2003）の示すIＴサービス輸出額（2002年度）のおよそ２倍の値となっ
ている。ただし、各年の両者の輸出額について相関係数を算出すると0.99となっ
ており、ビジネス・サービスとIＴサービスの輸出額の増減が連動していることが
窺える。
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クトが収束するにつれて、ソフトウェア・サービス輸出の伸びは鈍化し始め

る。これを補う形で拡大し始めたのが業務受託サービス6であり、インドの

ＩＴサービス輸出を考える上で無視できない存在となりつつある（表１)。実

際に、インドの、サービス輸出に占める業務受託サービスの割合は、１９９９

年度14.0％でしかなかった。それが３年後の２００２年度には24.6％へと飛躍

的に拡大する7。業務受託サービスはインドのＩＴサービス輸出を担う重要

な部門として成長を遂げつつある．

表１インドにおけるITサービス輸出成長率

年度 1999-00年度2000-01年度2001-02年度

ソフトウエア・サービス輸出63.4％

業務受託サービス輸出77.1％

22.0％

67.1％

21.8％

64.8％

ITサービス輸出 65.3％ 28.7％ 30.1％

注：（ＩＴサービス輸出額）＝（ソフトウェア・サービス輸出額)＋(業務受託サービス輸出額）
資料：NASSCOM(2003)より作成。

しかも、それはアメリカの需要に牽引された輸出拡大というところに、イ

ンドの業務受託サービス輸出の特質を見いだすことができる‘NASSCOM

(2003)に掲載された数字に基づくならば2001年の世界における当該サービ

スへの需要は7,121億ドルと見積もられており、世界需要のおよそ６割をア

メリカが占めている。インドの輸出額は世界需要の0.2％を占めるにすぎな

いものの、インドの業務受託サービス輸出のおよそ８割はアメリカ向けのも

のである。

世界において業務受託サービス需要が拡大した理由として、先進国企業の

‘業務受託サービスを、ＩＴ活用サービス（ITenabledserwces，ＩTES）やＩＴＥＳ
ＢＰＯと呼称する場合もある。

７NASSCOM（2003）による。
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業務外部委託（アウトソーシング）の進展を挙げることができよう。経済の

グローバル化の進展にともなって企業はこれまでとは異なった競争環境に樋

かれるようになった。変化に対応するために、企業はより収益性の高い事業

に経営資源を集中させる一方、企業組織内に抱えてきた業務を組織的に切り

離す傾向にある。こうした業務外部委託は本社サービスや顧客対応業務といっ

た分野にまで広がっている。

もちろん業務外部委託は近年にはじまったことではなく、先進国大都市の

都心部に立地する企業などは、定型的な業務については比較的安価な女性労

働力を利用できる大都市郊外部にパックオフィスを設立し、その業務を移転

してきた。こうしたパックオフィスの設立は、大都市郊外部だけでなく、地

方中心都市などでも行われてきた。ただし、サービス需給の関係はもっぱら

国内で形成されることが想定されてきた。しかしながら今日、企業による業

務外部委託は国境を越えて推進されている。

インドからアメリカ向けに業務受託サービスが供給されるようになった要

因として、ソフトウェアの場合と同様にインドの相対的に安価で豊富な人材

の存在を挙げることができよう。つまり、インドは先進国の大都市郊外部や

地方中心都市よりも、さらに安価な労働力を提供することが可能である。

NASSCOM(2003)によると、インドでの業務受託サービスの事業費用は通信

費のみがアメリカで事業を行う場合の１．６倍と高い。しかしながら、他の費

用は安価であり、なかでも人件費は安くアメリカの７分の１でしかない。そ

のため、全体でもアメリカの５分の１ほどの事業費用で済むとされている。

加えて鍬塚（2004）でも指摘したように、インドの高等教育機関には約

700万人の学生が在籍し、毎年大量の高等教育修了者が労働市場に参入する。

また英語を第２言語とする人は1991年センサスによるとインド全体で

6,400万人もいる。加えて、4,104万人（０３年６月現在）の失業者がおり、

そのなかでも高学歴者の失業率は比較的に高いとされる（白木1998)。さら

に、現段階においてインドで業務受託サービスに従事する人材の採用に際し

－９５－



琉球大学法文学部紀要人間科学第14号2004年９月

ては、ソフトウェア技術者に要求されるような高度な技術能力が全ての職種

に必要とされているわけではなく、単に英語能力の素養があれば良いとする

職種も含まれているとされる（小島2004)。ＩＴサービス産業以外に高等教

育修了者を大量に採用する産業の発達が不十分なインドにおいて、業務受託

サービス部門は、情報通信技術を用いることによって、インド国内にプール

された高学歴で、若く、かつ英語を操れる人材を他の産業部門と競合するこ

となしに活用できる環境にあるといえる。

表２インドにおける市場セグメント別にみた業務受既サービス（2002年度）

売上高

(百万米ドル）

就業者

（人）
市場セグメント

０
０
０
０
５
０

０
５
５
９
３
５

７
３
４
１
６

錦
那
既
脇
鍋
蝸

■
■
●
●
●
●

９
４
８
８
１
７

２
１
１

２

CustomerCare

AdminiBtmtion

FiTnnn⑪Q

PaymentServices
HR

ContentDevelopment

54,000

25,000

21,000

9,500

1,600

60,000

31.6％

14.6％

12.3％

5.6％

0.9％

35.1％
〈
ロ 計 171,100100.0％20375100.0％

注：数値はいずれも推定値。

資料：NASSCOM(2003）による。

業務受託サービス部門の就業者数は、インド全土で2002年度約１７万人と

見積もられている（表２)。コンピューター・グラフィックスを用いたアニ

メーション作成などのコンテンツ作成を除き、最も就業者の多い分野が

CustomerOareであり、次いで後方支援業務といったAdministrationや

Financeが続く。また、業務受託サービス部門の売上高の約４５％を占める

上位１４社8のデータに限定されるものの、これら企業の従業員33,836人の

業務内容についてみてみても、全体の53.8％が電話等による顧客対応業務

であり，、次いで後方支援業務が全体の25.8％を占めている（bpOrbit

ｏただし、インド企業のみ数字でありアメリカ企業の子会社などは含まれていない。
９コールセンターの業務形態は、受信業務と発信業務に大きく分けることができる。
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Team2003)。

以上のように、拡大するインドのＩＴサービス輸出のなかでも業務受託サー

ビスは近年急激な伸びをみせている。この成長は、先進国企業による業務外

部委託の拡大によって促されているとはいえ、インド国内にプールされた人

材を情報通信技術を用いオペレーターとして活用することで初めて可能とな

るものである。そして、こうしたサービスをオペレーターが生産する拠点と

なっているのがコールセンターなのである。

Ⅲ．インドにおけるコールセンターの設立形態と立地

１）コールセンターの設立形態

コールセンターは、企業組織内の一部門として設立されるものと、専門的

に業務を請け負う企業によって設立されるものとに区分できる。一般的に、

前者はルーティン的な業務を企業組織内の中核となる部門から分散化するプ

ロセスのなかで設立され、こうしたコールセンターをCaptiveUnitと呼ぶ。

これに対して後者は、企業外部の組織に非中核的な機能を契約によって外部

化するプロセスのなかで設立されるものであり、業務を専門的に受託するコー

ルセンターを持つ企業をThirdPartyと呼ぶ。

最も初期の段階にインドに本格的なコールセンターを設立したのがＧＥ

Capital社であるとされる。当該企業は、アメリカ、イギリス、オーストラ

リアなどに展開するＧＥグループ企業の後方支援業務を行うことを目的とし

て、１９９６年１０月デリー首都圏のグルガオンにGECapitallnternational

Services（GECIS）を設立した。これはＧＥCapital社がインドに所有す

るGECapitalServicelndiaの－部門として設立されたものである。

ＧＥCISの従業員数は現在10,000人を越えており、グルガオンにコール

センターを５施設配置する他に、ハイデラパード（３施設)、パンガロール

(1施設)、ジャイプル（１施設）と、インド国内に１０施設を保有する。ま

たGECISはインドを本拠地としながら、中国、ハンガリー、メキシコでも
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事業を展開している。

この他にもDelLAmericanExpress、ＨＳＢＣなど世界的規模で事業を展

開している企業も、企業グループ内で発生する顧客管理業務等を企業組織内

に内部化する形でインドに設立した子会社にも請け負わせている。ＧＥCIS

が設立された当時、多くのインド資本は既にソフトウェア開発の分野に参入

していたものの業務受託サービスに本格的に取り組むインド資本はなかった。

インド以外に本拠地を置く企業が、こうしたビジネスモデルをインドに持ち

込んだ点は特筆される。

ところで、上述した事例にみるように多国籍企業は企業組織内に業務受託

サービスを担当する組織を設立し、それをインドに配置している。こうした

多国籍企業によるインドへのコールセンターの配置とその数の増加は、その

後、ThirdPartyのような当該業務を専門的に請け負う企業の設立を促すこ

ととなった。例えば、DaksheServices社は、インドにおける当該業務に

対する将来的な需要拡大予測のもと、ベンチャーキャピタルの出資を受けて

2000年にデリー首都圏のグルガオンに設立された。２００１年の時点で従業員

数は2,000名程度であった。その後、インターネット書籍販売で有名な

Amazoncom社などのアメリカ企業の顧客対応業務を専門的に受託するこ

とで成長を遂げ、２００３年時点で4,000人を越えるオペレーターを雇用して

いる（Das2003)。インド国内に保有するコールセンター数は、ＧＥCapital

社に次いで多く、現在デリー首都圏のグルガオンに４施設、ムンパイに１施

設を配置する。また、インド国内にとどまらずグルガオンを本拠地として海

外にも進出しており、フィルピンのマニラにもコールセンターを設立してい

る。

ベンチャー企業だけでなく1990年代にソフトウェア企業として大きな成

長を遂げた企業も近年になって当該部門に参入するようになった。例えば、

バンガロールに本拠地を置くWipro社はインド大手業務受託サービスの

Spectramind社を２００２年に買収することを通じて、ソフトウェアだけでな
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く業務受託サービス部門にも参入した。こうした経緯から、Wipro社の保

有するコールセンターは、本社のあるバンガロールには立地せず、ムンパイ

（２施設)、チェンナイ（１施設)、デリー首都圏（１施設)、プーネ（１施設）

に立地する。同様に、インド最大のソフトウェア企業であるTCS(Tata

ConsultancyServices)も、住宅開発金融会社（HousingDevelopment

FinanceCorporation）との合弁で業務受託サービスを行う企業をムンパイ

に設立している。こうしたソフトウェア産業から当該部門への参入は、

ＨＣＬ社やInfbsys社などの他の大手インド企業も行っており、複合的な事

業展開を目指すインド企業の行動パターンを窺い知ることができる。

コールセンターをThirdPartyとしてインドに設立しているのは、イン

ド企業だけではない。世界規模で事業を展開する企業も専門的に業務受託サー

ビスを請け負うコールセンターを複数インドに設立している。例えば、グル

ガオンに2001年設立され、現在インド国内に４施設のコールセンターを保

有するConvergyslndiaServices社は、アメリカのオハイオ州に本社を置

くConvergys社の子会社である。この企業は、アメリカ国内だけでなくヨー

ロッパや南米、アジアなどに多数の拠点を配置しながら世界的規模で業務受

託サービスを中心に事業を展開している。インドでは、7,000人を越えるオ

ペレーターを雇用しており、２００５年までにその数は２万人にまで増加する

とされている。

以上のように、当初インドに設立されたコールセンターは、多国籍企業の

企業組織内の一部門としての性格が強かった。しかし、アメリカを需要先と

した電話による顧客対応業務や後方支援業務に対する継続的な需要の拡大は、

インドにおいて当該部門に新規参入するインド企業を増加させた。こうした

インド企業の多くは、ベンチャーキャピタルから資金を調達し、業務受託サー

ビスを専門的に行う企業として設立されている。また、ソフトウェア・サー

ビス輸出によって成長を遂げてきた企業が、更なる成長を求めて既存の企業

を買収し、当該部門へと参入している事例もある。こうした企業の中には、
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インドを本拠地としながらインド国内だけでなく海外にもコールセンターを

設立する段階にまで成長を遂げているところもある。インドにおいて業務受

託サービスにかかわる企業は、新たな競争環境に置かれつつある様子を窺え

る。

２）ナショナル・スケールからみたコールセンターの分布

ナショナル・スケールから捉えてみると、インドにおいてコールセンター

は都市部に立地する。なかでもデリー首都圏をはじめとする大都市への集積

が著しい。コールセンターを設立する企業は、インド資本企業、外国資本企

業にかかわらず、情報通信技術を利用しながらこうした大都市を拠点として

サービスを輸出している。

インドでは外資100％子会社によるコールセンターの設立が認められてい

る。ただし、外国資本であれインド資本であれ、コールセンターの設立にあ

たってはインド政府・通信情報技術省（MinistryofCommunicationand

lnfbrmationTechnology）の許可が必要とされる。許可を得た施設の立地

都市名と設立企業名は、通信情報技術省のホームページで公開されている。

これによると、通信・情報技術省に登録されたコールセンターのうち海外向

けに業務を行うものは2003年１２月現在５１６施設ある１０･

ナショナル・スケールから州別・連邦直轄地別にその分布をみてみると、

マハーラーシュトラ州（104施設）に最も多くのコールセンターが立地する。

次いでカルナータカ州（98施設)、アーンドラ・プラデーシュ州（65施設）

が多く、コールセンターはインド西部および南部において多数に設立されて

いることがわかる。

ただし、都市別に分布をみてみるとその様相は若干異なっており、インド

ＩＣ国内向けにコールセンター業務を行う事業所も、通信・情報技術省に登録する必
要がある。２００４年６月現在、８４事業所が登録されている（通信・情報技術省
DepartmentofTe1ecommunicationｓのホームページｗｗｗ・investindiatelecom・
ｃｏｍによる)。
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西部・南部の各州を上回るコールセンターの集積地がインド北部のデリー首

都圏（NationalCapitalRegion,NCR）に形成されている（図１）。デリー

首都圏は、ハリヤーナー州、ラージャスターン州、ウッタル・プラデーシュ

州の一部および連邦直轄地であるデリー州によって構成されている。デリー

首都圏に立地するコールセンターは131施設あり、これはマハーラーシュト

ラ州を大きく上回る。
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図１インドにおける都市別にみたコールセンターの立地

注：データは2003年１２月現在のもの。デリー首都圏（NCR）にはデリー、
グルガオン、ノイダ、およびその近郊の地域が含まれる。（著者原図）

資料：MiniBtryofCommunicationandlnfbrmationTechnology，
DepartmentofTelecommunicationより作成。
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デリー首都圏に次いで多数のコールセンターの立地する都市は、カルナー

タカ州の州都であるパンガロールであり９６施設が設立されている。以下、

マハーラーシュトラ州のムンパイに８３施設、アーンドラ・プラデーシュ州

のハイデラバード（シカンダラパードを含む）に５９施設、タミルナードウ

州のチェンナイに５４施設が立地する。この他にチヤンデイーガルなどの比

較的小規模な都市への展開も認められるものの、施設数からみると上位５都

市に全体の８割が立地する１１．ソフトウェア産業の場合と同様に、コールセ

ンターも大都市へと集積する分布の形態を確認できる'2．

ソフトウェア・サービスの場合、デリー首都圏だけでなくムンバイやパン

ガロールにも多数の事業所が立地しており、その輸出額も大きかった。しか

しながら、ＩＴサービス輸出についてコールセンターが多数立地するデリー

首都圏とパンガロールとを比較してみると、両者の性格は大きく異なる。ＩＴ

サービスの総輸出額についてはパンガロールがデリー首都圏を大きく上回る

ものの業務受託サービス輸出の占める割合は８％（2002年度）しかなく、デ

リー首都圏の４５％を大きく下回る。また、業務受託サービスの輸出額でみ

てもバンガロールはデリー首都圏を大きく下回る（図２)。このように、コー

ルセンター数および輸出額といった点において、現時点でのインドにおける

デリー首都圏の卓越した地位を確認できる。

また、デリー首都圏は複数のコールセンターを保有する企業のインド国内

における本拠地ともなっている．コールセンターで行われる顧客対応業務は

労働集約的な性格が強い。そのため、顧客対応業務などのサービスに対する

需要の拡大に、企業はオペレーター数を増やすことで対応する。ただし、施

肌近年、大都市にコールセンター立地が集中することにより、これまでよりもオペ

レーターを確保することが難しくなっていることから、小規模な都市への新規立地
を模索する動きもある（Das2003)。

'２データの得られた2003年１２月から2004年６月までに、通信・情報技術省に新た
に登録されたコールセンターはインド全体で82施設あり、その約８割に当たる６８
施設は上述した５大都市に立地する。新規参入が活発であるものの、特定の大都市
に集積して立地する傾向を確認できる。
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デリー首都圏(NCR）

2001年度

2002年度

1,500億Rs．5000 1,000

バンガロール

2001年度

2002年度

1,0001,500億Rs．

F~r］業務受託ｻービス

０５００

ｍｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽおよびその他

図２デリー首都圏およびバンガロールの|Ｔサービス輸出

注：図中の値は業務受託サービスの占める割合。（著者原図）

資料：STPINOIDAおよびSTPIBangalore提供資料より作成。

設の収容人数には限界があるため、企業は事業の拡大に応じて新たな施設を

確保しなければならない。その際、企業はコールセンターを本社の所在する

都市だけでなく、他の都市にも複数配置している。

実際にインドに立地するコールセンター５１６施設は、外国資本・インド資

本あわせて433社の企業によって設立・運営されている。そのうち、インド

国内に２施設以上のコールセンターを保有する企業は４７社あり、あわせて

130施設を保有する。インド国内におけるこれら４７社の本拠地をみてみる

と、デリー首都圏が１５社と最も多く、次いでパンガロール（１１社)、ムン

パイ（9社）が続く。コールセンターを複数保有する企業の中には、本社所

在地以外の都市にもコールセンターを設立しているものもあり、デリー首都

圏は複数のコールセンターを展開する企業の活動拠点となっている。
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Ⅳ．デリー首都圏におけるコールセンター立地とオペレーター

の就業形態

１）コールセンター立地と「デリーｌＴサービス回廊」の形成

デリー首都圏において、コールセンターは都市中心部を指向するよりも、

工業団地が整備された郊外部に多数立地している。なかでも、デリー州と州

境を接するハリヤーナ州のグルガオン県に最も多くのコールセンターが立地

する。

デリー首都圏の都心部を、経済自由化以前から国営企業の本社や外資系企

業が周囲に立地しているコンノート・プレイスとするならば、コールセンター

は都心部北側の地区にはほとんど立地していない。これに対して、都心部の

南側に広がる官庁街・住宅地を越えた郊外部には多くのコールセンターが立

地する。デリー首都圏の南側の地区のなかでもコールセンターの顕著な集積

がみられるのが、ハリヤーナー州のグルガオンからデリー州のオクラを経て、

ウッタル・プラデーシュ州のノイダに至る、東西約30kｍの地帯である（図３)。

グルガオンとオクラとの間には幅10kｍ程の緑地帯が存在するものの幹線

道路（Mehrauli-GurgaonRoad）で結ばれており、また、ヤムナー川を挟

んでオクラとノイダは橋で結ばれている。グルガオンからノイダに至る地帯

にはコールセンターの他にソフトウェア企業も多数立地している。「デリー

IＴサービス回廊」とも言うべき分布形態を持つIＴサービス産業の集積地を

確認することができる。

この地帯には開発時期に違いはあるものの、共通して大規模な工業団地が

整備されている。これらは、デリーへの－極集中を緩和することを目的の1

つとして経済自由化以前から計画的に整備が開始されたものである（岡橋

2003)。そこには既に多数の工場が建設されており、コールセンターはそれ

と混在するかたちで立地している場合もある'3。

１３グルガオンの工業団地に立地するコールセンターの前には、オペレーター送迎用
に企業が借り上げた自動車（トヨタ・クリオス）が停車しているのに対して、工場
の前にはワーカーが通勤に用いる自転車が並んでいる。景観という点においても工

業団地の混在した様相が把握できる。
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図３デリー首都圏におけるコールセンターの分布

注：郵便番号で位臘を特定したため，コールセンターの立地点は

郵便番号に該当する郵便局の位置で代表した。（著者原図）

資料：IndiaMARTInterMESHLimitedビジネスダイレクトリー

（httpWdir・indiamart・com/）より作成。

デリー首都圏の中心部ではなく郊外部にコールセンターが立地する理由と

して、郊外部における業務スペース確保の容易さを挙げることができよう。

コールセンターの設立当初は数十人といった比較的小さな規模で業務を行う

ことが多い。しかし、事業を拡大していくに従って業務に従事するオペレー

ターを収用するスペースの確保が必要となる。コールセンターのなかにはオ

ペレーターのための座席を1,000席以上も備えるところもあり、広いオフィ

ス・スペースが必要とされる。そのためコールセンターの立地にあたっては、

都市中心部よりも賃貸料が安価で比較的大規模なオフィス・スペースを確保

することのできる郊外部が指向されると考えられる。

デリー都市圏のなかで最も多くのコールセンターが立地するのがグルガオ

ンである。オクラやノイダが都心部からおよそ１５kｍの場所に位置するのに
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対して、グルガオンは都心部からおよそ２０kｍの場所に位置する。ただし、

グルガオンはインディラ・ガンディ国際空港から１０kｍ程しか離れておらず、

渋滞が日常化しているデリー首都圏において、都心部やノイダよりも空港へ

のアクセスは優れている。また、業務受託サービスが本格的に成長する以前

の１９９６年からＧＥCapital社のコールセンターがグルガオンに設立されて

おり、その周囲にはAmericanExpressやＣｉｔｙＢａｎｋなどの外資系のコー

ルセンターも立地している。こうした多国籍企業の存在が、グルガオンヘの

コールセンターの新規立地に少なからず影響を与えているものと考えられる。

もちろん、全てのコールセンターが工業団地に製造業と混在したかたちで

入居しているわけではない。グルガオンにみるようにデリーとジャイプルと

を結ぶ国道８号沿いには民間の大手ディベロッパーによっていくつかのオフィ

ス・パークが建設されており、既に賃貸オフィスの供給が開始されている

写真１ デリー首都圏郊外部グルガオン（国道８号沿い）

に建設されたオフィスピル

注：筆者撮影
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（写真ｌ）。こうした賃貸オフィスビルには、操業して間もない小規模なイ

ンド資本のコールセンターや外資系のコールセンターが入居する事例も認め

られる。デリー首都圏郊外部でオフィス開発が今後も進展するならば、工場

と混在するかたちで工業団地に立地しているコールセンターも、最新設備と

業務スペースの確保という観点から、新規に供給されたオフィスに移転する

ことも考えられる．

２）グルガオンに立地するコールセンターの特徴

ここでは、筆者が2003年１２月にグルガオンで行った聞き取り調査に基づ

いて、いくつかのコールセンターの特徴について検討しておく。なお、聞き

取りにあたってはあらかじめ質問事項を準備し、項目ごとに担当マネージャー

から直接回答を得た。

Ａ社：日本の二輪車メーカーと合弁事業をおこなっている企業グループの

グループ企業として２０００年グルガオンに設立された。コールセンターはこ

のグループ企業の一部門であるものの、受託する業務はグループ企業以外か

らのものである。他にもソフトウェア開発部門などがある。２００３年１２月現

在、業務受託サービス部門に従事するのはおよそ1,300人であり、うち

1,200人が電話を用いた顧客対応業務（受信業務）に従事するオペレーター

である。残りは間接部門やチームリーダーとしてオペレーターを統括する仕

事に就いている。オペレーターは全て２０歳代であり正社員として雇用され

ている。平均的な勤続年数は１年と短いものの年間の離職率は40％程度で

あり、この値は業界の平均よりも低いとの認識を部門の資任者は持っている。

なお、コールセンターには顧客対応業務のトレーニングを行う部門も併設さ

れている。

この企業グループが業務受託サービスに参入したのは、当該部門が将来的

にも成長すると判断したからである。金額ベースで売上の８０％はアメリカ

－１０７－



琉球大学法文学部紀要人間科学第14号2004年９月

向け、２０％がイギリス向けとなっており、業務はフォーチュン１００にリスト

アップされるような企業から受託している。以前はオーストラリアにもサー

ビスを供給していたが、現在は行っていない。アメリカのニューヨークとボ

ルチモア、ロンドンにマーケティング・オフィスを配置しており、そこを拠

点として新規の顧客を開拓するために営業活動を行っている。現在、このコー

ルセンターはオペレーター用に６５０席を確保して２４時間体制で業務を行っ

ている。工場のように時間が来れば全員が一斉に交代するのではなく、オペ

レーターはいくつかのグループにわかれて業務を行っており、各グループの

勤務時間が一部重なるようなシフト体制が採用されている。

また、コールセンターの立地場所の選定について、グルガオンはデリー首

都圏内の他の地域と比較して、電力供給の状態、業務スペース確保の容易さ、

通信回線の状態の良さ、オペレーターの通勤のしやすさとった点が優れてい

ると部門責任者によって評価されている。ただし、近年におけるコールセン

ターの増加とオペレーターに対する需要の拡大は、オペレーターの賃金上昇

を引き起こしており、経営者側にとって大きな問題として認識されつつある。

そのため、オペレーター確保といった点から、新たなコールセンターを近隣

の大都市からは比較的に距離のあるチャンディーガルやプネーなどに新設す

ることが考えられている。

Ｂ社：１９９９年１０月にグルガオンにインド資本によってThirdPartyと

して設立され、2000年に操業を開始した。現在このコールセンターには５５０

人が働いており、うち４５０人がオペレーターである。コールセンターでオペ

レーターが行っているのは、海外から商品注文などの電話を受けそれをデー

タベースに入力するというものであり、技術的な専門知識を必要としない比

較的単純な作業である。売り上げのおよそ７５％がイギリス向け、２５％がア

メリカ向けに行われた顧客対応業務によるものである。現在、オペレーター

用の座席数はおよそ３００席であり、その全てを利用している。操業時間は、
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インド時間で午後１時３０分から翌日の午前２時３０分であり、これは顧客の

需要にあわせて設定されたものである。オペレーターの勤務時間は８時間で、

Ａ社と同様にそれぞれの勤務時間が重なるシフト体制が採用されている。オ

ペレーターの勤続年数は短く半年程度であり、新規採用オペレーターの約８

割が新卒である。オペレーターは全て正社員として雇用されており、女性比

率は約４割で男性のオペレーターの方が多い。オペレーターの給料は月１万

ルピーM程度、チームリーダーで月1.8万ルピー程度である。オペレーター

はデリーやグルガオンに居住しており企業が提供するバスなどを利用して通

勤している。年間の離職率は８０％と極めて高い。人事担当マネージャーは、

その理由として他のコールセンターと比べて給料などの面で待遇が良くない

こと、デリー首都圏においてコールセンターが増加しているため転職が容易

であることを挙げている。とはいえ、人材確保という面で、毎年大量に新卒

者が供給されるため現在のところ大きな問題はないという認識を採用担当者

は持っている。

顧客対応業務に対する需要は拡大しており、この企業は２００３年３月に新

たにノイダにコールセンターを設立した。現在オペレーター数は５０名ほど

と小規模であるが、２００４年８月までに2,000名まで拡大する計画である。

オペレーターの募集にあたっては、新聞広告やインターネットを利用してい

る。また、既に自社で勤務しているオペレーターの紹介から採用に至る場合

もあり、多様なルートを利用してオペレーターを募集している。

Ｃ社：このコールセンターは、グルガオンに立地するアメリカ系ソフトウェ

ア企業が、業務受託サービス部門として企業組織内に設立し、2002年１月

に操業を開始したものである。主に、グループ企業の顧客を対象として技術

サポート業務、グループ企業向けの後方支援業務を行っている。およそ300

１４１ルピー＝約2.5円（2004年６月）
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名がコールセンダーで働いており、うち２００名がオペレーターとして勤務す

る。そのほとんどが２０歳代前半でありインド全土から人材を募集している。

オペレーターの月給は１万ルピーから２ノゴルピー程度であり、チームリーダー

になると２．５万ルピーから５万ルピーとなる。インド資本のＢ社と比較して

チームリーダーの給与水準が高い。これはＣ社が行っている顧客対応業務の

方が技術的な専門知識を必要とするためであると考えられる。現在、グルー

プ企業向けのみに顧客対応業務を行っており、電話などの受信は全てアメリ

カからのものである。ただし、今後グループ外の企業からも業務を受託する

ことを通じて事業を拡張していく予定であり、既にオペレーターの座席数を

500席にまで増設している。

当該企業はコールセンターを設立する以前の1991年からグルガオンでソ

フトウェア開発を行ってきたことに加えて、人員確保の容易さから現在の場

所にコールセンターを設立した。また、デリー首都圏にコールセンターを設

立するメリットとして、「インド南部とは異なって、デリーでは母語の影響

を受けない英語を話すことのできる人材の確保が容易である」との認識を担

当マネージャーは持っている。オペレーターの人材確保にあたっては、英語

を話す能力だけでなく、発音やアクセントなども考慮されていることがわか

る。

少ない事例であるものの、グルガオンでコールセンターを経営する企業は、

既存の施設のオペレーター座席数を増やしたり、新たにコールセンターを設

立したりして、当該業務に対する需要の拡大に積極的に対応していることが

わかる。また、電力供給の状態や業務スペース確保の容易さといったグルガ

オンのインフラなどの立地環境に対する評価も比較的に高い。しかしながら、

こうしたコールセンターの立地数の増大は、よりよい待遇を求めたオペレー

ターの転職という事態も生み出している。これに対して企業側は人材の確保

が容易な立地点を新たに模索する動きをみせている。
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３）オペレーターの特徴

業務受託サービスの輸出がインドから行われるようになって間もないこと

もあり、オペレーターの年齢は若く２０歳代が最も多いという特徴を持つ。

オペレーターは大卒者であり全て正社員として採用されている。先進国の場

合と異なり臨時職員や派遣職員として業務に従事するものはいない。オペレー

ターの月給は企業によって違いがあるものの経験１年程度は1万ルピーほど

である。経験を頓みオペレーターを監督するチームリーダーになると、企業

によって程度の差はあるとはいえ給料はこれまでの２倍程度もしくはそれ以

上の金額に達する。先進国において、コールセンターのオペレーターに占め

る女性の割合は高いとされる。インドの場合、女性だけでなく男性もオペレー

ターとして働いており、男性の比率が６割を占めるコールセンターもある。

ところで、こうしたオペレーターの採用にあたっては靴りのない英語を話

せることが重視される。ただし、コールセンターへの就職希望者の全てが大

学卒業時点でこうした基準をクリアーできるわけではない。そのため、コー

ルセンターに就職するための予備校のようなものも設立されており、英会話

や文法とともにコールセンターにおける基本的な対応業務に関する訓練を受

けて採用に至る者もいる。

例えば、グルガオンの工業団地ウドヨグ・ビハール内に2002年に設立さ

れたオペレーター養成学校は、大卒者を対象に英語の発音やアクセント、文

法などを教育している。現地でこの学校の経営者に対して行った聞き取りに

よると、大学卒業後すぐにコールセンターのオペレーターとして就職する者

もいるが、コールセンターに就職を希望する者のなかには英語能力が十分で

はないものもいる。そのためこうした養成学校に対する需要は大きいとされ

る。また、英語の発音やアクセント等については、学生にアメリカ式とイギ

リス式との違いを意識させながら教え、企業の要望に対応している。学生の

出身学部は商学部、理学部、文学部、工学部など多様であり、１ヶ月程度の

トレーニングで外資系やインド企業が設立した大手のコールセンターに就職
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する者もいる。もちろん、コールセンター側の採用窓口との関係を重視して

おり、採用担当者がこの養成学校を訪問し学生をリクルートする場合もある。

トレーニングなどのために学生側がこの養成学校に支払う費用は5,000ルピー

であり、学生の多くはグルガオンやデリーから通っている。

コールセンターへ就職を希望する学生について把握するため、この学校の

経営者を通じて、学生７名（全て男性、平均年齢２３歳）に対してアンケー

トを行った（表３)。

表３コールセンターのオペレータ養成学校に通う学生の特徴

働
き
た
い
理
由

〈
注
１
）

消
極
的
イ
メ
ー
ジ

（
注
２
）

学
費
の
負
担

英
語
学
習
開
始
年
齢

両
親
・
親
戚
と
の
会

話
に
用
い
る
言
語

卒番性年

出
身
学
部

両
親
の
職
業

業

号別齢 年

１男２３商学部２００３経営者両親７歳ベンガル語①

２男２１商学部２００３公務員両親３歳ヒンディー語①③①③

３男２０理学部２００３経営者両親４歳ヒンディー語 ①
英語

４男２３商学部２００２軍人本人５歳ヒンディー語 ①④②③
英語

5男塑商掌繍2003週役軍人両親５歳'鳥ノニ;〔ﾆﾘ:１$．。
両親６歳ヒンディー語①②④６男２４ 2002

両親４歳ヒンディー語①７男２８工学部１９９８ ③

注１：コールセンターで働きたい理由

①優れた職場環境、②高い給料、③先進的なイメージ、④友人が働いているか
ら

注２：コールセンターに対する消極的イメージ

①夜間勤務、②遠距離通勤、③不規則な生活

資料：筆者が２００３年１２月にグルガオンのオペレーター養成学校で行ったアンケート

調査による。
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彼らは初等教育段階までに英語学習を始めているものの、両親や親戚と話

す際には英語よりもヒンディー語などの母語を使用するものが多い。コール

センター業務について、深夜業務を行い生活が不規則となる辛い仕事である

という消極的なイメージを持っているものの、他の職業と比較して、オフィ

スという職場環境や給料などの待遇の良さといった点については積極的な評

価を行っている。養成学校に支払う学費は１人を除き、全て両親が支払って

いる。また、彼らの両親のなかには公務員や会社経営者、軍人などもいる。

コールセンターへの就職を希望してこの養成学校に通っている学生は高学歴

であり、比較的に裕福な家庭の子弟であることが窺える。

４）オペレーターの居住地と就業形態

デリー首都圏において、コールセンターは都市中心部ではなく開発が進行

している郊外部に多数立地している。資料を入手することのできたＸ社の事

例に基づくならば、コールセンターのオペレーターは主にデリー中心部から

郊外部のグルガオンヘと通勤している。

図４は、グルガオンの工業団地ウドヨグ・ビハールに立地するＸ社のコー

ルセンターで働くオペレーターの居住地を示したものである。この図からも

わかるように、当該コールセンターから直線距離で１５km～20kｍの地帯から

通勤するオペレーターが多い。なかでも、コンノート・プレイス南側に位置

する官庁街のさらに南側に広がるサウスデリー一帯には多くのオペレーター

が居住している。この地区には高級住宅地があり、また公務員や軍の将校向

けの住宅地も所在する。こうした地区からグルガオンのコールセンターへと

通勤する者もおり、比較的に裕福で教育水準の高いと思われる家庭の子弟が

コールセンターのオペレーターとなっている様子が窺える。

このように、デリー首都圏においては郊外部にコールセンターが立地する

のに対して、コールセンターで働くオペレーターは郊外部よりも都市中心部

寄りに居住している。こうした配置の空間的な関係は、都市中心部から郊外
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部へと向かう通勤パターンを生み出しており、近年におけるインド大都市の

都市構造の変動を考える上で興味深い。

ところで、インドのコールセンターが行う顧客対応業務は、アメリカやイ

ギリスに居住する人々を対象として行われている。特に電話による顧客対応

業務の場合、オペレーターと顧客とは空間的に隔絶されているものの、通信

技術によって結びつけられており、オペレーターは顧客の要求に対して遅延

なく対応する必要がある。そのため、オペレーターの勤務時間はアメリカや
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注：２００３年１２月１９日が勤務日となっているオペレーター１１３名の居住地を示し

た。（筆者原図）

資料：Ｘ社資料より作成。
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イギリスなどで需要が拡大する時間帯にあわせて設定されている。例えば、

インドとアメリカにはおよそ半日の時差があり、アメリカが午後の時間帯に

オペレーターの多くはインドで顧客対応業務に従事する。それは、インドで

は夜間の時間帯にあたる１５゜つまり、インドのオペレーターの勤務時間は、

空間的に遠方にあるアメリカやイギリスの需要にあわせて決められている。

こうした勤務時間に対応するために、インドのオペレーターは夕方に家を出

発し企業側が用意したバスや乗り合いタクシーを用いて郊外部にあるコール

センターに通勤し、そこから次の日の午前中に帰宅するという勤務をこなし

ている。こうした就業形態に対する前述したコールセンター就職希望者の評

価は低い。また、不規則な勤務時間は家族や親戚、友人との社会関係に大き

な影響を与えており、そこから生じる精神的なストレスを社会問題として認

識する動きもある'`・

海外向けの顧客対応業務を受託するコールセンターの立地は、インドにお

いては比較的高額な所得を得るオペレーターを増加させるとともに、これま

でインドにはみられなかった就業形態を生みだしている。

Ｖ、おわりに－コールセンター立地の地域的インパクトー

インドのIＴサービス輸出は経済自由化以降急激に拡大し、インド経済に

大きなインパクトを与えるようになってきた。なかでも近年急速に成長して

いるのが、アメリカを最大の需要先とする情報通信技術を活用した業務受託

サービスの輸出である。こうしたサービスの生産拠点となっているのがコー

ルセンターであり、インド大都市に立地している。

コールセンターを設立しているのは、インドをパックオフィスとして活用

しようとする先進国の多国籍企業だけではない。業務受託サービスの成長を

見込んだインド企業もまたインド大都市にコールセンターを設立し、顧客対

１５鍬塚（2004）の図３を参照。
!`２００３年１２月２０日付HindustanTimesによる。
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応業務や後方支援業務などを先進国企業から受託している。インドにおいて

コールセンターの立地数が最も多いのがデリー首都圏であり、デリー首都圏

の郊外部には、その分布形態から「デリーIＴサービス回廊」とも言うべき

ＩＴサービス産業の集積地が形成されている。

以上のように、本稿ではインドにおける業務受託サービス輸出の拡大につ

いて検討するとともに、その立地単位であるコールセンターの分布の特徴に

ついてナショナル・スケールから把握した。加えて、コールセンターの集積

が著しいデリー首都圏を取り上げて、都市スケールからその立地パターンを

検討した。最後に、コールセンターの立地が既存の都市構造に与える地域的

インパクトについて、デリー首都圏の事例に基づいて考察しておきたい。

デリー首都圏の郊外部を指向したコールセンターの立地は、郊外部におけ

るオフィス開発を促す要因となっている。また、郊外部のコールセンターで

働くオペレーターの増大は、都市中心部の住宅地から郊外部へと向かう通勤

パターンを生みだしている。デリー首都圏では住宅地の郊外化に先んじた産

業立地が都市の外縁的な拡大を促し、都市構造の再編が進展しているように

もみえる。言うまでもなくこうした都市構造の変化は、インド国内の要因に

よってのみ促されているというよりも、先進国企業の企業戦略の変化に伴っ

た業務受託サービスへの需要の拡大という外在的な経済環境の変化に大きな

影響を受けている。

また、都市中心部から郊外部へと通勤するようになったオペレーターの就

業形態に着目するならば、都市構造の変化は形態的な側面にとどまらないこ

とが予想される。というのも、オペレーターはアメリカやイギリスの生活時

間を対応する形で、深夜に及ぶ勤務をこなしており、彼らの生活パターンは

アメリカやイギリスの時間の流れから直接的な影響を受けるようになってい

る。加えて、例えばアメリカがクリスマス休暇に入ればインドのコールセン

ターも休みとなるといったように、消費活動を通した「文化」の受容といっ

たものとは関係なく、サービス生産といった局面において海外の生活パター
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ンがインドに居住するオペレーターの行動にも直接的な影響を与えるように

なってきている。コールセンターの立地は、産業立地と郊外開発という側面

にとどまらず、新たな通勤パターンや就業形態を生み出すことを通じて、デ

リー首都圏の都市構造に大きな影響を及ぼしている。

経済自由化以降インド大都市へのＩＴ産業の集積が進展し、多国籍企業だ

けでなくインド企業もそこを拠点として、ソフトウェア・サービスや顧客対

応業務、後方支援業務といったサービスを先進国に対して供給している。離

れた場所間の機能的な統合過程をグローバル化の過程とするならば

(Dicken2003）インド大都市は、こうしたＩＴ産業の立地によって、先進国

(アメリカ）との機能的な統合という過程から大きな影響を受けている。な

かでもコールセンターで行われる業務は、インドとアメリカとの時差を無視

するかたちで行われており、その立地は機能的な側面だけでなく時間的な側

面においても、インド大都市に大きな影響を及ぼしていると考えることがで

きよう。インド大都市はサービス輸出という新たな回路を通じて、これまで

にない大きな変貌を遂げつつあるといえる。

［付記］

本研究は、平成１５年度科学研究費補助金基盤研究(A)(2)「経済自由化後

のインドにおける都市・産業開発の進展と地域的波及樹造」（代表者：岡橋

秀典、課題番号：13372006）による研究成果の一部であり、その骨子につい

ては日本地理学会2004年度春季学術大会（於：東京経済大学）において発

表した。
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