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アジア・タイの展望と日系企業  タリサー・ワタナゲート Dr. Tarisa Watanagase元タイ中央銀行総裁

タリサー氏略歴：リーマ

ンショック時にタイ中央

銀行総裁を務める

（2006-2010）。慶応大学

で学部･修士卒後、タイ

中央銀行に入行、その

後ワシントン大学(セント

ルイス)で経済学博士号

を取得。2011年 11月か

らは国際通貨基金(IMF)アジア太平洋局

(APD)諮問委員会委員、サイアムセメント

(SCG)社・三菱 UFJ ファイナンシャル・グル

ープ社など、タイ英米日企業の 社外取締

役・アドバイザーを兼務される。 

1. 世界の成長を牽引するアジア  

 （6つの特徴） 

①中国、インド、アセアンに代表されるアジ

アの各国は世界全体の輸出の 36.9％を占

め、将来的に世界経済のエンジンとなりうる。

また、すでにいくつかの地域で経済統合が

進んでおり、今後一層の統合が見込まれる。 

②アジアは世界の人口の 60％（45億）を占

めており、将来も高い可能性がある。図 1

をご参照。アフリカは増加、他地域はあまり

伸びない。現在から 2050年まで、さらなる

人口増が見込まれる。 

③顕著な都市化と中産階級の拡大：2014

年の時点で、中国は 54.4％が都市部に居

住し都市化が進行しており、世界平均の

53.6％を上回る。アセアンとインド（特に後

者）には今後の都市化について依然として

大きな成長の余地がある。 

④ 先進国に比べ民間・政府の消費の拡大

の余地が相当量存在している。膨大な人口、

止まらぬ都市化、中産階級の拡大は先進

国に追いつくための重要な指標である。 

⑤民間消費、政府消費、総計指標から、

すべての面で消費拡大の大きな余地が

あり、中産階級

化の余地が大

きい。 

⑥アジアは、

図 2に見るよ

うに、インフラ

が著しく不足し、

日米に比較して

も高額な輸送費

となっている。電

気、交通、通信、

上下水道、衛生設

備なども大きな改

善の余地がある。

➡インフラへの投

資は東アジア・東南アジア・南アジアで

2010年から 2020年の間に 8兆ドル（約

640兆円）必要である（アジア開発銀行推

計）。 

 

２．タイでのビジネスチャンス 

2-1短期展望：（現在の経済概況とタイの競

争力の改善） 

 現在の経済状況
はこの数ヶ月、

良好で、特に輸

出と観光産業は

拡大し続けてい

る。また民間消

費、民間投資も

今後も拡大する

と予想される。公

共支出

は EEC

メガプ

ロジェ

クトなどで、今なお成長要因と

しての側面を保っている。 

 また、GDP成長、経常収支

の指標もすべてプラス方向で

あり、輸出、観光産業と国内需

要の持続的な成長に支えられ、タイ経済

はさらなる速度での成長が見込まれる。 

 さらにビジネスのやりやすさ、競争力ラ

ンキングで、最近の世界経済フォーラム

（WEF）でも 46位から 26位に上昇し、高

評価である。そして 3年前から大きな改

革が進行中であり、近隣 CLMV（カンボ

ジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム）、南ア

ジア、中国南部への玄関口として戦略

的要衝地である。また東部経済回廊 

EECは、今後のタイ経済の成長エンジン

であり、中国と日本からの高速鉄道、運

行システムなどの投資提案も進行中で

ある。 

 

 

GDP当りの輸送コス 2012-13 インフラ競争力指数 2015‐16 

図 1：地域別人口 1950-2015推定（左）と 2015-2100中位推計 
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タイの競争力（世界経済フォーラム WEFの評価） 

1. マクロ経済環境（13位→9位）： 

 インフレーション (88位 → 53位) ：否定的状況か

らの黒字転換による。 

 国債(60位→54位)と 収支均衡(13位→10位)  

2. インフラ(49位→ 43位) :  

 すべての輸送手段で、特に鉄道路線 77位→ 72

位、航空輸送 42位→39位。 

 携帯電話加入 55位→5位。 

 
 

図２ インフラ改善の大きな余地  
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 2-2 長期展望（タイランド 4.0 とタイ東部経

済回廊 (EEC) ） 

 タイランド 4.0は、ドイツの第 4の産業化

の波を模し、New Thailand として、より発

展し、且つバランスの取れた国になるこ

とを目的として、次世代のインフラ、先進

的・革新的な産業、より良い人々の生活

を目指し、新しい法案と制度の制定を準

備するタイ政府の 20年目標である。骨

格は以下通り。 

 8年で 2兆バーツを超えるインフラ投資

=5つの計画： 

1.水路網開発：港湾開発、水路の効率

改善と堤防の整備  

2．高速道路網開発：農村

地域、観光地域へのアクセ

ス改善、都市と生産拠点を

つなげるネットワーク、国際

輸送ネットワーク、多チャン

ネル輸送システムにつなが

る道路施設改良 

3.タイの空輸競争力の強

化：空港の効率改善、空の

交通の効率を世界基準に

合うよう改善、航空機の効

率向上 、航空機産業団地

の設立 、民間航空のため

の建物建設  

4. 都市間鉄道網の開発：

設備とインフラの改善、複線軌道の開発  

5. バンコクと近隣地域の交通開発：10

の電車路線、3,183台の NGV（天然ガス

自動車）バスの購入と駐車場の改良、バ

ンコクと近隣地域の交通網と橋の開発 

 新しい法案と制度の制定（BOT＝タイ中

央銀行は、外国為替規則の規制改革を

次のように開始）：ビジネスのやりやすさ

を強化するため、BOTの定めた規制を

今後見直していくための第一歩で、明快

さと透明性を向上し、冗長性を減少させ

るための改定で、次の例をご参照： 

・民間部門が、BOTの設定した枠組み

の中でリスク管理・方針管理し、外国為

替取引と外国為替ヘッジをしていくことを

許可する。 

・BOTが特定の外国為替取引を事前承

認するに当たり、手続き簡素化、ペーパ

ーレス化、必要条件を撤廃する。そして

市場への新規参入を許可し、効率性・柔

軟性を向上させる電子取引を奨励する

にあたり、地域の接続性を促進する地

域通貨の使用を緩和させる。 

 東部経済回廊（EEC）：タイランド 4.0のメ

インエンジン。EECは、4中核地域、15

プロジェクト、5最優先プロジェクトからな

る。最初の 5年間で 1.5兆バーツ（430

億 US ドル）を政府・民間より投資する（3

つの飛行場、3つの深海港と高速鉄道、

新産業や医療産業などをつくる）計画。 

 この計画の目的は、東部３県にまたがる
イースタン・シーボードの高度化にある。

特に、新たなインフラ投資の着手、投資

家への優遇措置、煩雑な手続きの簡素

化により、ターゲットとなる産業の利便性

を図る。投資誘致のために、国営企業に

よるいくつかのプロジェクトが始動してお

り、続いて 2018年後期に PPP（官民提

携）活動が期待されている。 法人税減

免などの優遇措置については、EEC法

案が国民立法議会の第一読会により承

認され、2017年末の施行までに 60日

間の綿密な審査が委員会によってなさ

れる。 

 EEC地域には、160のプロジェクトへの

投資が奨励され、世界のグローバル企

業が名乗りを上げている。 

 

3. タイの日系企業ビジネスの状況 

（ジェトロ (JETRO) の調査結果に基づく） 

 1985年プラザ合意（為替変動制で 1 ド

ル 85 円の時代）後のビジネス再配置で、

日本企業のタイ進出が加速される一方、

タイは投資歓迎でウィン・ウィンの関係

ができる。 

 約 5,444社の日系企業と 10万人の日

本人（居住者と駐在員）がタイに居住。

日本人学校は国内以外では最大規模で

日系ビジネスコミュニティができる。 

 タイは日本人にとってなじみが深く、快
適に事業を続けていくことができる土地。 

 ジェトロの「2017年上期タイ日系企業景

気動向調査」によれば、景況感は 5期

連続で改善幅が拡大し、今後さらに拡大

する見通しと予測、特に設備の投資増を

見込む企業は、前回の 30％から 44％と

なった。 

 EECへの計画･関心も 39％が積極的。 

 

質疑応答 

1. タイ経済は、数か月は好調と理解した
が、通貨危機時は行き過ぎだったかど

うか？➡景気は 1997年次と今の環境

を比べると、より弾力性がある。また以

下の理由 

① 固定相場から変動相場になった。つ
まり弾力性が導入され、いまは全然

違う環境になった。 

② 外貨プールは 1700-1800億 US$あ

り、総輸入価額と同じなら良い中で、

何倍以上ストックの状態。 

③ 当時、海外からの借り入
れは、短期 80％で不安定な状況で

あったが、いま短期 20％、長期

80％の状態。また短期借入額も高

い額でなく、通貨準備も弾力性があ

る。 

④ 金融機関も努力、改善して
いる。2008-9年のリーマンショック

時も、タイの金融機関、企業も弾力

性があり、借入れは、資本金 7-8

倍から、今 1-2倍になった。また私

自身 SCGの取締役になり、企業の

数字、リスクマネジメントにより注目

し、慎重に対応しているのが分かる。 

⑤ タイだけでなく各国の成長が望まし
いが、成長と安定に注目する必要

がある。 

2. EECのインフラ投資の資金調達を PPP 

(公民連携分担) で賄うことについて➡ 

資金調達は、中央銀行の直接責任で

なく、NESDB (タイ国経済社会開発委

員会) や財務省が関わり、中央銀行は

長期の投資再生に関わる。財務省の

規律も良い。政府の負債は、GDPの

50％以下にしたい。今 66％は、健全か

どうか？8兆バーツを 8年に分けて処

置する一方、経済の諸事情を見て調整。

PPP も、回収、運営の考慮点。経常収

支の課題や、通貨準備もかなりあるが、

全体として国のランキングに影響する。 

3. 通貨準備と為替制度について➡今、為
替は、固定相場から変動相場になり、

輸出入で投資者にとってバーツ/外資

が入ってきやすく、調整はあまり要らな

い。外貨は 1700億ドル持っている。た

くさん持つと損する場合がある。バーツ

が高くなると問題で、1＄の損で、影響

が大きく、国民に報告は大変になり、タ

イ、マレーシアはあまり持たない状況。
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TNI 第１期生のビジネス･ストーリー（起業体験と日本企業とのビジネス） ウッティポン パニッセッタコーン 

[TNI経営学部工業

経営学（IM）課程第１

期卒業。化粧品製

造業で、120人の社

員のクオリティ・プラ

ス・エステティック・

インターナショナル

（QPAI）社他、4社

を経営] 

 

 

私の出身と TNIでの経験 
 スパンブリー県農家の生まれ。親からは、よ
り良い生活のために一所懸命努力することを

学びました。一方 TNI奨学生として勉強する

機会を得たことは、私にとって、第二の生誕

です。 

 当時は小さいながらも非常に温かい大学で
約 200人の友達たちと勉強する楽しい時でし

た。また一年次から学生会長に選ばれ、多く

の活動をする機会を得ました。私は PRチー

ムに参加し、TNIを宣伝しました。理由の 1つ

は、当時 TNIは、あまり知られてなく、少なくと

もタクシー運転手が知って、お客さんを道に

迷わずに連れて来てくれるようにしなければ

と、強く思ったのです。 

 DYEA（デンソー青年地球行動）プログラムに

応募し、北海道と名古屋での環境キャンプに

タイ 12名の一人に選ばれました。海外は初

めてで、すべてが新しく学ぶことでした。また

TNIでの最後の頃、静岡インターンシップに

参加し、浜松の天竜精機社に 2ヶ月間お世話

になりました。ホテル代と交通費以外は自己

負担で、貯めてきた２万バーツを、飛行機の

チケットに使ってしまいした。そして、その 2 ヶ

月の生活のために、英会話教師と英語翻訳

のアルバイトをしました。日本訪問は 3回目

になりましたが、貴重な海外体験で、実際の

日本人の文化・習慣を習い、特に、仕事に役

立ちました。また TNIの本当の価値であるモ

ノづくり概念を理解することができました。 

 

米国会社での実務経験と起業 
 卒業して、米国の、世界第３の自動車サスペ
ンションメーカーのオファーを受け、セールス

サポートスタッフとして働きました。米国勤務

中に日本出張や、中国で営業を経験。中国

の大気汚染の中で、スキンケア・化粧品の仕

事がやりがいがあると感じました。「８ヶ月で

は短かすぎる」と言われるかもしれませんが、

私にとって自分が望んだことでないと分かり、

その仕事を何も考えず継続することは、危険

でした。 

 大学で、インターンシップを受ける前に、私が
アルバイトで教えた学生のおじさんとビジネ

スパートナーになりました。4〜5人の従業員

しかいない最初の時、残念なことに、梱包在

庫は、オーバーストックの状況で、1,000万バ

ーツの借金になりました。 

 それで絶対やりとげないといけないと思い、と
にかく、在庫を徹底的に管理し、3 ヶ月以内に

その状況をやっと乗り越えることができました。

問題解決はとても簡単な次の 3つの解決方

法でした：①何があっても、どんなに大変な面

にあっても、期日通り、給料を払うこと。②3 ヶ

月以内に借金問題を解決し、この会社を安

定な状況に戻すこと。③純利益の 10％は従

業員のボーナスとして提供すること。 

 

ベトナムと中国へ進出 
 4年前に海外展開の重要性に気付き、最初

に市場調査を行ったのはベトナムです。私の

会社に来たことがあるベトナム人の友達がち

ょうど興味を持ち、結局ビジネスパートナーと

なり、まず、ホーチミンに事務所を設置しまし

た。 

 多くの人が、ベトナム人は信頼できないとか、
よく騙すとか、注意しなければならないと言っ

ていましたが、相互のパートナーになるには、

『信頼と尊敬は長期的なビジネスのために非

常に重要』と、私は彼らに強く言いました。初

めは毎月 2万 THB くらいの小さなオフィスを

借りて、スタートしましたが、現在は 3地区に

新しいオフィスがあり、50以上のプロジェクト

を行っています。 

 2016年、中国にも事業拡大し、河南省鄭州

に事務所を設けました。 私の会社に勤めて

いた若い中国人スタッフが、実家に戻る必要

があり、その機会を活用して彼をビジネスパ

ートナーにしました。現在、私たちは化粧品

の OEM を行い、中国に製品を輸出していま

す。 eコマースチャネルを通じて、販売するこ

とで、中国に輸出したいタイ人のための中国

FDA（食品医薬品局）・その他の書類サービ

スも提供しています。 

 

タイのプロダクト･チャンピオン 
 私たちはアイ・ティ・オー社と仕事をさせて頂
いています。オー

ナーの伊東氏は世

界のトップビタミン

Cデリバーティブの

研究者です。 

 我が社の研究開発
チームは、Purified 

Xanthone と

GO-VCを主な成分

として使用し、アク

ネ(にきび)治療製

品を作りました。我が社の第一ステップで、日

本の活性成分とタイの成分の完璧な組み合

わせ商品です。お陰さまで海外に注目され、

この成分を 10カ国以上に輸出することができ

るようになりました。 

 日本のパートナーから招待され、日本とブラ
ジルの展示会に出展させて頂きました。国際

化粧品展コスメ Tokyo 2017展示会のブランド

紹介プレゼン者にも招待されました。日本の

原材料ジャーナルにもタイ国産の成分の話も

掲載されています。 

 今年は当社のこの製品がタイのプロダクト・
チャンピオンに選ばれ、先月もまたフランスの

パリでこの製品と成分について発表させて頂

く機会を得ました。 

 

日本の企業文化の我が QPAI社への貢献 

 ５Sやカイゼンなど仕事の基本になることが

たくさんありますが、毎月カイゼン大会を開催、

優秀３チームを選び、モチベーションとして、

賞を与えています。また次の実績数がありま

すー顧客の苦情削減 51.63％、原材料ストッ

ク削減 16％、プロセス中の欠陥削減 2％以上、

削減率と維持率の管理、従業員からカイゼン

プロジェクトを１００以上提出。これらの結果、 

 私たちはタイの第 9回中小企業賞を受賞しま

した。それと私が誇りに思うは今のスタッフ 10

人以上は、TNIから卒業した後輩です。 

 

結論 
 TNIの第１期学生であったこと、またＴＮＩの卒

業生であることを非常に誇りに思っています。 

もしＴＮＩのチャンスを得ることがなければ、今

の私はなかったのです。 

 米国企業と日系企業での経験はすべて、私
の会社のために、すごく勉強になりました。 

 しかし日本人の仕事のやり方をそのまま
100％タイ人に適用することは難しいと思いま

す。楽しくリラックスして仕事するのが、タイ人

の文化習慣ですので、彼らがより楽に仕事で

きるように理解しサポートする必要がありま

す。 

  社員は会社の生きる資産としてとても大切で
す。 彼らをパートナーとして大切にし、会社

目的を共有しながら、一緒にやっていくやり

方が、彼らの全力を出すモチベーションにな

ると信じています。社員が経営者のために仕

事をしてくれる「従業員」だけだと思うなら、長

期的なパートナーを得ることは決してありま

せん。彼らのアイデアを尊重し、よく聞き、成

長する場所を作っていくことが大切です。 

 

質問１：TNI入学の理由： 

➡奨学金と親団体の TPAの存在と日本との関

係を事前に調べて、選びました。 

質問 2：借金と在庫 3 ヶ月を具体的にどう解消し

たか？： 

➡サプライヤーへの支払いを 30日間から 60日

間に延長してもらう一方、工程カイゼンなどで、

在庫量を抑えることができました。

後輩 TNI生のスタッフと 
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 タイ 138大学 357チームを勝ち抜いた TNI生のマーケティング提案

  これからご紹介するのは、「U-パワ

ー(大学)デジタル・アイデア挑戦」という

デジタルマーケティング企画力大会です。

主催は教育省とデジタル経済社会省で、

全国１３８大学から３５７チームが参加し

ました。 チュラーロンコーン、タマサート、

アサンプションなど有名大学も参加して

います。私たち学生がスポンサーから出

された課題のマーケティング・プランを考

えて提案することで、2017年 3月から 4

か月間この課題に取り組みました。スポ

ンサーは、バンコク航空、 飲料会社のピ
ウリク、マンサム、電話の DTACなど、タ

イで有名な大企業です。  
 

大会の目的と期待、実施内容 

 大会の目的と、スポンサーの期待は、次

の３つです：①タイの学生にマーケティング

についてアイデアを考え、提案する機会を

設けること。②学生の考え方、特に学生・若

者に、どんなマーケティングを考えたらいい

かに深い関心を持ち、主催。③スポンサー

企業は優勝したチームの作品を使って、実

際にマーケティングに使うことができる。 

  大会は 2017年 3月から 6月に 1回戦か

ら 3回戦まで 3段階に分けて行われました。

①１回戦はビデオで各チームのマーケティ

ング･プランを紹介するもので、全国１３８大

学、３５７チーム

がビデオをつくり、

参加しました。そ

して、この中から

５４チームが選ば

れました。②２回

戦ではスポンサ

ー から 20,000バ

ーツの資金をもら

って、イベントを

行い、その結果も

含めてビデオに

撮って、決勝大

会に臨みました。

③第３回は決勝

大会で、５分のプ

レゼン コンテスト

です。 

 決勝大会では、幸い私たちが優勝出来ま

した。大会の審査基準は、右図の通りです。 

 それではコンテストのビデオと私達のプラ

ンをご覧ください(TNIウエブ頁をご参照)。 

https://www.youtube.com/watch?v=LW6i0R

mTzqE 

 

日本企業の方への提案 

  最後に、僭越 ですが、タイと日本企業の

皆様にたいして、私たちが考える、このコン

テストの意義をご紹介します。 

 タイの若い人へのマーケティングを考

える際に、私たちのプレゼンを参考に

していただければ幸いです。 

 若い人たちへのマーケティングを考え

る際に、押し付けるようなハードセール

は嫌われ、却って anti-adsになるかも

しれません。 むしろ、若者たちが好き

なことを探して、そのような活動をプロ

モートして、マーケティングした方が良

いと思います。 

質問と回答：学生は、テレビより SNSにア

クセスしたほうが良いということがよくわか

った。日本語と日本の会社への関心など

は？    

➡日本語は、①中学のとき日本へ行きまし

た。②高校時代に日本に留学しました。③

アニメ・マンガで日本に関心がありました。

④高校では日本語は勉強しなかったが、

日本文化が好きで TNI を選びました。日本

企業に勤務したいです。 

 左から、Jセミナーで発表

するサラット君、サオワラッ

クさん、ピスピロムさん、シ

ラサック君のマーガレット

シング・チーム 

 下左は、２０１７年７月６日
決勝大会でタイ総理杯・賞

状と５万バーツ奨学金を渡

される TNIチーム 

 下右は、決勝大会のプレ
ゼンシーン 

 


