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THE BIG

AECでASEAN経済は着実に活性化
⇒AECがスタートしたものの、未だ課題は山積
⇒但し、着実に統合は進んでおり、ASEAN域内での資金の流れも活性化している
⇒ASEAN経済統合の流れは止まらない
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ASEAN企業の挑戦と成長
⇒ASEAN企業は先進国の取組みをよく学び、経営は洗練されてきている
⇒もともとの強みである現場のナレッジやスピーディな意思決定もあり、存在感は増す
⇒但し、ブランド力や技術力など、広域展開に向けた課題も抱えている
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日本企業にとっての、
ASEAN企業の重要性は拡大
⇒ASEANの動きをつかむ、ベンチマーク先としてのASEAN企業

⇒大きな脅威となりつつある、競合としてのASEAN企業
⇒互いの課題を補完する、Win WinなパートナーとしてのASEAN企業
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1 ASEAN 経済共同体（AEC） の発足

A

ASEAN地域の成長に向けて各国が一体となった取組みとして、

AEC の 2015 年時点進捗

2003年に構想された ASEAN経済共同体構想 （AEC） が、2015年

単一の市場 ・ 生産拠点

12月末より発足した。 当初設定された目標の中で達成できないも
のも残ったが、それらは引き続き、10年後に向けた 「AECブループ
リント 2025」 に沿って取組まれることとなる。
AEC発足までの目標として 以下の 4分野において 611 の達成
すべき項目が設定されていたが、2015年末時点で、全体 611項目
の 79.5%、うち主要な 506項目の 92.7%を達成したとの報告がな
されている。 A 特に関税撤廃や世界経済への統合が進んだが、
非関税障壁の未解決など、課題も残った。 達成率の計算方法は
実態を示したものとは言い難く、AECを推進した ASEANの閣僚経
験者は直近、「AECの達成状況はまだ、ABCで言うところの Cであ
る（Aが最高評価）」 と発言している。
1番目の目標、「単一の市場 ・ 生産拠点」 はヒト ・ モノ ・ カネが
ASEAN 域内で自由に流通し、広域で統合された経済圏を創出す
ることを目指している。
モノの移動について、関税の撤廃は順調に進み、2018年には後発
加盟国も含め、原則 0%関税となる見込みである。 但し、貿易を妨げ
る非関税障壁として残るものは多く、解決は進んでいない。 ASEAN
域内で連携した効率的な税関 ・ 輸送制度の整備も途上である。
カネの移動について、域内投資の自由化は、優先分野１） では進
んでいるものの、投資の自由化に伴う各国の法制度改正の遅延も

1

主要 506 項目達成率

ヒト ・ モノ ・ カネの自由な移動により、
ASEAN でひとつの市場を形成
> 物品、サービス、投資、資本、熟練労働者の
自由な移動を目指す
> 優先統合分野を設定する

2 競争力のある経済地域
ASEAN 経済圏を下支えする共通基盤を整
備し、競争力を向上

> 交通、エネルギー等の共通インフラを構築する
> 競争政策、消費者保護、知的財産権、税制、EC
についての基盤を構築する

92.4％
90.5％

3 衡平な経済発展

全ての ASEAN 加盟国が経済統合で等しく利益を
享受し、前進
> 中小企業支援スキームを構築する
> ASEAN 統合イニシアチブ（IAI） における複数の
プロジェクトで、後発加盟国の経済発展を促す
施策を検討する

4 世界経済との統合
ASEAN の中心性を維持しながらも、域外と連携し

100 ％

％

た発展を志向
> AAPEC、RCEP、TPP 等の対外経済関係と協調する
> グローバルなサプライチェーンへの参画を目指す

100 ％

AEC目標達成率合計
全 611 項目

主要 506 項目

79.5 ％

92.7 ％

あり、予定より遅れている。
ヒトの移動について、ASEAN諸国は優先 8職種 2) について、相互
承認協定に署名。 うち、エンジニアリングと建築分野では対象者に
ASEAN公認の資格を付与できるようになった。 但し、資格を得ても自
動的に海外で就労できるわけではないのが実情である。 その他の職
種について、例えば、タイで外国人看護師が働くにはタイ語の国家資

ネットワークを構築中であり、TPP （環太平洋戦略的経済連携協

格試験に合格する必要があるなど、完全な自由化はまだ先である。

定）、RCEP （東アジア地域包括的経済連携） の早期実現に向け
た調整が進んでいる。 TPP と RCEP を基盤とした貿易自由化の

2番目の「競争力のある経済地域」 については、輸送インフラ、エ

取組みが AECによって加速し、将来 「アジア太平洋自由貿易圏」

ネルギー、電子商取引等における基盤整備がテーマとして挙げら

（FTAAP） へと進展すれば、域内の事業構造が大きく変わる可能

れている。 知的財産や消費者保護、競争政策にかかる制度の構

性もある。 但し、TPPにはタイ ・ インドネシア ・ フィリピン等の国は

築等、進んでいる分野もあるが、とくにインフラやエネルギー分野

参加しておらず、今後の彼らの動向によっては、ASEANの経済発

は、目標の達成が遅れている。

展レベルが TPP参加 ・ 不参加国間で 2分化される可能性もあり、
引き続き注視する必要がある。

3番目の 「衡平な経済発展」 においては、中小企業への支援ス
キーム構築を中心に順調に進められている。 ただし、ASEAN 加盟
国間の経済格差は大きく、一朝一夕で効果が出るものではない。

2015年の AEC発足を受け、新たに 2025年までを目指し、「AEC
ブループリント 2025」 が制定された。 新ブループリントでは、今ま
での AEC実現において妨げとなっていた各国の規制ハードルや、

4 番目の 「世界経済との統合」 について、ASEANは周辺地域と
1 ) 優先分野は、空運、e-ASEAN （電子政府）、ヘルスケア、観光、ロジスティクス
2 ) 優先 8職種は、エンジニアリングサービス、建築サービス、看護サービス、
観光専門家、会計士、開業医、歯科医、測量技師

公的部門の透明性の改善に踏み込んだ、より現実的な方針が示さ
れている。 また、重点産業分野を定めて業界横断的な取組みを
推進し、生産性の向上や技術革新を目的に据えるなど、より民間 ・
産業分野の貢献が強調されたものとなっている。 今後、一層の民
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間対話を通じた、民間セクターからの AECの後押しを期待したい。

①について、タイの Siam Cement Group （SCG） は、ASEAN
Sustainable Business Leaderというビジョンを掲げ、ASEAN 広域
で事業拡大を進めている。 もともとはセメント事業を主としているが、

2 AEC による ASEAN 現地企業の躍進

数十社にのぼる M&Aを通じて海外事業や産業の多角化を進め、
今や全体の 6割がセメント事業以外、また、全体の 4割がタイ国外

AECへの取組みはすすんでいるものの、行政の未熟さやインフ

からの売上である。 SCGの躍進の背景には、グローバル展開に備

ラの未整備等、課題は未だ山積している。 また、地理的事情や産

えた先進的な社内体制の構築がある。 彼らの戦略構築、意思決

業の進展度により、各国 ・ 産業間で AECに対するモチベーション

定プロセスやグローバル人材育成は、もはやグローバルの多国籍

に差があることも、ボトルネックの解消が難しい要因となっている。

企業並みである

但し、ASEANの一部企業は着実に AECを好機と捉え、越境や

②について、マレーシアの携帯電話 ・ 通信事業者 Axiata は、

事業の域内最適化を進めており、それが実質的に AECを後押し

近年積極的な M&A により急速に拡大。 2012 年にカンボジア、
2013年にインドネシア、2015年にはミャンマー ・ ネパールと、次々

する構図となっている。
例えば、ASEAN 域内での投資活動は近年活発化しており、

に同業者の株式を買収している。 彼らは各国の発展段階に応じて

ASEAN国同士での直接投資額は、2009年には 100億ドルに達さ

戦略を変えており、例えば、ミャンマーであればまずインフラを整備

なかったものが 5年後の 2014 年には 200 億ドルを超える規模に

し、カンボジアであればコア・サービス（通話・ショートメッセージ等）

なった。

B

を安価で提供して携帯電話市場の成長をサポートする。 一方、イ

ASEAN国からの投資先として、金融 ・ 貿易の中心国であるシン

ンドネシアやマレーシアは、既に携帯電話は普及しているため、オ

ガポールへの資金流入はもともと大きかったが、豊富な資源があり

ペレーションの効率化やマーケティングの精緻化に重きを置く。 こ

消費市場も成長しているインドネシアやベトナム、そして今後の発

のように各国別のアプローチをとりつつも、調達や IT インフラ、トレ
ジャリー業務などの共通部分はマレーシアに一本化し、グローバル

展が期待されるミャンマーへの先行投資が目立ってきている。

でのコストダウンを図っている。

また、投資する側として、今までは投資を受入れる側であったマ
レーシアやタイ、インドネシア、フィリピンの存在感が高まってきてい

また、インドネシアの食品会社でビスケットやコーヒーを展開して

るのも着目すべきポイントである。

いる Mayoraは、ASEANを中心にグローバルで自社製品を販売。
以上のような、ASEAN域内における投資資金の活性化の背景に

他国展開においては、意思決定プロセスやマーケット調査、ローカ

は、AECによる先行き変化を読み、いち早く投資を振り向ける現地

ライズの手法等をマニュアル化し、それを各国の質の高いローカル

コングロマリット企業の動きがある。 ASEAN各国の大手企業が、他

人材に執行させることで、効率的で勝率が高いグローバル展開に

ASEAN諸国への投資や M&Aを活発化してきているのである。

成功している。 マーケット調査においては、現地研究機関と提携

AECを背景に活発化している ASEAN現地企業の投資パターン
は、下図 B①から③のとおり、大きく 3 タイプある。

B

したり、ショッピングセンターでサンプリングプロモーションを行う等、

B

精緻で定量的なアプローチを行っている。

ASEAN 企業による ASEAN 域内の投資拡大
ASEAN 域内の対外直接投資 [USD mil]

AEC を背景に活発化している ASEAN 現地企業の投資パターン

25 , 000

ASEAN 域内全体で事業ポートフォリオを考え、柔軟に入れ替え

20 , 000

1

15 , 000

2

10 , 000

3

5 , 000
0

> 複数の地域 ・ 産業にまたがるポートフォリオを持つコングロマリットが、
ASEAN 全域のポテンシャルがある国 ・ 産業に資本を投下
> ポートフォリオは常に見直し、成長率が高いところにスピーディに資金を投入

自社の主力事業を、ASEAN で広域展開
> 金融 ・ 通信 ・ 製造等、主力事業を持つ企業が、同様の事業を
ASEAN 域内に水平展開しスケールを獲得
> 全く同じ事業ではなく、ノウハウが活用できる類似の新事業を他国で
展開するケースも存在

AEC による事業環境の変化を鑑み、ASEAN 全域でバリューチェーンを再構築

> AEC による貿易制度の変更や各国間の位置づけの変化を見越した、生産 ・
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 流通バリューチェーンの最適化

出所 ： ASEANSTATS よりローランド ・ ベルガー作成
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また、広域展開を目指すも規制等の問題から進みにくい金融業界
では、AECをチャンスと捉えた業界プレーヤーが政府に積極的な働
きかけを行っている。 例えば、インドネシアに展開したいフィリピンの
金融機関連合は、インドネシアの銀行への外資出資規制を変更す
るため、政府にロビー活動を行っている。 また、マレーシアの CIMB
銀行は政権の近親者が会長であり、自社の ASEAN広域展開を念
頭に、経営陣が AECの推進を積極的に政府に働きかけている。
ただし、このような業界を挙げた AECの推進への取組みは業界
によって温度差があり、例えば、製薬業界は外資グローバルプレー
ヤーが強く、AECによる統合で現地企業が享受できるメリットが小さ
いことから、業界による働きかけは見られない。
③について、インドネシアのコングロマリットである Salim Group

C
ASEAN 企業が抱える課題
他国での知名度 ・ ブランド信頼度の低さ
> " 消費財では、ASEAN のものは品質が悪いと
広域展開を目指すほど、
思われがち " （現地メーカー）
多国籍メガ企業と伍する
" メガ企業に対抗でき、かつ、ローカルの嗜好
>
ブランド ・ 知名度が必要
を汲んだブランドを育てることを目指している "
（Mayora）
> 日本企業のブランド力を狙いとする提携も複数

テクノロジー ・ 高付加価値化の遅れ
> ASEAN 企業は、資源 ・ 素材や川下に強いが、
ASEAN 企業が成長し続
高付加価値領域は弱い
けるには、高付加価値化・
また、現存する製造業も、効率向上の余地有り
>
生産性の向上が必要
> 今後、技術革新による高付加価値化や生産性
の向上が見込めなければ ASEAN 企業の成長
は行き詰る

は自社の製糖事業において、AECによる関税引き下げを踏まえて
ASEAN 域内で生産拠点を再編。 従来はインドネシアでの製糖を
主としていたが、同国での生産は小規模で効率が悪く、生産コスト
が高いため、AECによって近隣諸国から安価な砂糖が輸入されれ
ば、競争力を失ってしまう恐れがあった。 Salim Groupは、より高効
率な生産ができるフィリピンの製糖メーカーの株式を買収して他国
の生産拠点を確保するとともに、インドネシア国内の小規模製糖工

先進国型ビジネスモデルの未確立
ASEAN 企業のビジネス > ASEAN 企業は、領域によっては先進国並み
のビジネスモデルを構築しているところもある
モデルは向上している
が、大半は向上の余地有り
が、まだ確立しきれて
先進国のノウハウを持ち込むことで、ビジネス
>
いない
モデルを進化させたいという意向は強い

場を統合し、AECに備えている。

大きな投資への負担 ・ 未回収リスクの増大
また、ASEANで広くファーストフードチェーンを展開するフィリピ
ンの Jollibeeは、AECを踏まえて ASEAN 各国からの最適な原料
調達網を築き、コスト削減に成功。 例えばスパイスはインドネシア

参入プレーヤー間の競争 > ASEAN のみならず、グローバルプレーヤーの
参入で、域内の投資環境は激化
が激しい中、新規事業 ・
エリアへの投資額は拡大 > 特に CLM 等の新興国は、先行投資としての
位置づけもあり早期に投資は回収できない

やマレーシア、コーヒーはベトナムからなど、原産地ベースの調達
網に再編した。 同社 CEOは現地取材に対し、今後の AECの進

出所 ： ローランド ・ ベルガー

展による一層の調達網最適化に期待しているとのべている。
ASEAN全域への事業拡大を狙っている。

3 ASEAN 現地企業が抱える課題

また、タイの SCGは、技術力の向上、製品の高付加価値化が自
社の課題であるとの認識から、R&D 機能を強化しており、社内の

ASEANの経済発展に期待し、ASEANには域外のプレーヤーが殺

研究開発費はここ 5年で 3倍以上を投下している。

到している。 現地企業も外部の脅威に対抗するため、また、自ら事業

一方、ドイツの Siemens社は、そのような現地企業が抱える課題

機会を求めて、ASEANの他国へ展開を進め、競争は激化している。

意識にうまくアプローチしており、例えば、フィリピンやベトナムの大

ASEAN 企業は元来の強みであるファミリービジネスをベースとし

手飲料メーカーの製造工場に IoT 技術を導入し、工場制御の自

たトップダウンの迅速な決断力、現地マーケットへの理解やネット

動化による品質向上、合理化や、予知メンテナンスによる生産性の

ワークを活用する一方、先進国から学びマネジメント手法を洗練さ

向上に寄与している。

せることでグローバル企業と伍するための力をつけてきた。
但し、競争が激化する中、ASEAN 企業は以下のような課題も抱
えている。

C

4 日本企業への示唆

例えば、フィリピンのゴコンウェイ財閥は、ASEANで一番の菓子

AECはあくまでも ASEAN 企業の成長のための取組みであるが、

メーカーになることを目指しているが、そのためにはブランド力や開

AECによる ASEAN 経済の発展は日本企業にとっても事業拡大の

発 ・ 技術力が欠けると認識していた。 2014 年、同社は日本の食

好機である。

品メーカー Calbee社と提携。 自社の販売ネットワークや現地市場

日本企業の ASEAN事業拡大にあたっては、急速に力をつけて

への理解と、Calbee社の開発力や技術力、ブランド力を合わせて

きている ASEAN 企業との付き合い方が重要になってくる。 彼らと
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の付き合い方は、下図の通り 3 つの観点で捉えていく必要がある。

提供できるのか、長期的な成長ストーリーを描き、実現に移してい

D

くことが重要である。

「ベンチマークとしての観点」 について、AECはあくまでも ASEAN

事業動向をつかみ、彼らの課題にアプローチできれば、確実に今

企業の成長のための制度であり、コングロマリットは今後もそれを積

後の成長市場におけるチャンスをモノにしていけると考える。 一方、

極的に活用していくことが予想される。 また、AECの今後の方向性

ASEAN企業はライバルとしても脅威であり、日本以外の欧米 ・ 中国

日本企業が、ASEANの現地企業をモニタリングしながら最新の

を、政府へのロビー活動等で左右するのも、コングロマリットである。

や韓国企業と組んでいく可能性もある。 ASEAN企業との付き合い方

つまり、AECを踏まえた ASEANの将来動向は、ASEANのコングロ

こそが、日本企業のASEANでの成否を左右する重要な鍵なのである。

マリットが左右するわけであり、ビジネスも、コングロマリットが最も先
ASEANは日本企業にとってこれからも負けられない重要な市

手を打ちやすい。
日本企業としては、ASEANのコングロマリットをモニタリングしたり、

場である。 その ASEAN 市場は AECの進展や各国の経済発展

ネットワークを構築することで、最新の事業機会をつかみ、出遅れ

によって間違いなく成長していくが、不確実性は依然として大きく、
ASEAN 経済が抱える課題も多い。 また AECが進むほど、広域化

ないようにしたい。

した事業の舵取りは、より複雑さを増してくる。
「ライバルとしての観点」 について、ASEANのコングロマリットや
大企業は、既に先進国並みの経営スタイルを学んできている。また、

これまで述べてきたように ASEAN 企業は着実に力をつけ、その

現地企業としての意思決定スピードや豊富な情報網は、日本企業

存在感は高まってきている。 また、欧米企業は ICTなどの先端技

にとって脅威である。 所謂 「新興国の企業」 というイメージは、もは

術を武器に、中国や韓国の企業は価格を武器に、ASEANでの事

や捨てなくてはならない。 また、更にそのような ASEAN 企業が、自

業拡大を加速している。

社に欠ける技術力やブランド力を持った欧米等の域外企業と組め
現在、不確実性が増し、競争が激化していく ASEAN市場にお

ば、脅威は増大する。
日本企業としては、彼らをしっかりモニタリング ・ 分析しながら、競

いて、日本企業が引き続き存在感を発揮できるかという、大きな岐
路に来ているのではないだろうか。

合としての対抗策を精緻に構築して臨むべきである。

存在感を増す ASEAN 企業との付き合い方を、今一度見直すと
「協力パートナーとしての観点」 について、ASEAN 企業は成長し

ともに、不確実性をマネージし、日本企業としてどう ASEAN企業や

てきているが、ASEAN 企業だからというだけで域内他国で成功す

産業の発展 ・ 高付加価値化に貢献していけるかを、真剣に再検

るとは限らない。 ブランド力や技術力、ビジネスモデルの観点で課

討すべき時期に来ていると、我々は考えている。

題が存在するし、競争激化による投資負担も大きい。
共同投資の観点もあるが、更に日本企業の強みを活用して

ローランド・ベルガーは ASEANコングロマリットの研究やプロジェ

ASEAN 企業の課題にアプローチできれば、相互 WinWinの関係

クトを数多く手がけており、ASEANコングロマリットとのネットワークを

につながり、ともに ASEANの成長市場を取込むことができるだろう。

広範囲に有している。 日本企業と ASEAN 企業との WinWinの関

そのためには、彼らの課題を分析し、自社として彼らのために何が

係づくり、そして、日本企業の ASEANにおける事業拡大に貢献で

D

きれば幸いである。

日本企業の ASEAN 企業との付き合い方

市場先読みに向けた
ベンチマークとしての
観点
ASEANの将来動向は、現地コングロ
マリットが左右する。 また、現地コン
グロマリットが先手を打ちやすい
日本企業は彼らとのネットワークの
構築やモニタリングで最新の事業
機会をつかむべき
出所 ： ローランド ・ ベルガー

競争戦略上の
ライバルとしての
観点
ASEAN 企業は確実に力をつけてき
ている。 日本以外の企業と組めば、
更に脅威は増大
競合として彼らを分析し、適切な
対抗策を構築するべき

共に成長する
協力パートナーとしての
観点
日本企業として、ASEAN 企業の課題に
アプローチできれば、相互 WinWin の
関係構築に繋がる
日本企業は ASEAN 企業をしっかり分析
し、ともに成長できるストーリーを描き、
実践していくべき
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