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はじめに
タイは、近年「タイランド 4.0」を掲げて産業高度化を進めており、2017 年 9 月の世耕
経済産業大臣のタイ訪問時に、日タイ共同シンポジウムにて、Connected Industries の日
タイ協力の可能性を表明し、日タイで IoT や AI、自動化等の新産業・技術領域でタイ企業
等と日本のスタートアップの協業の可能性についても検討されている。一方、財閥をはじ
めとするタイ企業には、日系スタートアップは必ずしも認知されておらず、スタートアッ
プが財閥等と直接コネクションを持つのも困難な状況がある。また、タイには日系大企業
の ASEAN 統括拠点も多く、それら拠点との協業可能性も高い。タイはこのような取組を
行いやすい国であり、日系スタートアップの新興国進出の雛形ともなり得る国でもある。
本事業は、これら日タイ両国政府の取り組みを踏まえ、日系スタートアップ企業のタイ
におけるビジネス展開促進にむけた両国企業の現状と課題等を整理・明確化することを目
的として実施した。
タイ現地においては、IoT や AI、自動化等スタートアップ等で協業可能性のある分野に
興味を示しているタイ財閥に加え、在タイ日本企業、在タイ日系スタートアップにヒアリ
ング調査を実施し、その課題やニーズの調査を実施した。同時に、日本のみならず、アジ
アに進出しているスタートアップ企業と関わりの深いベンチャーキャピタル（VC）等 10
名により有識者委員会を組成し、シンガポールと日本の 2 拠点を繋ぎ、遠隔会議システム
を活用した会合を 3 回開催し、協業実現に向けた具体的意見交換を行った。これらを基
に、更なるタイ財閥企業のニーズ等の深堀調査の一環として、タイにおいてマッチング・
イベント｢Rock Thailand｣を 2019 年 3 月 14 日に実施した。有識者委員会により選抜され
た日系スタートアップ 10 社がバンコクを訪れ、タイ財閥大手企業向けに合同のプレゼン
テーションを実施した。
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イはこのような取組を行いやすい国であり、日系スタートアップの ASEAN 各国進出や事
業展開も期待できる国である。他方で、財閥をはじめとするタイ企業には、日系スター

トアップは必ずしも認知されておらず、スタートアップが財閥等と直接コネクション
を持つのも困難であると考えられる。
(2) 日タイ政府による協業促進に向けた取り組み
日タイの協業の取り組みは、タイ政府と経済産業省と連携し在タイ日本大使館が先行し
て行っており、2016 年 8 月にスタートアップエコシステムの醸成と、タイ・日本の大企
業・中小企業・スタートアップのパートナーシップ促進のためのピッチイベント
（Embassy pitch）を開催。タイの大手財閥企業、在タイ日系大手企業が名を連ね、日本
のスタートアップは、Omise、BuzzCommerce、Withfluence など、数社がプレゼンテー
ションを行った。2017 年 7 月には第 2 回が開催された。
2016 年 9 月には日タイ両政府、民間企業支援のものと、｢日タイイノベーションサポー
トネットワーク（Japan Thailand Innovation Support; JTIS）｣が発足され、当初の加盟
スタートアップ企業数は 10 社で、日本とタイのスタートアップ企業が加盟していた。続
いてタイのみならず他の ASEAN 諸国を巻き込んで設立された｢日 ASEAN イノベーショ
ンサポートネットワーク（Japan ASEAN Innovation Support; JAIS）｣が設立された。民
間サポート企業としては、日本企業はトヨタ、ホンダ、日産、三菱電機、シャープ、
dmLab（電通メディアラボラトリ）
、パナソニック、NTT コミュニケーションズ、富士フ
イルム、三井物産、伊藤忠、住友商事、野村総合研究所、アビームコンサルティングほ
か、大手企業が名を連ねた。タイ企業は Siam Cement Group (SCG)、ThaiBev、Saha
Group、AIS、TRUE、Singha Group、Amata Group、Charoen Pokphand Group ほか
大手財閥企業が名を連ねていた。
2018 年には、世界で成功する日本のスタートアップの醸成、ASEAN を牽引する財閥
が持つ最先端技術への需要に対しての課題を共に解決していく目的で日本政府により
「Open Innovation Columbus（OIC）
」が開始された。日本政府は両国のパイプ役を務
め、マッチングからフォローアップまでのハンズオン、タイでの事業拡大に必要な資金、
タイ現地の日本人起業家とのメンタリング制度など支援内容を充実させる仕組みづくりを
サポートする事を目的としている。その一環として、2018 年 10 月 19 日、バンコク市内
で「DX Summit（Digital Transformation Summit）」が開催された。DX Summit に
は、タイ財閥系企業約 30 社、日系大手企業約 30 社が参加。両国政府関係者、メディアの
ほか、VC からはグローバル・ブレイン、KK Fund なども参加した5。
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The Bridge ｢在タイ日本大使館、Omise、ABEJA がバンコクで「DX Summit」を開催——日本のスタートアップが、

5

現地調査ならびに有識者委員会による意見等を基に、更なるタイ財閥企業のニーズ等の
深堀調査の一環として、タイにおいてマッチングイベント｢Rock Thailand｣を 2019 年 3
月 14 日に実施した。有識者委員会により選抜された日系スタートアップ 10 社がバンコク
を訪れ、タイ財閥大手企業 20 数社向けに合同のプレゼンテーションを実施した。
（詳細は
第 5 章｢(5)本事業における具体的取り組み｣に記載）

7

第２章 タイ財閥及び在タイ日系大手企業の課題、ニーズ

(1) タイ財閥企業の課題、ニーズ
①

財閥全体としての課題

本調査では、日系スタートアップ企業とタイ財閥企業との協業の可能性を検討するた
め、タイ財閥企業がどのような課題を持ち、スタートアップのどのようなソリューション
が活用され得るかを調査するため、タイ財閥企業 28 社の概要を調査した。その中から主
要業種の異なる大手財閥 7 社（各社概要は後述）に現地においてヒアリング等を実施し、
課題の抽出を行った。
ヒアリングを実施した財閥企業の概要は下記の通りである。
図表 5: ヒアリングを実施した財閥企業
企業名

Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
Thai Charoen Corporation Group
Bangkok Dusit Medical Service Public
Company Limited

主要事業
農業・食品、小売り、通信・e コ
マース、不動産など
ビール、その他飲料、食品
病院経営

2017 年度売上
（mTHB）
1,745,897
189,997
72.772

PTT Public Company Limited

天然ガス、石油および化学製品

SCG Cement Co., Ltd.

セメント建材、化学製品、包材

450,921

KASIKORNBANK PCL

商業銀行

156,856

WHA Corporation Public Company
Limited

物流、工業団地開発

1,995,722

9,514

今回調査対象とした財閥系企業は全体的にデジタル化、先端的なテクノロジーの活用に
関心が高く、SCM のデジタル化（IoT・AI・ロボット・ブロックチェーン等の活用による
設備の故障予知、エンジニアの作業可視化による生産性・安全性向上、生産計画や在庫管
理の最適化など）
、販売・マーケティングのデジタル化（決済アプリの導入、プライシン
グや広告、商品開発の最適化に向けたビッグデータの蓄積と活用など）を挙げる企業が多
かった。
一方で、タイでは理系人材が不足していると言われている。バンコク日本人商工会議所
8

②

各主要財閥の概要及び課題

ヒアリングを行った財閥各社の概要、事業内容、日系企業との協業事例やデジタル化へ
の取り組み状況を以下に記載する。
【Charoen Pokphand Group Co., Ltd.（CP グループ）】
売上約５兆円、従業員 30 万人を誇り、世界 21 カ国で展開するタイ最大のコングロマ
リット7。食品をはじめ小売り、テレコム、デジタル、不動産など 8 つの事業ドメイン
を擁する。創業家の Chia Ek Chor、Chia Seow Hui（Choncharoen Chiaravanont）
が中国広東省からタイに移り住み、1921 年に種苗の販売を始めたのが起源。伊藤忠商
事と業務・資本提携しており、また傘下の CP オールはタイでセブンイレブン 10,268
店8を運営するなど、日系企業とのつながりも深い9。
傘下の通信大手 true はインキュベーションプログラムである true incube10を 2013
年に開始、またスタートアップを含め先端的なデジタル技術を有する企業の集積地を創
る true digital park11構想を進めるなど、デジタル技術の活用促進を積極的に進めてい
る。
【TCC】
TCC は非上場でありグループの正確な売上は不明。グループの代表的企業である
Thai Beverage Public Company（以下 Thai Bev）はビール、ノンアルコール飲料、ス
ピリッツの製造・販売などを行っており年間売上は約 8,000 億円。Thai Bev の設立は
1991 年で、当時タイのビール市場ではシンハービールが圧倒的なシェアを誇っていた
が、Thai Bev は低価格ブランドのチャン（Chang）を投入し一気にシェアを奪った。
Thai Bev での飲料事業のほかに、貿易、保険、不動産、農業事業も手掛ける。M&A
を積極的に進めており、なかでも 2012～2013 年にかけての乳業・飲料大手フレイザ
ー・アンド・ニ―プ（F&N）の買収は総額 1 兆円を超え ASEAN 最大級の M&A と言
われる。デジタル関連では 2018 年にタイの EC サイト大手 Tarad.com の株式の過半を
取得し、E コマース事業の拡大を進めた12。
【Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited（BDMS）
】
売上 2500 億円タイ最大の私立病院グループ。2019 年 3 月時点で 47 病院、ベッド数約
8,000 床、10,000 人以上の医師を擁し、バンコク病院、サミティベート病院を始めとす

http://www.cpgroupglobal.com/portals/0/pdf/CPG-SR2017-ENG.pdf
https://www.cpall.co.th/en/about-us/our-business/convenience-store-services/
9 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDX21H1Q_R20C17A4FFE000/
10 https://www.trueincube.com/?lang=en
11 https://www.truedigitalpark.com/
12 https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/Thailand-s-TCC-Group-acquires-local-Tarad.com-marketplace
7
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る複数の病院グループを経営する13。医学研究所、薬局、救急ヘリ、保険業など医療、
ヘルスケア関連のグループ会社を傘下に持ち、診療予約管理などを行える患者向けモバ
イルアプリも提供している14

15。デジタル活用に関しては
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（P.82）でデジタルマーケティングの必要性に言及している。国内外への情報発信に加
え、手術動画のライブ配信を通して医師間の双方向コミュニケーションを可能にし、治
療の質の向上を図るといった考えが示されている16。
【PTT Public Company Limited】
タイのエネルギー最大コングロマリット。石油の採掘から精製、加えて天然ガスや石
油化学製品の製造、販売等を主に手がけ、売上高約 7 兆円を誇る。デジタル化推進に向
けグループの ICT インフラを担う PTT ICT Solutions Co., Ltd.を PTT Digital
Solution Co., Ltd. (以下 PTT DIGITAL) に改称し、電子調達システムの開発、人事業
務最適化に向けたビッグデータ解析システムの導入などを進めている17。さらに PTT
DIGITAL とアクセラレーターである RISE Accel. Co., Ltd. との協働で “D-NEXT” プ
ログラムを開始。ASEAN 各国のスタートアップを対象としてブートキャンププログラ
ムを提供し、PTT グループとの協業機会も与えられる模様18。
【Siam Cement Pcl.（SCG）
】
1913 年、当時の王ラマ 6 世の命によりセメント建材メーカーとして設立。以後拡大
を続け現在はセメント建材、化学品、包材、物流の 4 事業を中心としており、ASEAN
内外での海外展開も進めている。華人系の大企業が多いなか、タイ国王が筆頭株主とい
う例外的な企業である。またトヨタ自動車、ヤマト運輸、クボタなど日本企業の提携先
も多い。
傘下の SCG Trading Co.,Ltd（以下：SCGT）では建設資材を E コマースで取引する
などデジタル技術活用を積極的に進めており、2018 年には SCGT、クレディセゾン、
三井物産の三社の提携で SIAM SAISON Co.,Ltd（以下：サイアムセゾン）を設立。サ
イアムセゾンでは今後、タイ国内の企業間取引におけるデジタル与信・決済サービスを
提供している。19
【KASIKORNBANK PCL】
タイの商業銀行大手。従業員 20,000 人以上、支店は 1,000 店舗を超え、中国、アジ
http://investor.bangkokhospital.com/en/general/bdms-network
http://investor.bangkokhospital.com/storage/general-info/bdms-at-a-glance/20190116-businessrelated-tomedicalservices-en.pdf
15 https://www.bangkokpattayahospital.com/en/patient-services/mobile-application-en.html
16 http://bdms.listedcompany.com/misc/ar/20190311-bdms-ar2018-en-02.pdf
17 http://ptt.listedcompany.com/misc/ar/20180328-ptt-ar2017-en.pdf
18 http://www.pttplc.com/en/Media-Center/Activity/Pages/news-2018-01-18.aspx
19 https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000apb4-att/20181102_release.pdf
13
14
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ア圏を中心に海外にも展開している。デジタル技術活用に積極的であり、QR コード決
済等ができる「K-PLUS」をはじめとするモバイルアプリも提供している。傘下の
Beacon Venture Capital は Fintech に加え AI 関連のスタートアップなどに投資をして
いる20。またグループ会社 KASIKORNVISION Company Ltd.と LINE 傘下の LINE
Financial Asia Corporation との合弁会社 KASIKORN LINE Company Ltd.の設立も
決まっており、同社では金融商品の申し込みや送金サービス、個人向けのローンサービ
スなど、タイの LINE ユーザーに向けた金融サービスの提供を行う21。
【WHA Corporation Public Company Limited】
物流倉庫及び工業団地運営のタイ最大手。売上高は 300 億円強。ロジスティクス、
工業団地開発、ユーティリティー、デジタルプラットフォームの４事業が柱。工業団地
の入居企業数は約 700 社で、国別では日系が 38％、産業では自動車が 34％を占める。
創業者兼現 Group CEO の Jareeporn 氏は、タイで 37 番目の資産家（８億ドル）
。日
系企業との協業例としてはダイワハウスとの合弁会社「WHA ダイワロジスティクスプ
ロパティ」の設立がある。
図表 7: タイの主な大手企業
#

20
21

FY2017 売
上規模
（※CP の
み 2016）

単位

157,722

m THB

会社名

業種

主要事業

1

AIS (ADVANCED
INFO SERVICE PLC.)
※Intouch Holdings
傘下

通信

通信事業（ブロードバンド、WiFi、デジタル
サービスなど）

2

Amata Corporation
Public Company Ltd

不動産

工業団地、設備、サービス、投資

4,491

m THB

3

Ananda
Development Public
Company Limited

不動産

不動産デベロッパー（高級集合住宅、戸建
住宅）

9,775

m THB

160,253

m THB

72,772

m THB

2,877

m USD

4

Bangkok Bank

金融

金融業（個人向け預貯金口座・融資・クレ
ジットカード・ローン、企業向け取引口座・決
済サービス・輸出入関連業務・リスクマネジメ
ントなど）

5

Bangkok Dusit
Medical Service
Public Company
Limited

病院

病院経営、医薬品、病理サービス、保険、
IT

6

Banpu Public
Company Limited

7

Betagro

エネルギー
（石炭、火力
発電）
製造業

エネルギー（石炭、火力発電）
農業、畜産、ペットケアなど

http://beaconvc.fund/
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2018/2548

12

-

-

8

Boon Rawd Brewery
Co., Ltd. (Shingha)

飲料・食品

ビール（Singha Corporation Co.,
Ltd.）をはじめとして食品、農業、レストラ
ン、不動産ほか多様な事業を展開し 50 超
の系列会社を有する

9

BTS Group Holdings
Public Co.,Ltd.

鉄道

大量輸送（鉄道）、メディア、不動産、サ
ービス業
食品・日用品を中心とした小売業、飲食店
経営など

10

CENTRAL Group

小売業

11

CH. Karnchang
Public Company
Limited

建設

12

Charoen Pokphand
Group Co., Ltd.

製造・小売
業、その他

農業・食品、小売り、テレコム＆メディア
（true）、e コマース＆デジタルビジネス、
不動産開発、自動車、製薬、ファイナンス、
保険業

13

Delta Electronics
(Thailand) Public
Company Limited

エネルギー
（電力）

14

GMM GRAMMY Public
Company Limited.

15

14,102

-

m THB

-

-

37,731

m THB

869,004

m THB

電力供給、オートメーション、ICT・エネルギ
ーインフラ

49,269

m THB

エンターテイメ
ント

エンターテイメント事業（音楽事業、テレビ
局事業（One31、GMM25）、映画その
他）

7,595

m THB

Indorama Ventures
Public Company
Limited.

製造業

石油化学製品（原料、PET、繊維など）

286,332

m THB

16

Intouch Holdings Plc

通信、その他

22,543

m THB

17

KASIKORNBANK PCL

金融

156,856

m THB

18

Mitr Phol Sugar
Corporation., Ltd.

19

PTT Public Company
Limited

エネルギー
（石油）

天然ガス事業、石油および石油化学製品
を中心とする貿易事業、代理店経由での石
油販売事業

20

Saha Pathana Inter
Holding Public
Company Limited

金融

投資（主に製造業、流通業、サービス業そ
の他）、不動産・設備レンタル、工業団地
運用

21

SCG Cement Co.,
Ltd.

製造業

セメント建材、化学製品、包材

22

Somboon Advance
Technology Public
Company Limited

製造業

23

Srithai Superware
Public Company
Limited

製造・小売業

24

Thai Beverage Plc

飲料・食品

25

Thai Summit Group

26

Thai Union

製造業

建設業、インフラ投資業

-

主要な 3 事業は、ワイヤレステレコム、衛
星、海外ビジネス
商業銀行（個人向け、中小企業向け、大
企業向け、海外向け）
サトウキビ栽培、製糖、バイオ燃料など

-

-

1,995,72
2

m THB

6,733

m THB

450,921

m THB

自動車部品製造（主に OEM 供給）、自
動車部品製造関連会社への投資

8,593

m THB

メラミン製品の製造販売、プラスチック製品の
製造販売、ネット販売事業？（Srithai
Network）、アウトレット事業（Srithai
Super Outlet）

9,577

m THB

ビール、スピリッツ、ノンアルコール飲料、チル
ド・冷凍食品

189,997

m THB

製造業

車体、オートバイフレーム、内装/外装パー
ツ、ワイヤリングハーネス、鋳造・ダイカスト、
"Cario"（電気自動車）、車台、工作機
械

8,000

m THB

食品

水産食品（海産物の冷凍食品、缶詰の製
造・販売など）

136,535

m THB
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がタイ進出を果たしており、進出の形態も現地法人の設立に限らずタイ企業の買収、合併
といった場合もある。
本調査ではそうした日系企業の多様な進出状況を踏まえ、金融、商社、情報通信、製造
業、物流など異なる業種から計 14 社の日系企業タイ現地法人に対しヒアリングを実施
し、タイ現地企業としての課題やニーズについて調査した。調査にご協力頂いた 14 社は
下表の通りである。
図表 9: ヒアリングにご協力頂いた在タイ日系企業
業種

企業名、現地拠点名

金融

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.
みずほ銀行バンコック支店
非公表：A 社

商社

非公表：B 社
Toyota Tsusho M&E(Thailand) Co; Ltd.
Marubeni Thailand Co., Ltd.
非公表：C 社

情報通信

NTT Communications (Thailand) Co., Ltd.
NTT DATA（Thailand）Co., Ltd.

製造業

非公表：D 社
Panasonic Management (Thailand)Co., Ltd
Daifuku (Thailand) Ltd.
Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

物流

Suzuyo (Thailand) Ltd.

② 在タイ日系企業とスタートアップとの連携状況
在タイ日系企業とスタートアップとの協業に関して、まず現状として両者でどのような
連携が行われているのか（あるいは検討されているのか）を調査した。併せて協業に向け
てハードルとなっている課題、協業に当たりどのようなニーズが存在するかといった点も
ヒアリングし、在タイ日系大企業と日系スタートアップとの間での協業促進の手掛かりと
なる情報を探った。
今回ヒアリングを実施した 14 社のうちスタートアップとの協業について検討している
企業は金融、商社、情報通信の一部のみで、他の企業については、スタートアップとの協
業について関心はあるが具体的な検討には至っていない、特にスタートアップにフォーカ
15

スして協業する意向がそもそもないといった状況だった。一方でスタートアップとの協業
に対するニーズが全くない訳ではなく、RPA（Robotic Process Automation）や OCR
（Optical Character Recognition、光学文字認識）
、AI をはじめとする技術を活用した業
務改善などに対しニーズを有する企業は少なくなかった。
以下、スタートアップとの協業における課題とニーズそれぞれにつき、ヒアリングで得
られた主な内容を紹介し、続いて業種ごとの傾向や特徴を記載する。
スタートアップとの協業における課題
スタートアップとの協業に向けた課題として挙げられた主なポイントは、下記のような
点である。
 スタートアップの情報を入手できていない
 当面の業績達成に力を注いており、協業の検討を進める余力が無い
 提携や出資に向けて本社（日本）から決裁を得ることが難しい
 そもそもスタートアップとの協業検討をする意向が無い（弱い）
まず 1 点目について、スタートアップの先端的な技術やサービスを活用して自社の事業
拡大（あるいは新規事業創出）に繋げたいと考えている企業は少なくなかったものの、ど
こにどのようなスタートアップが存在しており、どうすればアプローチができるのか、情
報が不足しているといった声は多く聞かれた。もっとも、インターネットが主要な情報収
集手段となっている今日、これはタイ現地に限ったことではなくこれまでの事業活動と直
接関連しない情報の収集に苦労しているという日系企業一般の課題とも考えられる。
次に、現在運営している事業の予算等、当面の目標達成にエネルギーを割いており、ス
タートアップとの協業検討に割く余力が無いという声も多かった。これもタイに限らず、
現地拠点では往々にして、本社から課せられた予算や目標の達成が至上命題となる。新規
事業や他社とのアライアンスの検討については、現地拠点というより本社側が主導で進め
る場合の方が多いと聞かれた。こうした構造から、現地ビジネスの拡大に向けて現地法人
として積極的に他社との協業を検討しようとしても、現業の業績最大化に比べどうしても
優先順位が下がり、十分に検討を進められないというケースも多いようである。
また、検討を進めることができた場合でも、本社からの決裁がハードルになる場合もあ
る。協業の形態や投資額の大きさのため現地拠点の権限のみで決定できず、本社の決裁を
得る必要があるような場合である。例えばスタートアップに出資する場合、企業の規模や
16

実績に基づく従来の判断基準からすると信用に乏しく見られ、本社からの理解を得ること
が難しい（決裁する側としても、何を基準に判断すればよいか分からない）というケース
は少なからずあるようである。
そもそもスタートアップとの協業に向けた意向が無い（弱い）という企業もあった。そ
の理由としては、競争力強化に繋がる協業であれば提携先がスタートアップである必要・
必然性は無いと考えているため、現地拠点としてアライアンス推進などのタスクを担って
いるわけではないため、といったものが挙げられた。
スタートアップとの協業におけるニーズ
次に、スタートアップとの連携に関するニーズについて挙げられたのは主に以下の点で
ある。


バックオフィス業務や設備運用の効率化



販売、マーケティング活動へのデジタル技術の活用



ほか金融業における規制対応への仕組みの構築など業界特有のニーズ

業務効率化については、タイに特有のニーズとしてタイ語対応の OCR や音声認識を活
用した業務効率化へのニーズが多く聞かれた。業務の中に未だ残っている手書き書類（タ
イ語を含む）を OCR で自動的に読み込む、設備の点検記録を音声で行い、自動的にデー
タ化・保存するといった業務効率化ができれば望ましいという企業は多かった。
（業務効
率化に関するサービスで既にタイに展開している日系スタートアップの実例として、スタ
ディスト社のマニュアル作成ツール『Teachme Biz』がある24。
）
またタイのモバイル利用率の高さを背景として、販売・マーケティング活動へのデジタ
ル技術活用に関するニーズも聞かれた。ITU（国際電気通信連合）の調査 23 によると、タ
イでは住民 100 人あたりで 177 台の携帯電話契約者数を有しており、モバイルブロードバ
ンドや 3G、LTE / WiMAX 普及率などにおいてもアジア・大洋州および世界平均を上回っ
ている25。 こうしたタイ市場における顧客接点（特に若年層との接点）としてのモバイ
ル、デジタルの重要性に着目し、マーケティングやブランディング、さらには人事（採
用）活動への SNS の活用にニーズがあるという企業もあった。

24
25

https://biz.teachme.jp/information/teachmebiz global 180125/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume2.pdf

17

図表 10: タイの ICT 普及状況
Key indicators for Thailand & Japan (2016)
タイ

Fixed-telephone sub. per 100 inhab.

日本

アジア・大洋州

世界

7.0

50.6

10.0

13.6

177.2

131.8

98.9

101.5

Fixed-broadband sub. per 100 inhab.

10.7

31.4

11.3

12.4

2) Active mobile-broadband sub. per 100 inhab.

94.7

132.3

47.4

52.2

3) 3G coverage (% of population)

98.0

99.9

87.6

85.0

4) LTE/WiMAX coverage (% of population)

98.0

99.0

73.6

66.5

Mobile-cellular prices (% GNI pc)

0.9

1.0

3.2

5.2

Fixed-broadband prices (% GNI pc)

3.8

0.6

14.5

13.9

Mobile-broadband prices 500 MB (% GNI pc)

1.2

1.5

2.7

3.7

Mobile-broadband prices 1 GB (% GNI pc)

1.2

1.5

5.4

6.8

28.4

81.0

37.8

46.6

Percentage of households with Internet access

59.8

97.2

45.5

51.5

Percentage of individuals using the Internet

47.5

92.0

41.5

45.9

Int. Internet bandwidth per Internet user (kbit/s)

49.2

83.0

48.0

74.5

1) Mobile-cellular sub. per 100 inhab.

Percentage of households with computer

Source: ITU (as of June 2017)

ほかに、特に金融分野では ISO20022、IT ガバナンスなどの業界基準・規制対応といっ
た業界特有のニーズが生じる可能性が指摘された。
業種別の傾向
在タイ日系大手企業とスタートアップとの協業に関する課題やニーズについて、ヒアリ
ングを通して得られた業種ごとの傾向を以下に記載する。
【金融】
今回ヒアリングを実施した金融機関では、スタートアップとの協業は特に検討していな
いというところから、既に一部スタートアップに投資を行っているところまで取り組み状
況に違いはあったものの、いずれも具体的な成果は出ていないのが現状ということだっ
た。
RPA や OCR、バイオメトリクス（生体認証）などを活用した事務作業、業務効率化へ
のニーズが挙げられた一方、タイは未だ人件費が安く、少なくとも短期的には、最新の設
備やシステムの導入よりもタイ人を雇用している方が低コストで済むといった声も聞かれ
た。金融業に特徴的なところでは、ISO20022 や IT 全般のガバナンス強化（業界基準・規
制等）への対応、レガシーシステムのモダナイゼーション、IoT を活用した債権回収や途
上管理、債務者動向分析の仕組み構築などにニーズが生じる可能性が指摘された。
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【商社】
商社は他業種に比べ、スタートアップとの協業や出資に対し全体的に関心が高い傾向に
あった。協業検討に際しては既存事業とのシナジー効果、既に保有しているアセットのバ
リューアップが見込めるかといったことを重視する傾向が窺えた。
一方で、既存事業の拡大ではなく新興のスタートアップへの投資となると目利き能力や
ノウハウが社内に蓄積されておらず、課題と感じているという企業もあった。また現地の
製造現場などでは、日本では当たり前になっている水準のオペレーションが実現されてお
らず、
「AI や IoT といった先端技術は耳にはするが、自分達には関係ない」という意識が
少なからずある、そうした点も新しい技術を導入するうえで壁になるという声も聞かれ
た。
デジタル技術を活用した現地アセット（設備）でのオペレーション改善の実例として
は、AI や画像認識を活用した食糧部門での出荷検査の自動化などが挙げられた。またタイ
に限らず東南アジアでのデジタル活用に向けた課題として言語の壁があると言い、例えば
タイ語で書かれた設備の稼働記録を自動で読み取り・保存するタイ語対応 OCR などがあ
れば需要があるのではないかという意見もあった。
スタートアップとの協業を進める一方で、それより先に既に技術・事業ともに確立され
た日本の優れた技術を普及させるべきではないかとの意見もなかには聞かれた。
【情報通信】
今回ヒアリングを行った企業では、現時点ではスタートアップとの協業を積極的に進め
ているわけではないという状況だった。理由としては、既存事業の強化は常に検討してい
るものの、協業先がスタートアップである必然性は無いため、特にスタートアップのみを
念頭に置いてはいないということだった。一方、新規の事業やサービス創出のために有望
なデジタル技術をもつスタートアップがあれば、連携の可能性はあるとのことだった。ス
タートアップの製品やサービスを導入するというより、データセンターやクラウドなど自
社のアセット、リソースとの掛け合わせにより新規サービスを創出するといった、ビジネ
スパートナーとしての協業、提携に可能性を感じているものと見られる。
【製造業】
今回ヒアリングを行った企業では、現時点ではスタートアップとの協業を積極的に進め
ているわけではなく、経営層をはじめ会社全体としてスタートアップとの協業への関心は
低い傾向にあった。理由としては情報通信業と同じく、既存事業の強化は常に検討してい
るものの、協業先がスタートアップである必然性は無いと考えているためである。
日本の製造業は従来から自前主義の傾向があると言われ、そうした企業文化も背景にあ
ると思われる。例えば製造現場のオペレーション効率化、スマートファクトリー化も既に
自社で進めており、特にスタートアップとの協業に必要性を感じていないとのことだっ
19

た。またアライアンスや出資検討を現地法人のタスクとして担っていないことも理由とし
て挙げられた。
特に自動車関連企業では顧客である自動車メーカーと仕様や設計が細かく決められてお
り、わずかな生産ラインの変更にも、自社本社のみならず自動車メーカーの承認が必要と
なる。そうした事情もありスタートアップ企業との協業などは想定できないため、スター
トアップの話を安易に聞いて期待感を持たせたくないという声も聞かれた。
一方協業の可能性が考えられる分野としては、タイでのソーシャルメディアやモバイル
普及率を背景に、マーケティング、ブランディングや人事（採用）活動での SNS を活用
したソリューションなどが挙げられた。
【物流】
スタートアップとの協業に関心はあるものの、具体的な検討はしていないとのことだっ
た。現地のオペレーションは日本よりもシンプルであるため、必ずしも最新技術の導入が
必要になっていないため。大使館や金融機関主催のセミナーなどでスタートアップに関す
る情報を入手することはあるが、断片的なものでありまとまった情報を入手出来ていない
と感じているという。
またタイに特有の課題としては、経済がバンコクに一極集中しているため、地方への往
復便の帰り便が貨物なしになるケースが多い。これを解決するソリューションがあれば、
需要の可能性があるとの指摘があった。
参考：日系大手企業とスタートアップの協業事例
ABEJA とデンソーの事例から学ぶ協業実現のポイント
株式会社 ABEJA の現地法人である ABEJA シンガポール社（英名：ABEJA
SINGAPORE PTE. LTD.）は、タイにて、株式会社デンソーのグループ会社で、豪亜地域
の統括拠点であるデンソー・インターナショナル・アジア社（略称：DIAT）が保有する
工場の業務効率化に向け、2018 年 4 月から 8 月の約 5 ヶ月間にわたり、共同実証を実施
した結果、2018 年末に協業を開始した。
ABEJA シンガポール社は、ABEJA が日本国内で培ってきたディープラーニング等の
AI の社会実装のノウハウや経験をもとに、コア技術である AI プラットフォーム「ABEJA
Platform」を活用し、シンガポールを中心とした ASEAN 諸国で学術機関（シンガポール
国立大学）26やヘルスケア業界をはじめとした現地企業との協業を進めている。
DIAT は、2007 年 2 月にタイのバンコク郊外で設立され、豪亜デンソーグループ会社
26

https://abejainc.com/ja/news/article/20180222-2016
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の地域本社として、基本方針・事業戦略を立案するとともに、生産企画、情報システム、
人材育成などの管理・支援業務を行っている。
今回の協業に至った背景には、DIAT の明確な課題意識として、ASEAN 各国での人件
費高騰がある。企業側が取り得る対応策としては 2 つあり、1 つはより人件費が安い国を
目指して、周辺国等への生産拠点を移す、もう１つは、自動化を進めて労務費を抑えると
いう策である。DIAT は、ASEAN 新興国のどこかに生産拠点を移したとしても、やはり
賃金の上昇はいずれ起こると考え、自動化への取り組みを進めている。
様々な企業が製造現場において、生産性向上に向け取組を独自に進めており、その専門
部署もある。しかし、その目的は生産性を上げる事、アウトプットを上げる事であり、分
析が目的ではない。しかし分析作業に業務の半分以上の時間を費やしてしまっていている
現状に対する問題意識が DIAT にはあった。これまでも DIAT は、製造現場の業務効率化
の一環として各製造工程における作業スピードの計測や分析を行ってきたが、それはスト
ップウォッチと記入用紙を使った人手による地道な作業の積み重ねで行われていた。
これを ABEJA の提案により、AI 技術を活用して自動化し、より正確に計測・分析し、
得られた分析結果をもとに製造作業を可視化した。2018 年 4 月より実施した共同実証で
は、タイ東部にあるデンソー・タイランドの工場内で撮影した作業映像のデータから、1
サイクルあたりの作業時間の分析を可能にした。約 5 ヶ月間の共同実証の結果、人が目視
で行う作業分析と同程度の精度をもつ学習済みモデルの構築により実現した。
協業が実現する以前に、共同実証に至るまでが１つのマイルストーンとなる中で、
DIAT の決断は早かった。最初の DIAT 経営陣との面会が 2017 年 12 月、その後どの業務
プロセスを改善すると経営的にインパクトがあるのか、その中で AI をどう活用するのが
効果的かなどの議論を継続し、2018 年 3 月に実証実験開始の意思決定が行われた。DIAT
の経営陣による、｢まず Try すべき｣という考え方、AI 活用のナレッジを自社内に蓄積する
ため、早い決断が下された。DIAT 末松社長によれば、この決断に至った一つの要因とし
て、｢AI を何かで使おう｣というのではなく、｢具体的に何に悩んでいるのか｣、｢自動化に
向けてどこを改善したらよいのか｣、｢その中で AI をどう使えばよいのか｣など、対話形式
による密なコミュニケーションを踏まえ、ものづくりの世界を一緒に学び、｢現場と一緒
になり｣、目標を決めてやり遂げるという覚悟が ABEJA にあった点が大きいと指摘してい
る。
4 月から共同実証が始まり、8 月までの約 5 ヶ月間にわたり、継続的かつ頻繁な電話会
議などによるコミュニケーション、ABEJA の頻繁なタイの現場訪問、いつまでに何をす
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るか、互いに納得するまでつきつめた議論が繰り返された。｢一緒にやり遂げるという覚
悟｣を持って望む姿勢、｢同じ目線感や思い｣が ABEJA と DIAT の双方になければ、スピー
ド感をもった協業は実現しない。
今回取材に対応頂いた ABEJA の外木直樹取締役（海外事業管掌）によれば、｢世界では
AI 活用はあらゆる企業で本格運用のフェーズに入っており、AI を武器にする上ではスピ
ード、Try and Error、現地現物でのナレッジの蓄積が不可欠です。また、アジア発だから
こそ取得可能なデータを活用し、先進国ではできないリープフロッグなイノベーションが
実現可能と考えています。それらを踏まえ、現地で一定の Budget を持って Try すること
は、Industry 4.0 時代を生き抜く上で重要なポイントと考えております。そのため、基本
的には弊社は世界でイノベーションを起こす多くの経営者の方々と同様のスピード感で意
思決定ができる方々とお付き合いをさせていただいております。｣とのコメントがあっ
た。
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第３章 日系スタートアップのタイ進出状況
(1) スタートアップの定義
昨今「スタートアップ」という言葉が用いられることが増えてきているが、明確な定
義があるわけではない。アメリカの著名投資家 Paul Graham 氏は ” A startup is a
company designed to grow fast.”（スタートアップとは急速な成長を企図した企業であ
る）と大まかに述べているが27、実際に「スタートアップ」という言葉は人や場面により
様々な用いられ方をしており、具体的に定義するのは難しい状況である。
なお日本経済新聞社が実施した「NEXT ユニコーン調査」では、将来のユニコーン企
業（スタートアップの中でも成長期待が高く、未上場且つ企業価値 10 億ドル（約 1100
億円）以上の企業）を探すために有望なスタートアップを調査している。153 社を対象
としているが、社数の内訳を業種別に見ると「e コマース・ネットサービス」「AI」「人
事・営業支援」
「フィンテック」
「ヘルスケア」の順に多くなっている28。
また経済産業省は JETRO、NEDO と連携しスタートアップ支援プログラム「JStartup」を推進しているが、推薦対象は「ディープテック型」「プラットフォーム型」
「SDGs 型」スタートアップとなっており、選抜された企業のうちで多いのは「サービ
ス/プラットフォーム」
「IoT デバイス/ICT/アプリ」などである29。
このように、スタートアップの事業内容は多岐にわたるものの、何らかの先端的な技
術（特に AI をはじめとするデジタル技術の場合が多い）やビジネスモデルを採用した企
業を指すことが一般的と言えそうである。
図表 11:
NEXT ユニコーン調査
掲載企業の業種別社数

図表 12
J-Startup プログラム
選抜企業の業種別内訳

AI

16

IoT
VR・AR
e コマース・ネットサービス

AI/制御

12

7

IoT デバイス/ICT/アプリ

19

1

サービス/プラットフォーム

21

モビリティ

4

4

ロボティクス

7

シェアリング

12

医工/バイオ

13

バイオ・医薬品

12

環境/エネルギー/社会

その他サービス

27
28
29

32

http://www.paulgraham.com/growth.html
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/list
https://www.j-startup.go.jp/

23

4

会社 HP

http://www.buzz-c.asia/24330310383205720171.html

Digital Garage,

スタートアップ企業のインキュベーション、広告マーケティング/プロモーション支援、決

Inc

済・送金ソリューションの提供などを行う。タイ現地法人の設立は検討段階。

会社 HP

https://www.garage.co.jp/ja/

Flare

家用車ラッピング広告のプラットフォームを提供。GPS トラッキングシステムを活用し

(Thailand) Co.,

て登録ユーザー（ドライバー）の情報を収集し、それを基に広告主がドライバーを

Ltd.

選ぶという仕組み。

会社 HP

http://flarecorp.co/

J-CORWN Co.,
Ltd

会計業務サポートをタイで提供。会計の専門資格を有し、かつタイ常駐・日英タイ
の 3 カ国語対応可能な日本人スタッフを擁し、タイ人スタッフと密にコミュニケーション
をとりながら、タイ現地文化に根差したサポートを行う。

会社 HP

http://www.j-crown.asia/

NEXT

タイ製造業 50 社以上の IoT 導入実績を元に、製造現場のボトルネックを IoT シ

INDUSTRY

ステム「Dsync」を活用することで見える化し、業務の効率化やコストダウンに繋がる

ASIA CO., LTD. 改善サイクルの構築を支援する。
会社 HP
Studist
(Thailand) Co.,
Ltd.

https://nextindustry.asia/
画像・動画ベースのマニュアルを作成・共有できるプラットフォーム「Teachme Biz」
を提供し、企業活動の生産性向上をサポートする。

会社 HP

https://studist.jp/

TalentEx

東南アジアの HR 市場の革新に向け、Happy HR（給与計算や勤怠管理など

(Thailand) Co.,

人事向けのクラウドサービス）、WakuWaku（日系企業とタイ人を含む日本語

Ltd.

話者）など特色ある人事向けサービスを提供。

会社 HP

http://talentex.asia/

UZABASE Asia
Pacific Pte. Ltd.
会社 HP

企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」を提供。約 560 業種、200 ヵ国
500 万社の企業情報、世界 150 万件の M&A 情報や 2 億件のニュースに加え
独自の業界レポート等を提供。
https://www.uzabase.com/

上記スタートアップ各社にヒアリングする中で挙がったタイでの事業展開に際しての課
題として主なものは、次のような点である。
 タイ市場の嗜好やカルチャーの理解（そのための現地パートナーの確保）
 中国系スタートアップとの競争
 優秀な人材の継続的確保
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 英語力
まず一点目の現地カルチャーの理解、現地パートナーの必要性は特に多くのスタートア
ップが挙げた点である。タイ人コミュニティーは一見親日でありながら、実は閉鎖的と言
われることも少なくない。日本人が短期間でタイ人コミュニティーに入り込み、現地の趣
向を深く理解するのは至難であると多くの在タイ日本人が述べていた。そのため適切な現
地パートナー（タイ人や、現地滞在歴が長く現地コミュニティーに順応した日本人など）
を確保できなければ現地の情報やタイ人の嗜好を把握できず、製品やサービスの適切なロ
ーカライズができない。特にゲームなどは適切なローカライズをしないと、日本製をその
まま持ち込んでも難しいとのことだった。
次に、タイでは中国系のスタートアップとの競争環境が激しく、技術面では勝っていて
もプレゼン力（英語力含め）
、価格の面で負けるケースが多いという声も聞かれた。
人材の確保についてはタイに限ったことではないと考えられるが、少数精鋭での運営が
求められるため一人抜けたときのダメージが大きく、優秀な人材を確保し続けることが非
常に重要と多くのスタートアップが指摘した。
加えて、英語でのコミュニケーション能力は現地クライアント企業の経営層とのコミュ
ニケーションに必須である。
これらの課題の一方、タイではまだ個人情報への意識や規制が緩く、日本に比べデータ
の収集や活用がしやすいといった利点もあるとの声も聞かれた。
①

タイでの事業展開の事例紹介
次に、各社のタイ市場展開の経緯、進出時の考え方や経験などを以下に記す。

【ABEJA Inc.】
（日本から進出 1）
インタビューを実施した ABEJA 外木取締役によれば、事業拡大のためグローバル企
業との連携を検討していたなか、タイはものづくりの土壌があり、日本の持つ強みを組
み合わせて最大限効果的に戦える国であると考えていた。そこで縁あってデンソーにア
プローチし、タイ国内工場の業務効率化に向けた協業30に至ったという。同氏によれば、
一般的に日本企業の意思決定の遅さは海外展開するうえで大きな課題と感じているが、
デンソーにはジャストトライの精神があったため今回の協業がうまく行ったと感じてい
30

https://abejainc.com/ja/news/article/20181119-2320
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る。
スタートアップの海外展開に当たっての課題としては、日本は特殊な国だと認識した
うえで世界の情報（日本語だけでなく英語の情報）に目を向けること、意思決定のスピ
ード、現地パートナーを見つけること、小さい資本でも取り組みをスピーディーに進め
ることなどが挙げられた。特に海外においては、現地コミュニティーや市場参入の難易
度は非常に高いと実感している。現地と日本政府間の連携やサポートは非常に有効であ
ると考えており、スタートアップの海外進出が加速する上でも非常に有効と考えてい
る。
また特に AI に関しては、日本は中国に比べ投資が圧倒的に不足していると考えてお
り、そうした点も変えていく必要があると感じている。
【Ayasan Service Co., Ltd.】（現地で起業 1）
インタビューを実施した CEO の伊勢氏は、新卒から米系大手ホテルチェーンに勤務して
いた経験を有し、インドネシアでも輸出事業を展開していた。様々な事業を経験するな
かで、日本人向けサービスを展開するにあたり、駐在員が多く、人件費も安いタイに注
目。日系のみならず、各国タイ駐在員やタイの大手企業関係者等向けにもメイドやドラ
イバーを紹介、アプリによる予約・派遣サービスを提供している。ただ、実際には予約
が入っていても、時間通りにメイドが派遣先に行ってくれなかったり、異なる言語によ
る意思疎通の問題など、テクノロジーでは解決できない部分も多い。更に、タイでは離
職率が高くサービス業においても、雇用者側の苦労は耐えない。そんな中で、3 ヶ月続け
て働いてくれるかが、一つの目安となり、そのハードルを越えると１～２年継続して働
いてくれる人の割合も増えると実感している。また、今後タイで起業を目指すならば、
銀行からの融資を期待する事は（利率も高い上）難しく、充分な自己資金を確保する
か、ファンドからの出資が必要と指摘している。
【Buzz Commerce (Thailand) Co., Ltd.】（現地で起業 2）
代表取締役社長の若井氏は BuzzCommerce 設立の前にタイで英会話学校を運営してい
た（1,000～1,500 人ほどの生徒のうち 8 割ほどがタイ人だった）
。次のビジネスを探し生
徒にヒアリングを進め、現地女性のデジタル・モバイル活用用途においてメール、チャ
ット、化粧品探しのウェイトが大きいと知り、またタイの経済成長に伴い B to C ビジネ
スが伸びると考えて化粧品の口コミサイトを開設した。日系大手化粧品メーカーのタイ
市場での実験販売サポートなどを通じて口コミサイトの人気が上がり、広告収入が拡大
していった。
同氏は当初、ネットと併せて EC が普及すると思っていたが、実際にはタイではネット
で商品を調べたうえで実店舗で購入するケースが多く、EC 小売りよりも広告収入が収益
の柱になっているという。
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スタートアップの海外展開にあたっては、現地市場の仕組みやカルチャーを理解するこ
とが必要と感じている。特に化粧品では規制当局による販売認可を取得する必要があ
り、現地規制への対応は重要であると実感している。また競合する中国系企業は意思決
定権のある経営層が前面に出てくるため、話を進めるスピードが圧倒的と感じている。
【Digital Garage, Inc】
（日本から進出 2）
2018 年 4 月、日本国内での販売支援を行ってきたメーカーY 社が美容関連製品のタイ
市場展開を開始。その支援を機に Digital Garage としてもタイへの進出を行った。イン
タビューを行った 2018 年 11 月時点では現地で販売支援を行いつつ、法人設立に向けた
市場調査を行っている状況だった。
Y 社の製品はタイのアッパーミドル層をターゲットにしているが、高価格の割にブラ
ンド力が無く苦戦している状況。また日本ではある程度同じ製品が繰り替えし購入され
るが、タイではリピート率が低く（流行の変化スピードが速い、より新しいものに消費
者の目が行きがち）広告ビジネスが成り立ちにくいという。加えて Facebook など SNS
での口コミ文化で、広告を打つ術が限られている。競争環境としても、在タイの日系大
手企業は大手広告代理店が既に押さえており入り込む余地が無いなど、十分な市場調査
の必要性を強く感じている。
【Flare (Thailand) Co., Ltd.】
（現地で起業 3）
創業者の神谷 CEO は知人の事業の手伝いのため 2013 年に 11 月に移住し、2014 年 5
月に Skype で学べるタイ語学校を立ち上げた。その後も複数の事業を立ち上げたが、渋
滞が酷いバンコク市内を見てビジネスチャンスと考え 2017 年 8 月に Flare 設立。
走行距離が多いドライバーと広告主をマッチングし、広告主は街中に交通広告を出稿
することができる。また渋滞状況でドライバーは得られる報酬が変動し、広告主は効果
的に広告を出稿可能。更に Flare ではタイのドライバーデータに着目し、アプリ内で走
行データやスピードデータを取得したり、関連アプリでユーザーの趣味嗜好などを蓄積
している。
タイでは新車を購入し 7 年目ではじめて車検が必要と日本に比べてリードタイムが長
く、その間に乗り換えるなどして、自動車メーカー側が思った以上にドライバーとの接
点・データの獲得に難航していることから、Flare はそこに着目し蓄積したデータを連携
できるように進めている。
タイでは個人情報の認識がまだ薄く、インセンティブを設計することによって、ユー
ザーは進んでこれらのデータを提供する傾向がある。
【J-CORWN Co., Ltd】
（現地で起業 4）
代表取締役の森場氏は大学卒業後に監査法人、IT 企業を経て 2013 年にタイで J28

CROWN を設立。海外での起業を考えたときに、一番好きな国だったタイに決めた。
「ア
ジアで戦う日本人のハブとなる」を経営理念とし、在タイ日系企業を主な顧客としてタ
イ現地の会計業務等のサポートを提供している。
顧客を含め、タイに進出する多くの日系企業、スタートアップを見てきたが、製造業
は製造の効率性という日本の強みを発揮できるがそれ以外は全般的にうまく行っていな
いと感じている。日本式の製品やサービスは適切にローカライズしなければ現地で受け
入れられないことに気づいていない企業が多く、現地の嗜好を把握するために良い現地
パートナーと組むことは不可欠である。加えてタイに常駐の人材をおき、時間をかけて
でも現地でトライ＆エラーを重ね、現地市場への理解を深めながら取り組むことが重要
であると考えている。また製造業にしても、仮に性能や品質で勝っていても価格やプレ
ゼン能力で中国系に負けることも多いと聞いている。日本企業は「製品が良い」という
ことしか言わず、中国系は「この機械を導入すると生産効率が○○%アップ、経費が○
○%削減される」など効果をより具体的・定量的に説明する傾向があるという。
「ものが
良ければ売れる」というのは通用しないと感じている。
【NEXT INDUSTRY ASIA CO., LTD.】（現地で起業 5）
Managing Director の成合氏は 2012 年にバンコク最大の発行部数を持つ無料情報誌
の会社に転職のため、初めてタイに来た。その際にタイ製造業の課題の多さを知り、現
COO の宮本氏と 2015 年に会社を設立。設立時は他社システムの営業代行を行いなが
ら、工場を飛び込みで年間 250 社以上まわったこともある。システムの要件設計を行う
うちに、製造現場に共通する課題を見つけ、今の IoT ビジネスのモデルが出来上がっ
た。
同氏によれば、AI や IoT、インダストリー4.0 といった言葉が先行しているが、タイ
の製造現場ではデジタル化すらできていない現状と言う。人に依存するケースが多く、
レポートの記入漏れや入力ミス、提出遅延といった課題が発生している。そのため、数
字の精度が低く、集計データの分析といった本質的な改善対応が後手になっているケー
スも少なくない。
同社の IoT 製品である稼働実績モニタリングシステム「Dsync」は、機械設備から直
接データを自動取得することで、リアルタイムに表示、分析を行うことができる。
Dsync の導入により、ミスや漏れを極小化し、人に依存しない正確性を持った記録が可
能になることで、ファクトに基づいた課題の発見や業務の効率化を可能にする。
企業の発展をデザインするという企業理念のもと、製造業と IT を IoT で繋げ、タイの
モノづくりを 1 つ上のステージに上げるサポートをこれからも行っていく。
【Studist (Thailand) Co., Ltd.】
（日本から進出 3）
サービス業や製造業を主な顧客として、マニュアル作成・共有プラットフォーム
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『Teachme Biz』の開発、販売を行っている。タブレット等で簡単に写真や動画と説明
文を閲覧・編集することが可能で、文字ばかりのマニュアルと大きく異なる。人材流動
化の激しい分野で業務の生産性向上、業務効率化、人材育成・研修などに活用されてい
る。
同社では、既に日本で扱っているサービスを多言語化してタイでも展開している。た
だし東京本社から 1 年、現地にて半年間のテストマーケティングを事前に行った上で、
2018 年 8 月にタイに合弁会社を設立。対象顧客は日系企業だがユーザーはタイ人となる
ため、タイ語のユーザーインターフェイス及びマニュアルも展開している。
スタートアップがタイに進出するうえでは、現地のパートナーとなるタイ現地法人の
存在、事業を進める上でタイ市場を知っていてネットワークを有する日本人・日本企業
の存在は非常に重要である。
【TalentEx (Thailand) Co., Ltd.】
（現地で起業 6）
CEO の越氏は学生時代から独立企業を考えていた。大学卒業後、コンサルティング会
社を経て入社した通信系会社でタイ駐在を経験、退社後にバンコクにて TalentEx を創
業。人材の流動性の高いタイで日本語を話すタイ人の需要は多く、タイ駐在時のネット
ワークを活かした人材ビジネスを展開している。
これまで日本は製造業を中心にタイで存在感を築いてきたが、産業の構造が変化し、今
後タイでもサービス業や IT 産業が重要になると同氏は考えた。当時、欧米の IT 起業家・
投資家が既に活躍を始めている一方で、日本人の IT 起業家はまだほとんどおらず、タイ
における日本のプレゼンスの将来に危機感を抱いた。そんな背景から、これからも日本人
が東南アジアで必要とされ続けるために IT で何かやりたいと思い、タイでの起業を決意
した。家族との生活時間を考える上でも、タイの住みやすさを優先した。
タイで事業展開するうえでの課題としては、優秀な人材の確保が挙げられた。新規事業
を始めようとした矢先に CTO が退職・独立を宣言し、そのプロジェクト自体が頓挫した
経験もある。少人数で進めているからこそ、一人の離脱のダメージは大きいと感じている。
【UZABASE Asia Pacific Pte. Ltd. Thailand Representative Office】（日本から進出 4）
SPEEDA 事業の柱は、業界・企業分析等に必要なあらゆる情報をワンストップで提供
する情報プラットフォームであり、金融機関やコンサルティングファームなどのプロフ
ェッショナルファームを中心に導入されており、現在では事業会社での利用も増えてい
る。シンガポールでも、日本で展開してきた事業を日系金融機関向けを中心に提供して
いる。
日本で 2008 年に会社を設立した時点から海外進出を念頭に置いており、その中でもア
ジアをメインの市場として捉えていた。上海、香港に加え 2013 年にはアジアの中でも金
融機関が多く集まるシンガポールに進出。日系企業の多いタイへの進出は SPEEDA の
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アジア事業の拠点としては、上海・香港・シンガポール・スリランカに続く 5 つめの拠
点として 2019 年 1 月からで、まだ始まったばかりである。
スタートアップの海外進出において重要な点としては、優秀な人材、自身の業務範囲
にとどまらず、柔軟に対応してくれる人材の確保が挙げられた。実際にシンガポール拠
点の立ち上げの際には監査法人出身者を営業として採用したが、営業だけではなく、カ
スタマーサポートやバックオフィス業務など、幅広く仕事に取り組んでくれた点は大き
な助けとなった。立ち上げ時の事業運営に積極的に貢献してくれる人材を採用できるか
どうかは非常に大きなポイントとなる。

31

第 4 章 日系スタートアップと大企業との協業に際しての課題

本章では、日系スタートアップと大企業との協業の更なる促進策を検討するうえで踏ま
えておくべき事項として、協業に際して生じる一般的な課題について記載する。特にタイ
における現地パートナーとの連携の重要性、タイ経済界における財閥系企業の影響力の大
きさを踏まえ、日系スタートアップとタイ財閥企業との協業を念頭に課題の抽出を行っ
た。
スタートアップと大企業の協業に関して、第 2 章で挙げた ABEJA とデンソーの協業事
例もあるが、殊にアーリーステージのスタートアップと大企業が自然発生的に協業に至る
ことは珍しいと言える。そのため協業を促進するマッチングイベントやピッチイベントが
近年活発になってきているものと考えられるが、本章ではそうしたイベントを通しての協
業も含め、スタートアップと大企業との協業を実現するうえでの課題について記載する。
当事業ではスタートアップの在タイ大手企業との協業促進に向けた方向性を議論するた
め、有識者委員会を設置した。委員会はベンチャーキャピタリストやアクセラレーターを
中心にスタートアップの活動に関する有識者 10 名で構成され、3 回の会議を設けて意見交
換を行った。その中で上がった協業に際しての課題を以下に述べる。(1)ではスタートアッ
プと大企業が協業するうえでの一般的な課題、(2)では特にタイの財閥と協業をするうえで
想定される課題を記載する。
(1) スタートアップと大企業との協業に際しての一般的な課題
スタートアップと大企業との協業や、それらの企業のマッチングイベントに際しての一
般的な課題として挙げられた主なポイントは下記の点である。
 事前の調整やコミュニケーションなしにマッチングイベント等の場でマッチング成
立しても、その後の実ビジネスにつながらず終わるケースが多い
 大企業、スタートアップそれぞれの中に、協業推進にコミットする人が必要
 イベント等でのマッチングを図る場合も、スタートアップでは多くの場合、一気通
貫というよりは要素技術によるピンポイントな課題解決になる点に留意が必要
まず一点目について、イベントなどの場ではマッチングしたとしても、イベントのオー
ガナイザー等の第三者によるフォローアップが無ければ大抵の場合、実ビジネスに結びつ
くことなく立ち消えになるとの指摘は多かった。またイベントに先立ち相性の良さそうな
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企業同士を事前に見繕ったうえでイベントにて顔を合わせるといったかたちにしなければ
協業に結び付けることは難しいとも指摘された。在タイ日系大手企業へのヒアリングの中
でも「マッチングイベントの場は盛り上がっても実ビジネスに結びついている例はほとん
ど見たことが無い」との声は複数聞かれたところであり、そうした実情からも、単発のイ
ベントだけでは協業実現までもっていくことは難しいことが窺われる。
またスタートアップ、大企業双方での協業実現へのコミットメントも課題として挙げら
れた。スタートアップ側では特に経営者による強いコミットメントがなければ協業を実現
させるのは難しいと言われる。また大企業側でも、スタートアップとの窓口になり社内プ
ロセスを進める実務レベルでの人材の確保が重要となる。組織の大きさから来るスピード
感の違いなど、協業を困難にする要因が色々とあるなかでの検討となるため、双方の強い
コミットメントが必要になるものと考えらえる。スタートアップの海外展開時の課題とし
て人材確保が挙げられたこととも関連するが、経営者がリスクを覚悟して協業検討のため
のリソースを確保したうえで推進する必要がある。
加えてイベント等でのマッチングに際しては、スタートアップが多くの場合ピンポイン
トでの要素技術を武器にしている点に注意が必要である。大企業側では、大規模な組織で
の包括的な課題解決を期待する場合も少なからずあるが、実際にはスタートアップが単独
で一気通貫の課題解決を担えることは少なく、必要により複数のスタートアップ（または
スタートアップに限らず外部企業）との連携のうえでの課題解決になるという認識を持っ
ておく（単独のスタートアップで対応できる限界を理解する）必要が指摘された。
以上はスタートアップ、大企業双方に関わる課題だが、スタートアップ側に特有の課
題、大企業側としての課題も挙げられた。
スタートアップ側の課題としては、資本構成の複雑さがある。ベンチャーキャピタルや
銀行、大企業などから多様なかたちで資金調達を行うスタートアップでは資本構成が複雑
な場合も多く、マッチングの次のステップに進みたくても株主の反対に遭い進めないとい
うケースもあるようである。
次に大企業側の課題として、予算の確保が挙げられた。イベントの場ではマッチングし
たとしても、PoC の予算などが確保されていなければ実際の協業に進むことが難しく、実
ビジネスに繋がらないということが懸念される。経営層あるいはそれに近いレイヤーによ
る協業に向けた意思決定、予算確保が必要となる。
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(2) 特にタイ、海外での協業において想定される課題
(1)はスタートアップと大企業との協業において一般的とされる課題だったが、特に海外
での協業、タイの財閥系企業との協業にあたり懸念される課題として以下の点が挙げられ
た。
 スタートアップの海外展開の際、市場調査までやったとしても、協業を実行するた
めの人的リソースが足りず頓挫するケースが多い
 タイ財閥側の課題感がある程度はっきりしていることが必要
 海外企業との協業の際は、カルチャーの違いから生まれた些細な勘違い、行き違い
から頓挫することも多い
まず一点目の実行段階でのリソース不足について、そもそも少人数で運営しているスタ
ートアップにおいて海外展開のための人員を割くのは大きなリスクを負うことになる。仮
に海外展開用に人員を割いていたとしても、根幹である日本での事業でトラブルが起きれ
ばそちらにリソースを割かざるを得ず、結果として海外展開は頓挫するということが往々
にしてあるようである。そのため、海外展開のためのリソースを安定的に割くことのでき
るだけの組織的・財務的体力があることが重要と考えられる。
次にタイ財閥の課題感について、タイ財閥企業は全体的に AI や IoT といった先端技術
に関心を持ってはいるものの、それをどう活用するかという具体的なイメージを持ててい
ないことが多いと言われる。財閥側で、例えば「この領域の要素技術が欲しい」、
「○○の
工程のリードタイムを半分にしたい」というレベルでスタートアップに求めるものや課題
を具体化できていないと実ビジネスでの協業には結び付かないだろうと指摘された。ピッ
チやマッチングイベント等を開催する際は、大企業側のニーズや課題を正確かつ具体的に
把握したうえで、それに合致することが見込まれるスタートアップを集めるなど、マッチ
ング成立に向けある程度意図的なアレンジを行うことが有効と考えられる。
また、スタートアップと大企業とのコミュニケーションの問題は(1)でも述べたが、国を
またいでの協業の場合はさらにカルチャーの違いという壁も存在する。ただでさえ密度の
高いコミュニケーションを継続的に取ることが難しいスタートアップと大企業であるた
め、カルチャーの違いから生まれた些細な勘違いや行き違いから関係に亀裂が生じ、それ
が修復されないまま破談に至るといったケースもあるようである。

34

① イベント主催者による支援策
マッチングイベントなどでは、必ず主催者として、企業や政府などの団体がイベン
トの企画や遂行をするが、その役割は極めて重要と有識者委員会でも指摘された。ス
タートアップや大企業それぞれの強み、弱みを充分に理解した上で、それぞれのニー
ズをマッチさせるための事前の準備が必要である。具体的には、イベントに先立ち相
性の良さそうな企業同士を事前に見繕ったうえでイベントにて顔を合わせるといった
かたちにしなければ協業に結び付けることは難しいと指摘されている。特にタイ財閥
とのマッチングを進めるためには、
「この領域の要素技術が欲しい」、「○○の工程の
リードタイムを半分にしたい」というレベルでスタートアップに求めるものや課題を
具体化できていないと実ビジネスでの協業には結び付かないだろうとの指摘もあっ
た。ピッチやマッチングイベント等を開催する際は、大企業側のニーズや課題を正確
かつ具体的に把握したうえで、それに合致することが見込まれるスタートアップを集
めるなど、マッチング成立に向けて、ある程度意図的なアレンジを行うことが有効な
支援策と考えられる。
こういった支援を実際に行うには、政府がスタートアップと大企業の双方にアクセ
スできる存在として機能することが有効と考えられる。実際に民間企業も様々なイベ
ントを開催しているが、特に国をまたいだマッチングイベント等の企画を実現するに
は、両国の政府間連携に加え民間企業のバックアップなどが有効と考えられる。特に
財閥をはじめとするタイ企業には、日系スタートアップは必ずしも認知されておら
ず、スタートアップが直接財閥等とコネクションを持つのも困難であるため、政府が
財閥を巻き込み協業促進の機会を創出する事は非常に有効と考えられる。
また、タイには多くの大手日系企業が進出しており、政府系機関と財閥、日系企業
が連携して継続的にイベントを開催していく事がより多くの協業の機会を創出する上
で重要と考えられる。
② スタートアップの活動をサポートする体制整備による支援
スタートアップの成長段階にもよるが、優れた技術力をもっていても、それを効果
的に伝える準備が必要であり、ピッチやイベント会場で英語で効果的に伝えるプレゼ
ンテーション力がなければ、海外でのマッチングにはつながらない。当然の事なが
ら、イベント後には密度濃く頻繁なコミュニケーションが求められる。海外とのコミ
ュニケーションは途切れやすく、如何に優秀な人でも止まってしまいがちである。そ
ういったスタートアップに対して、コンスタントにコミュニケーションを進めるサポ
ートをしてくれる伴走者やメンター的な存在が必要であるとの指摘が有識者委員会で
はあった。既に VC などが出資しているスタートアップにはサポート体制を整えてい
る場合もあるが、そういった段階にはないスタートアップが自力で有料のサポートを
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受けようとした場合、資金的にも厳しい。こういったスタートアップに対するサポー
トを行う仕組み作りも、タイでのビジネス展開促進には有効と考えられる。日本国内
では各都道府県や文部科学省31が支援プログラムを提供しており、JST32などは一部海
外も行っているが、特定分野に限定されるなどの制約もある。このため日タイ両政府
により、スタートアップが VC やコンサルティング会社などからの支援を受けるため
の資金援助等の体制整備を実施することがタイでのビジネス展開促進に繋がると考え
られる。
また、政府による支援に限らず日系企業が CVC の形態をとり、自社工場を活用し
てスタートアップとの協業を探るケースも考えられる。タイには多くの日系企業が進
出しており、特に実証実験などの取組を行い易い環境であると言えるだろう。
(3) タイにおけるスタートアップの活動支援の取組状況
前述の在タイ日本大使館主催ピッチイベント「Embassy Pitch」に加え、タイ政府
でも科学技術省（MOST）直轄のスタートアップ支援組織 Startup Thailand33を設置
し、タイにおけるスタートアップの活動環境整備を進めている。また民間で行われて
いるピッチやマッチングイベントも多くあり、タイでのスタートアップの活動を支援
する取り組みは近年活発化している。そうしたなか日系のスタートアップの現地進出
についても、タイでの電子決済の普及に着目しビジネス展開に成功した Omise や次に
掲載する各社に続く成功事例の登場が期待されるところである
図表 17: 近年の日タイにおけるスタートアップ支援、ピッチイベント等の例
イベント、取り組み名

主催

実施時期

Embassy Pitch

在タイ日本大
使館

2016 年、
2017 年

SPROUT

NEDO

2017 年～

Techsauce Japan
Roadshow

ThumbsUp、
DISCOVERY
HUBBA

2018 年

Tech in Asia
Tokyo 2018

Tech in Asia

2018 年

CEBIT ASEAN
Thailand

CEBIT

2018 年に
初のバンコク開
催

Echelon

e27

毎年

内容
主に起業家が投資家や事業会社等に対して、自社
事業についてプレゼンテーションを行う。
タイ国家イノベーション庁とのスタートアップ支援に関す
る覚書に基づく、スタートアップ支援・育成プログラム。
バンコクで毎年開催されるスタートアップカンファレンス
「Techsauce Summit」のサテライトイベント。
世界中の起業家・ベンチャー投資家・事業会社・メデ
ィアが集まるアジア最大級のテック・カンファレンス。
欧州最大の IT 見本市。2018 年に初のバンコク開
催となり、JETRO バンコクが日系スタートアップの出典
を支援。
アジア各国から 15,000 の会員を擁するデジタルプラ
ットフォーム Echelon がバンコクで開催するマッチング
イベント。

31 文部科学省｢特色ある共同研究拠点の整備の推進事業～スタートアップ支援～｣
http://www.mext.go.jp/a_menu/kyoten/1330618.htm
32 JST｢海外の研究開発型スタートアップ支援｣https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2017/OR/CRDS-FY2017-OR-01.pdf
33 https://www.startupthailand.org/
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Startup Thailand

タイ科学技術
省（MOST）

MOST 傘下の Startup Thailand がバンコクでイ
ベントを開催。起業家や VC などの支援家が参加。

2017 年～

出所：Web 等を参考に NTT データ経営研究所作成

(4) 日系スタートアップと大企業との協業の事例
現地での日系スタートアップと大企業との協業の目立った事例としては、ABEJA とデ
ンソーの実証実験およびサービス導入（2018 年）
、日本、東南アジアでオンライン決済サ
ービスを提供する Omise とマクドナルド=タイの事業提携（2018 年）
、アジアを中心にイ
ンフルエンサーマーケティングの運用基盤を提供していたウィズフルエンス（当時）とタ
イ通信大手 TRUE との業務提携（2017 年）などの例が挙げられる。
ABEJA とデンソーについては第 2 章に記載のとおりだが、先端的な技術を有するスタ
ートアップと日系大手企業の現地製造拠点の協業のモデルとなり得る事例である。
Omise とマクドナルド=タイの事例では、現地マクドナルドがオンライン注文の増加を
背景に Omise の決済サービスを導入した。Omise のニュースリリースではこの事業提携
に関して「マクドナルド=タイは顧客体験をシンプル、迅速、かつ便利にするために
Omise のオンライン決済サービスを導入し、顧客が商品を購入する過程を改良しました。
その結果、従来のシステムではカード決済を利用するためにはページ遷移を行う必要があ
りましたが、Omise のサービスを導入した現在のものではすべての過程を単一のページ上
で完結させることが可能になり、決済に必要な時間と手間を大幅に削減することに成功し
ました」と記載されている34。日系スタートアップが現地のニーズを捉えて成功した好例
である。
ウィズフルエンスと True との提携に関しては、True のエンターテイメント部門所属タ
レントのインフルエンサーへの起用、両社のリソースを活用した東南アジアにおけるソー
シャルメディアマーケティング事業の連携および共同サービス開発と提供といった協業内
容とされる。ソーシャルメディアマーケティングのコンテンツのローカライズというウィ
ズフルエンス側のニーズと、データ活用も含めた先進的なマーケティング手法という True
側のニーズが合致したものと見られ、前述の在タイ大使館主催イベント「Embassy
Pitch」が契機となって実現した提携とされる35。

34

https://www.omise.co/ja/omise-partners-with-mcdonalds-thailand-to-provide-seamless-paymentexperience-for-online-and-mobile-orders
35

https://thebridge.jp/2017/03/withfluence-partners with-true
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(5) 本事業における具体的取リ組み
本事業ではタイ財閥の更なるニーズ深堀調査の一環として、2019 年 3 月 14 日、タ
イのバンコク市内にて、｢Rock Thailand｣を実施した。選抜された日系スタートアップ
10 社がバンコクを訪れ、タイ財閥大手企業 20 数社向けに合同のプレゼンテーション
を実施した。タイ最大の財閥グループである CP グループと在タイ日本大使館の共催
により CP グループ本社で開催された。
開催にあたっては有識者委員会でも議論がなされて、有識者からの意見として、協業
実現のためには、以下の要素、プロセスが必要であるとの指摘があった。
① 財閥に求められる主な要件


財閥各社がそれぞれに抱える課題やニーズの明確化



経営層レベルのコミットメントに加え、エース級の実務人材の確保



スタートアップとの協業に向けた予算（POC 費用など）の確保

② スタートアップ選定における主な要件


タイで事業をやり切る経営者の意欲と人的・金銭的リソースの確保



財閥のニーズに合致する技術力



密度の高いやり取りを継続的に行う言語力とコミュニケーション能力



大手日系企業や VC からの資金調達実績

③ マッチングイベントの実施に向けた準備


財閥、スタートアップへの綿密なヒアリング



マッチングに向けた仮説の立案



マッチングイベント後のフォローアップとして、メンターなどスタートアップ
のサポートや財閥との橋渡しを行う体制



一度のイベントでマッチングが成立する可能性は低いと考えた上での運営側の
継続的なプラン

以上を踏まえ、スタートアップの選出は以下のプロセスで進められた。
1. 有識者によるスタートアップの推薦（合計 80 社程度）
2. 財閥側の問題意識、ニーズのヒアリング
3. 財閥側ニーズに沿った分野でのスタートアップの絞り込み
4. スタートアップへの意思確認（タイに来て事業を実施する意思、キャパ
シティーの確認）
5. 3 月 14 日タイで開催するイベントの参加、英語でのプレゼンテーション
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の可否
以上の要件を満たすと考えられる財閥 22 社、スタートアップ 10 社が選出された。当日
は、スタートアップ各社の持ち時間は 10 分、英語で技術や事業概要についてプレゼンテ
ーションを行った。スタートアップ企業は、財閥に対して事前のヒアリングでニーズが高
かった 3 分野（AI、IoT、Logitech）に絞られており、大手日系企業や VC からの資金調
達実績もある会社が揃い、合同プレゼンテーションの後の個別ミーティングでも、各社の
技術力への関心度は非常に高かった。
全体的な印象として、事前に財閥側からのニーズを念入りにヒアリングしており、分野
も 3 分野に絞り込んでいたため、スタートアップ企業各社の技術や体制は財閥側の期待に
応えている印象であった。英語でのコミュニケーションにも不安がないメンバーが揃って
いたため、個別ミーティングも円滑に進んだ印象である。一方で、多種多様な事業を財閥
側は手がけており、今回取り上げた 3 分野以外で同様のイベントの開催ニーズが既に寄せ
られている。特に自動化へのニーズが高く、産業用のみならずサービス用ロボットのニー
ズ等も聞かれた。

42

図表 18: 参加スタートアップ一覧
1 PKSHA
Technology

2012

2 ABEJA

2012

3 LPixel

2014

4 SKYDISC

2013

5 UMITRON

2016

6 SmartDrive

2013

7 Smart
Shopping
Inc

2014

8 GROUND

2015

9 SOUCO

2016

10 Hacobu

2015

AI (Artificial Intelligence)
PKSHA Technology develops and licenses algorithm embedded products
(modules, software, and hardware) that are customised or semicustomised
for specific needs. Our products include computer vision, NLP,
3D modelling, demand forecasting. We cover many industries such as
finance, manufacturing, retail, and medical with in-depth knowledge.
https://pkshatech.com/ja/
ABEJA is an "AI enabler", a business partner to implement AI into your
business. We provide end-to-end solutions to enable various AI processes
through our multiple layered services, especially ABEJA Platform. With
Google and Nvidia investments and over 200 projects, Abeja is a solution
partner you can trust.
https://abejainc.com/
LPixiel, 2014 (https://lpixel.net/en/)LPixel, a spin-out venture from the University of Tokyo, is a
leader in
advanced image analysis software and systems tailored to life science
research and medical industry.
https://lpixel.net/
SKYDISC is an AI solution vendor focusing on manufacturing field.
We are good at processing factory data such as PLC/DCS data and time
series data from sensors. Our customers are big firms in Japan and
ranges from car to chemical industry.
https://skydisc.jp/
IoT (Internet of Things)
UMITRON builds user-friendly data platforms for aquaculture by using IoT,
satellite remote sensing, and machine learning. Our technology helps
farmers improve farm efficiency, manage environmental risks, and
increase business revenues. Our final goal is to “install Sustainable
Aquaculture on Earth”.
https://umitron.com/
SmartDrive provides Telematics Data Platform and Services. Data Platform
API provides high-value Telematics data. SmartDrive Fleet is vehicle
management service with real-time tracking, drive safety, and reporting.
SmartDrive Cars and SmartDrive Families assist improving drive safety
through feedback and rewards.
https://smartdrive.co.jp/en/company/
SmartShopping, Inc. provides the inventory management and autoreplenishment
solution with an IoT scale Smartmat. Smartmat enables
users to automate inventory management, and the data is used for
multiple purposes, incl. improving productivity, decreasing food-loss,
optimizing SCM, and decreasing client churn.
https://smartshopping.co.jp/
Logitech
GROUND provides innovative solutions based on the world’s most
advanced technologies in the logistics and distribution industry
(LogiTech®*), aiming to achieve Intelligent Logistics®*, its original
concept that applies the latest technologies such as AI and robotics.
http://groundinc.co.jp/
Souco is an on-demand marketplace for commercial warehousing space:
we match warehouse providers with businesses that require warehousing
space when they need it, where they need it. Our vision is to realize ondemand
commerce through on-demand logistics.
https://corporate.souco.space/
Hacobu develops SaaS based solution in logistics such as berth control /
dock scheduling, shipment order & contract management and fleet
management with GPS trackers. Using big data accumulated on SaaS
data base, Hacobu optimizes transportation to achieve sustainability.
https://movo.co.jp/
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図表 19: 参加企業一覧：財閥系企業（アルファベット順）
1

Amata Corporartion PCL.

2

Bangkok Bank PCL

3

Banpu

4

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

5

BTS

6

Central Group

7

CH. Karnchang Public Company Limited

8

Charoen Pokphand Group

9

Delta Electronics Thailand Public Company LTD.

10

Indorama Ventures Public Company Limited

11

Kasikorn Bank

12

Mitr Phol Group

13

PTT

14

SAHA

15

Samitivej Hospital

16

Siam Cement Group

17

Siam Commercial Bank

18

Somboon Advance Technology

19

Srithai Superware Public Company Limited

20

Thai Beverage Public Company Limited

21

Thai Summit Autoparts Industry Co., Ltd.

22

WHA Group

(6) イベント開催後の取組について
前述のとおり、これまでもマッチングイベントや金融機関等による個別紹介等は行われ
ているが、実際に協業に至るには、イベント開催後の各社のコミュニケーションが非常に
重要となる。
海外における協業支援はコンサルティング会社や VC などが行っているが、スタートア
ップの体制や支援ニーズによっても異なり、ケースバイケースとなる。今後、財閥経営陣
とスタートアップのコミュニケーションをサポートする、メンターやアクセラレーターな
どの支援は不可欠と考えられる。

44

(7) スタートアップ支援を行っている企業
海外事業の展開は特に初期段階の費用負担が大きく、スタートアップに限らずその人的
資源確保などの負担も大きい。その初期段階から成長段階に応じた支援事業を行っている
企業には、VC やコンサルティング企業など複数ある。目的や会社によりその支援内容は
様々であるが、ここでは具体的な例として VC の IDATEN Ventures、コンサルティング
会社の YCP グループ、大手自動車メーカー傘下の株式会社本田技術研究所それぞれによ
るスタートアップ支援の取り組みを紹介する。
【IDATEN Ventures】
｢ものづくり・ものはこび」を支える技術やサービスを開発するスタートアップへの投資
に特化したベンチャーキャピタル、IDATEN Ventures (イダテンベンチャーズ )の代表パー
トナー足立健太氏に支援内容をうかがった。足立氏は 2014 年からスタートアップ支援会社
の Mistletoe(ミスルトウ)でベンチャーキャピタリストとして活躍。2017 年 10 月 10 日に
イダテンベンチャーズを設立した。
同社の投資対象は、エンジェル・シード期の創業間もないスタートアップへの投資が中心
である。支援内容は、①人、②物、③金、④情報での支援に分類されるが、シード期のよう
な早期のスタートアップには、独自の技術力やネットワークなどがあったとしても、多くの
場合、経営面や管理業務等が手薄になりがちである。そういった側面を総合的にサポートし、
起業家が本業に集中できる体制を整える事に注力している。出資先には、①人的支援：企業
の成長に伴い、人員増強が必要となれば、自身の VC としての経験から適任な人材を探し、
②物的支援：オフィス等の必要な物を提供できる体制を整備し、③金銭的支援：新たな成長
ステージで必要となる資金を自身のネットワークを駆使して集め、④情報：起業家は本業に
集中してもらい、自身はキャピタリストとしての目線感をもって市場環境や競合の動きな
どの分析を行う。
VC の支援内容は各社様々であり、スタートアップも様々である。スタートアップの成長
段階や、必要とするサポートも異なる。しかし、特に創業間もない時期、目の前の雑務に追
われがちな起業家の視点を引き上げ、大きな視座を持ってもらうような精神面でのサポー
トが非常に重要と考えている。例えば事業の出発地点から目指す事業ゴールに対して直線
を引いた場合、その直線に対して進行方向が角度にしてわずか 5 度でも違っていると、後々
大きな修正・後退を余儀なくされてしまうことがある。そういったことがないよう、事業の
立ち上げフェーズから起業家と伴走していく。スタートアップの定義には様々あるが、｢ス
タートアップとは、通常であれば実現不可能な短期間に、誰もがあっと言うような事業を急
速に立ち上げること｣と彼は定義している。そこには並々ならぬプレッシャーやストレスが
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存在する。精神的なサポートは欠かせない。
ちなみに、ご馳走という言葉の語源は韋駄天であると言われている。釈尊の弟子であった
韋駄天が、健脚を活かして食べ物を集め、それを釈尊に届けていた。釈尊はその食べ物のお
かげで修行に集中でき、その修行の成果が世界を変えた。釈尊はその食べ物を、感謝を込め
てご馳走と呼んだと言われる。彼は現代の韋駄天として、起業家に経営資源や精神的サポー
トというご馳走を届け、世界を変えうるイノベーションを起こそうとする起業家が事業に
集中できるよう、あらゆる角度から後押ししている。
【YCP Holdings Limited】
日系企業の海外展開は特に初期段階の費用が大きく、スタートアップに限らずその人的
資源確保などの負担も大きい。その初期段階から成長段階に応じた支援事業を行っている
企業には、VC やコンサルティング企業など複数ある。その中でもタイにも拠点がある
YCP グループは、世界 19 拠点、コンサルタント約 250 名体制でアジア圏を中心に事業を
展開している。
事業内容として、1. 経営・ファイナンス・マーケティング・海外調査・海外展開の 5
つの領域における「マネジメントサービス」
、2. 中小・新興企業およびインキュベーショ
ンビジネスに対してリスクマネーを提供する「プリンシパル投資」、3. 上記 2 事業を通し
た、理論と実践を兼ね備えた「経営人材育成」を行っている。特に海外展開においては、
クライアント企業の海外展開チームの一員として、一切の業務を一人称で｢代行｣し、迅速
かつ柔軟な海外ビジネス立ち上げを図る。海外展開に係る人的及び金銭的リスクを「最小
化」するためサービス設計が行われている。
同社の Managing Partner の粕本晋吾氏は、｢スタートアップの海外進出の中折れ事例
としては、体制が十分に整わないまま気持ち先行で海外に進出しようするが、調査段階で
終わってしまい、事業展開に至らないケースが多い。実行段階になってやる人がいないと
いう事にならないか、本当に最後までやり通せる人材がいるかなどは重要なポイント｣と
指摘している。また、｢イベント等で盛り上がってマッチングしたとしても、海外とのそ
の後のコミュニケーションは途切れやすく、如何に優秀な人でも止まってしまいがちであ
る。コンスタントにコミュニケーションを進めるサポートをしてくれる存在が必要であ
る｣と指摘している。
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出所：YCP Group 社より資料提供

【株式会社本田技術研究所】
今回、インタビューにお答え頂いた、本田技術研究所でベンチャーアライアンスを担当す
る羽根田 里志氏によれば、同社では「Honda Xcelerator（ホンダ・エクセラレーター）」プ
ログラムを米・シリコンバレーやボストン、カナダ、イスラエル、ヨーロッパ、中国、日本
で展開している。ミッションは、同社の全ての部門に対して、
「世界一流のイノベーター（ベ
ンチャー企業）との協業を通じて、イノベーション創出の機会を提供すること｣である。同
プログラムでは、①プロトタイピングと価値検証(PoC)のための開発資金の提供、②世界各
国にあるコラボレーションスペースを活用でき、③様々なナレッジをシェアし、プロトタイ
ピング開発等を支援するメンターの提供、④プロトタイプ開発やテストに必要な、車両やデ
ータを利用することが可能となる。Web サイトから常時申し込みが可能だが、期間を 6 か月
に決めて募集をかけ、ファイナリストの中から最終的に支援対象を選ぶというコンテスト
形式も昨年初めて採用した。
スタートアップと互いにメリットのあるコラボレーションをすることを最も大切にして
おり、コラボレーションで開発したプロダクトは、Honda だけの成果物になるのではな
く、互いにシェアし、自由に使えることを基本としている。アジア地域も含め、世界一流
のベンチャー企業との協業をさらに強化していく。2005 年からシリコンバレーで CVC 活動
を始め、出資もいくつか実施したが、現在はホンダとして提供できるもの、貢献できる部
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分にフォーカスし、ベンチャーとの協業で良いものを創れるかどうかと言う視点で活動を
し、協業の成果を軸に、出資等の判断をしている。既に幾つかの VC との協業も進めてい
るが、経営支援は VC 等にやって頂き、ホンダとして価値を提供できる部分、良いものを
創る視点でスタートアップの支援・協業を進めている。
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総括
今回調査対象とした財閥系企業は全体的にデジタル化、先端的なテクノロジーの活用に
関心が高く、SCM のデジタル化、販売・マーケティングのデジタル化を挙げる企業が多
かった。一方で、デジタル化の必要性を感じているが、最新のテクノロジー活用に関する
イメージを描ききれていない財閥も多いという指摘もあった。
在タイ日系大手企業の取材からは、スタートアップとの協業については（本社取扱い事
項となる事もあり）関心度合いは高いとは言えなかった。一方でスタートアップとの協業
に対するニーズが全くない訳ではなく、RPA や OCR、AI をはじめとする技術を活用した
業務改善などに対しニーズがある事がわかった。
既にタイに進出しているスタートアップ企業からは、タイでの事業展開に際しての課題
として、タイ市場の嗜好やカルチャーの理解を含め、現地パートナーの確保が非常に重要
である点が強調された。更に、中国系スタートアップとの競争が厳しく、優秀な人材の継
続的確保の難しさや、英語力がクライアント経営層とのコミュニケーションには必須であ
る点が共通して指摘された。
タイにおける日系スタートアップのビジネス展開を促進するには、財閥との協業促進が
有効と考えられる。課題事項としては、財閥各社がそれぞれに抱える課題やニーズの明確
化、経営層レベルのコミットメントに加え、エース級の実務人材の確保、スタートアップ
との協業に向けた予算の確保といった点が重要との指摘が有識者委員会からあった。一
方、スタートアップには、タイで事業をやり切る経営者の意欲と人的・金銭的リソースの
確保、密度の高いやり取りを継続的に行う言語力とコミュニケーション能力などが求めら
れる。
タイ財閥の更なるニーズの深堀調査の一環として、これらの条件を満たすと考えられる
財閥、スタートアップを集め、マッチングイベントを 3 月 14 日に実施したが、実際の協
業につながるかどうかは、今後の両社の取組次第である。これまでも、マッチングイベン
ト等は行われているが、実際に協業に至るには、イベント主催者の入念な事前の段取りに
加え、イベント後のスタートアップに対するハンズオン支援の重要性や、財閥とスタート
アップの間に立つ人材の重要性が有識者委員会でも指摘されていた。こういった取組を継
続的に実施し、タイ企業へ日系スタートアップの認知度をあげていく取組がタイにおける
日系スタートアップのビジネス展開促進には不可欠と考えられる。
以上
49

（様式２）

二次利用未承諾リスト
報告書の題名
平成 30 年度アジア産業基盤強化等事業（タイにお
ける日系スタートアップのビジネス展開促進のた
めの調査等事業）調査報告書
委託事業名
平成 30 年度アジア産業基盤強化等事業（タイにお
ける日系スタートアップのビジネス展開促進のた
めの調査等事業）
受注事業者名
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
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タイトル
ヒアリングにご協力頂いた在タイ日系企業
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