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１．日系企業タイ進出五十年 

 

●戦前の日本企業 

  農産国から工業国へ 

  米国と黒字貿易 

  重化学工業化 

  戦争が及ぼした日本企業への影響 

 

●戦後の日本企業 

  高度経済成長の基盤 

  日本企業が海外進出する理由 

●タイへの進出 

  タイという選択肢 

  国交の始まりと商社の参入 

  仲介人としての商社   

 

●日本メーカータイ上陸 

  メーカーの参入   

  完成品の販売 

  タイの輸入代替の始まり 

  現地組み立て 

  部品の現地調達 

  タイ華僑と合併 
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●反日の波と日本企業 

  反日の真相 

    タイ人生活に広がる日本製品 

    日タイ貿易摩擦 

    日本製品ボイコット 

  規制と緩和に応える日本企業 

 

●再び成長 

  外資歓迎をするタイ 

  日系中小企業の参入 

  市場開放 

  輸出国としての格付け 

  アジア通貨危機 

   

●新たな飛躍   

  アジア統括事務所 

 

●今後のあるべき日本の姿 
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日系企業タイ進出五十年 

  日系企業が本格的にタイに進出して約５０年。始まりは限られた事業と限られた人数だ

った。取り巻く環境に翻弄されながらも、それぞれが進むべき道を辿り、今では私たちが

目にしている何千という企業数まで拡大する姿となった。 

  安い原料と市場を求めて海外進出を始めた日系企業、タイは治安、広がる市場、さまざ

まな要素から可能性を見極め、タイへの進出を決めた。日本からは工業品の輸出が順調に

続き、やがて日タイ間で貿易不均衡が目立つ。実はこの貿易不均衡を深めた原因は日本製

品の大量輸入に限らず、タイ政府の工業化政策にもあった。繊維、家電、などに高税率を

かけ、国内企業の保護に努めた。結果、より高価な輸入をすることになり、貿易赤字がさ

らに深まった。タイ政府はこの事態を解決に導くため輸入代替政策を立てる。対策の一部

に、自動車産業では従来輸入していた完成車をタイで組み立てるように指示をする。少し

でも輸入額を減らす狙いだった。ただ思うほど貿易不均衡は改善されず、新たな一歩に踏

み出した。ノックダウン生産で部品を輸入して組み立てたところを国内部品調達にして、

輸入額を減らそうとした。まずは２５％から。後には５０,７０％と徐々に比率を増やして

いった。タイ政府の無理難題を押し付けられながらもうまく対応し、日系企業はタイ市場

を制圧した。日本製品はタイ人の日常生活にあふれ、解決されない貿易不均衡に彼らは異

常なほど不満を抱えていた。それが反日感情を高め、やがては反日デモに繋がった。学生

による日本商品不買運動が繰り広げられ、日系企業にとっては気難しい日々が続いた。膨

張した学生の運動は次にタイ政府に目を向けた。クーデターを起こし、政権交代に成功。

新しい政府は輸入代替からタイ民間企業の輸出産業復興に政策転換する。そして、回復し

ない経済に外資を呼び込み、投資促進政策も行う。しばらく目立った投資は日系企業から

はなかった。日本企業にとっては、再び本格的にタイ進出（投資）をしたのはプラザ合意

で円高になったことだった。安い賃金を求めて進出。これを機にタイ政府は、タイを輸出

国家へ転換させることを図る。が、その間輸入税等で保護を続けていたが、物価の高騰が

続き、アメリカとの貿易摩擦。結果、市場開放に踏み出すしかなかった。その後、中国の

改革開放が起きると、ＡＳＥＡＮ側が協力し地域全体として対応しようと自由貿易地域

（ＡＦＴＡ）を発表した。１９９３年から２００８年まで０～５％の税金に引き下げ、価

格面で競争力をつけようとする。タイ政府はＡＦＴＡを効率的に活し、完成車の輸出生産

拠点に位置づけることを企む。１９９７年にアジア通貨危機が発生し、市場が荒れる。そ

こからＡＳＥＡＮは税率削減を２００３年までに早める。タイ政府はバーツ安を利用して

ピックアップのグローバル輸出基地にする政策を始める。日本自動車メーカーはＡＦＴＡ

の執行が始まると、地域全体で管理をする必要がでてきたため、自動車産業が一番発達し

ているタイに拠点を置き、地域統括事務所をつくる企業が増加。現在も自動車の売れ行き

は順調に伸びを見せている。 
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戦前の日本企業 

 話を少しさかのぼって、日系企業がタイに進出する前の、戦前の日本企業の姿をちょっ

と振り返りたい。その頃は明治維新後の殖産興業政策でどこも軽工業が進められていた。

長い間、江戸時代で続いた鎖国の後れを取るように、欧米諸国の進んだ技術をひたすら取

り込んだ。きっと追いつき追い越せとみんな必死だった。そんな気持ちに応えるように、

安価で品質の安定した日本の軽工業製品は、海外で支持され、輸出量はみるみる伸びてい

った。日本全体が世界と競う力を付け始めたのもこの頃だろう。しかし順調に続いていた

波も、米国発の世界恐慌によって一時期止まることになった。当時の政府もこのままでは

いけまいと従来の方針を見直した。その結果、重化学工業化政策が打ち出され、造船業、

鉄鋼業、機械工業などの発展を図った。この政策で日本が世界に通用する工業国としての

第一歩を踏み出した。実際この頃から起業をし、今日まで活躍している企業も多数存在す

る。 

 この日本の工業化を支えたのは、総合商社であった。海外に支店を置き、製造に使う資

材を集めた。そして出来上がった商品は、その海外支店から販売されていった。日本はい

わゆる加工貿易をしていた。タイからは戦前チーク材が輸入され、他に米、金物、機械を

中心に貿易が行われていた。さらに商社を支えていたのは、横浜正金銀行（後に東京銀

行）などの銀行だった。貿易金融・外国為替に特化した銀行であり、成長し続けた日本企

業の貿易の振興と取引の円滑化を捗るものだった。１９３６年からタイには大支店が置か

れ、終戦の４５年の強制引き上げが支持されるまで活躍した。 

 

戦争が及ぼした日本企業への影響 

  日本が戦争に踏み出すと事態は一変した。生産材料の資源は軍隊に奪われ、本土が空襲

を受けるようになると多数の工場が被爆した。あの頃の影響は計り知れないものだった。

終戦すると、ドン底まで落ちた日本ではあったが、日本人の心までは落とせなかった。復

興に向けてがんばろう、健全な日本を取り戻そうという心が、たくさんの日本企業に命を

吹き返した。 

 

戦後の日本企業と海外進出   

 戦後しばらくはアメリカの傘下にあった日本もサンフランシスコ条約によって自立し

た国へと戻った。ただ復興に向け、日本人が頑張って手にした自由の先に待っていたのは

慢性的な貿易赤字であった。この状況を脱するべく政府や民間企業が「外貨獲得による国

益の増進」というモットーの上、みんな立ち上がった。戦前の工業化政策が戦後も継続さ

れ、国内に投資が集中した。おかげで日本は国力を戦前の状態まで取り戻し、やがては上

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%8B%BC%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%B7%A5%E6%A5%AD&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%BF%E6%98%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%82%BA%E6%9B%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E8%A1%8C
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回るようになっていた。人々の生活は改善され、トヨタのように国内で基盤を固めると海

外に目を向けてきた。自動車産業において、コスト削減のために量産をすることは重要な

課題としてみていた企業も少なくなかったため、輸出復興策が行われるようになった。飛

び出してきた先には、日本国外の市場と生産に使う原料が多大に広がっていた。戦争の一

理となった資源の調達を、武力ではなく、経済活動の一環として平和な形で得られるよう

になる。 

 

タイという選択肢 

  日本で明治維新が起きた頃、東南アジアでは欧米諸国による植民地化が進んでいた。ミ

ャンマーとマレーシアはイギリス、ラオス、ベトナム、そしてカンボジアはフランスの傘

下にあった。二十世紀半からは自国の独立のために戦闘し、独立できたにもかかわらず内

戦が続いた国も存在した。それに加え、次々と共産主義化し、進出を妨げるような要素が

並んだ。このような状況とは間逆の国が、このタイだった。国の独立を唯一保ち、政権を

争うクーデターなど治安を揺るがすこともあったが、大きな戦争までにはつながっていな

い。日本企業にとっては、ここが 適だった。一社が始めると、次々とタイへの進出は進

んだ。 

 

タイとの国交回復と商社の参入 

  大まかに言うと１９５０年代後半から６０年代前半にかけて、日本企業の海外進出が活

発になり始めた。タイとの貿易は、日本が全権を取り戻す同年に、国交回復が行われて以

来のことである。そのとき結んだ条約の中に商社の駐在員事務所の設立が公認された。こ

こから日本企業のタイへの進出の場が切り開かれた。三井物産、三菱商事、伊藤忠商事、

丸紅、住友商事、トーメン、ニチメンなどの日系商社がタイへ再び現出した。主に日本で

不足していた資源を買い付け、国内で生産されていた商品を海外に売りつけた。日本から

の船はしっかり日本の工業製品を詰めて来て、戻る際には製造に使う資源をつめて帰る。

他国で得た資源を日本で加工し、付加価値を付けて売る方法。まさに戦前のスタイルを維

持していた。このように見ると長きにわたり商社は日本の製造業を支えていたのだった。

後にその貿易が進むと売買品を運ぶ川崎汽船や関西汽船などの船社がタイに事務所をかま

えるようになる。 

 

仲介人としての商社 

  この時期の商社といえば商品のやり取りのほかに、日本メーカーなどの売り手と現地で

販売をしてくれる代理店という買い手双方をつなぐ役割も果たしていた。これは実の意味
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で仲介人をやっていたことになる。さらにたくさん商品が売れてくると、それに伴う商品

のメンテナンスも必要となっていたがが、彼等はメーカーの技術者をよび、メンテナンス

をさせていたのだ。 

  他にどういうことをしてたか？ 

メーカーの参入 

  一方一部自動車や家電メーカーも、商社に頼りっぱなしになることはなかった。自らが

方針を立て、市場開拓を行おうとしていた。トヨタの場合、彼らの方針は次の通りであっ

た。 

• 自動車などを売るに当たって欠かせないアフターセールサービス機能を調えること

（車両整備や補給部品など） 

• 消費者のニーズにいち早く察し、車に取り入れていくことが必要不可欠なことから、

総合商社に完全依存することを避けること 

• そして知名度や技術面でも劣っていたアメリカ車との直接対決を避けることなどが

掲げられていた。 

  １９５５年から５７年にかけて、担当者を東南アジアの各国に派遣し、政治の安定性や

市場などの調査を行った。東南アジアに注目したのは、比較的欧米メーカーの基盤がまだ

固まっていなく、当時の日本の技術で商売をするのは発展途上国が 適だと考えられてい

たためだった。そして１９５６年、政治経済上問題ない地域だと判断されたことからタイ

に駐在員事務所が置かれた。現地でのマーケティングリサーチや本社との連絡を主な事業

として行っていた。同業者の日産は、１９５７年６月にバンコク駐在員事務所を開設した。 

  いすゞや日野は商社と提携をしたのか？。いつ駐在員事務所を開設したか？ 

 当時はどこも現地の販売店を通して車は売られていた。しかし輸出を復興するために

努力が積み重ねられていたにも関わらず、車の売れ行きは思うように伸びなかった。欧米

メーカーと比較して日本メーカー車の値段は割高。しかし販売価格は同等な額にしなくて

はならない。ハイコスト、ローリターンでは商売にならないと大手販売店の注目は欧米車

に向かっていた。その結果、トヨタには欧米車の販売権を取れなかった販売促進に必要な

資金も知識も乏しかった弱小の販売店しか選択肢が残されていなかった。売り始めては見

るものの結果は出ない。それでもなんとかして車を売らなくてはならない。売る方法を探

すしかないと特約店の変更を何度か行った。ただ想いとは裏腹にやはり満足のいく結果は

出なかった。タイは将来性のある市場である、そう確信していたトヨタは新たな一歩に踏

み出した。１９５７年２月、ついにアジア市場開発拠点としてバンコク営業所を置くこと

に至った。販売店が売れないなら自らで売るしかないと強い決心が固められた。さらにそ

の４ヵ月後、三井銀行バンコク支店から必要な資金の調達で協力を得て、営業所をバンコ
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ク支店に昇格させた。ついに販売に本腰を入れていった。（トヨタにおけるタイでの車の

販売数、どこから資料をもらえないか）販売台数は増えた。その後は、地方などに取次店

という形で、客を支店まで連れてきてもらって車の売買が成立すればコミッションを渡す

という体制をつかった。もちろんそのような店にはショールームも車を直す技術者もいな

いことから日本人が国中を回って修理などを行っていた。 

 

輸入代替の始まり 

徐々に日本の商品が知名度を上げ、売れ行きを伸ばすと日本とタイの間の貿易赤字が目

立つようになってきた。農産業が発達していたタイでも、高価な工業品との取引では採算

があわない。タイ側としても何とか対策を練らねばならないと、１９６１年に自動車産業

復興政策を打ち出した。多かれ少なかれ価格は減少し、タイでも雇用も増えることが期待

されていた。完成車の輸入に税金を高く掛け、車の部品を丸輸入してタイで組み立てさせ

る狙いだった。これをノックダウン生産とよび、この政策に米車のフォードがいち早く応

えた。翌年、タイ政府は更に輸入代替政策として産業投資奨励法を施行し、部品輸入税、

営業税を減税した。同時に日系企業に対して現地企業と合併も薦めていた。この一連の動

きをうけて、日産がいち早く現地華人系企業との合併し、組立工場を開始した。この素早

く対応したことにより、一時は道を走っていた乗用車もタクシーも日産の車が多かったと

いう話も残っている。トヨタ、日野、そしていすゞは合併という形をとらず、同年の１０

月にトヨタはトヨタ・モーター・タイランド社を設立する。 

１９６４年といえば、この年は日系企業の進出史においていろんな産業の大企業がこぞ

ってタイ進出を果たし、大きな動きを見せていた。今は無き大丸も、この年に進出した。

後にはタイ人の生活の中に日本商品が浸透していく諸段階でもあったのかもしれない。 

１９６５年に入ると、政府から貿易不均等についての発言が目立つようになる。ココナ

ッツ繊維、葉タバコ、果物の買い付けを日本側に要請し、解決に努めていた。又、日系自

動車組立工場には車のサイズをタイ国産タイヤのサイズに合わせるよう難題をおしつけて

きた。それでもタイへの自動車輸出台数は、６年には２３００台、６７年に４２００台、

６８年に９０００台、そして６７年に１０，７００台と順調に伸びをみせていた。６７年

の輸出台数のうち、２０００台はノックダウン生産によりもので、その残りの８７００台

は完成車であった。車が売れ行きを伸ます中、バンコク支店として販売に努めていたセク

ションも営業権をタイトヨタに譲渡することになった。製造する側と販売を統一する第一

歩でもあった。 

ノックダウン生産の政策や増え続ける車の販売数を受けて、タイトヨタは、タイ人に対

して技術やノウハウを教え込んでいた。販売が拡大していたトラック修理の技術、ノック

ダウン生産に必要な自動車の組立技術、そして販売において重要なディーラー契約・月賦
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残債と在庫管理など、現地の人を活用し、更に拡大する事業に対応するためだ。その需要

は生産能力を上回り、ついには日野にカローラの委託組立もするようになっていた。 

１９６７年、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシアの５カ国の

いずれも反共主義の立場を取る国であった、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）が発足協

定に調印。経済、社会、文化、技術、学問分野において協力し合うことが位置づけられて

いる その中で、自動車部門の相互補完協定の話があがってきた。これは部品をＡＳＥＡ

Ｎ地域内で補完分業する目的であった。日系メーカーはこの制度の利用を望むも、きっち

り分けると貿易で赤と黒字になるところが出るからこのときは駄目だった。後に１９８０

年代、関税などの撤廃などは各国がある程度発達し、競争力を持つようになってから実現

される。 

ただ、１９６９年になると、タイ政府側より日本による経済侵略を主張し始めた。特に

ブンチャナ経済相は日本の中古車輸入を禁止し、日タイ貿易不均衡に対してさまざまな発

言をする。 後にはタイ人に対して国産愛用を呼びかけたりもした。 

このような圧力がかかる中も、日系企業は企業としてやるべきことを全うしていたまで

だった。タイトヨタは総合センターを開設し、部品倉庫や新車点検、教育センターなど、

更に拡大するための基盤を調整していた。翌年の１９７０年には販売や技術の面でのアフ

ターサービス、メカニック修理技術、ディーラーの設置などの体制も強化し、組立工場の

拡張もした。 

そしてついに１９７２年、タイ政府がまた動き出した。内外からの投資奨励、経済開発

促進、税制改正などの経済政策を発表した。さらにこの発表の一週間後、以前からほのめ

かしていた乗用車、トラックの国産部品使用比率を１９７４年１２月３１日までに２５％

以上とすることを決定した。日系自動車メーカーは、この規制に急ピッチで対応すること

が求められた。比較的重要でなく、生産の容易な部品から国産化していき、目標の２５％

を達成する戦略だった。 

 

広がる反日運動 

残念ながら、企業外のタイ国民間には日本に対する反発心やその動きは高まる一方で、

相変わらず政府は日本にタイ製品の輸入増加を希望し、国内では国産品を優先的に使用す

るようにも指示した。とにかくナショナリズムが引き立てられ、それをいろんな形で表す

ようにもなった。役２００人の学生が野口キックボクシング・ジムの所有者の野口氏に対

し、タイの国技を盗んだと非難し、タイ・キックボクシングに改名しなければ殺すと脅迫

状が送られ、数日後、投石するなど襲撃をした。さらに高校生約１５０人もナイフ等を所

持し、タイ大丸でデモをした。果てには学生により日本品の不買運動を呼びかけ、この運

動は１０日ほど続いた。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E5%85%B1%E4%B8%BB%E7%BE%A9
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また、反日の一原因として、日本企業の進出による環境問題も引き金になっていた。特

に河川の水質汚染、自動車及び工場からの大気汚染、不適切な処理による廃棄物、特に有

害廃棄物などが問題だった。タイ人から見れば、人の国で思うように資源を使い稼ぐだけ

稼いでおまけに瀬かつ環境までを壊す日本企業の身勝手な行動に憤慨していたのだ。 

もうひとつの原因で、「オーバープレゼンス」が問題視された。とにかく生活するうえ

で、日本の商品が埋め尽くされ、タイが日本に飲み込まれてしまうのではないかと不安の

裏返しではあったのかもしれない。日本の製品に対し、皮肉った歌も民衆の間で口ずさま

れていた。「朝起きて使う歯ブラシも日本のもの」 

一連の影響は、日系企業に勤める商社員の私生活まで影響した。家族のビザ延長が認め

られず、非永久ビザによる長期滞在を拒否し、４８時間以内に国外退去を通告した。 

 

一時期政府に目移りするデモ 

良いか悪いかは別にして、１９７３年の６月から１０月にかけて「反日」の動きから、

デモは反政府デモへとかわっていった。もともとは軍部主導政治への不満を露にする事が

できず、その鉾先が日本や、日系企業とその商品に向かったのかもしれないという見方が

多数ある。それが絶えに耐え切れず爆発したというわけた。同年、世界的に農産物に恵ま

れず、物価が高騰する状況であった。その不満は我慢の限界まで達し、ついに１０月１４

日、学生がデモを起こし、当時の政権を握っていたものに変わりサンヤ内閣が誕生した。 

 

再び反日 

政権が変わり、政府は自動車、家電製品、石油に対する増税を決定する。第一次オイル

ショックを受けて、石油節約命令もだした。ここで流れが終わるのかと思いきや、やはり

根本的な問題である貿易不均衡問題が解決に至ってないため、反日の感情は未だ続く。１

９７４年、田中首相がタイを訪問した際に３０００人の学生がエラワン・ホテル前で抗議

をし、田中首相に卵を投げつけたというエピソードも残っている。タイ大丸では７００人

の学生が押しかけ窓ガラスを割り、ＪＥＴＲＯ前でプラスチック爆弾が爆発したことも記

録に残っている。同年内にはケンコイ麻袋工場で賃上げと日本人管理者が監禁され、追放

を要求しストライキを起こした。 

 

子会社の上陸 

自動車組み立てメーカーはといえば、２５％の国産部品調達義務に追い遣られていた。

各自メーカーの系列部品メーカーにタイへの進出の要請をすでに終え、それぞれ準備にか
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かっていた。トヨタ系列の日本電装が、タイにデンソー・タイランド社を１９７２年に設

立したのを見れば、政府から部品調達義務が発表されてすぐ、対応していたことがわかる。 

１９７５年、長年続いていた暗闇にようやく光が照らされたよう、日本に輸入を求める

だけでなく、別の道で現状解決を行おうとした。４月より、投資委員会より新投資奨励措

置を発表し、輸出産業や地方立地産業を重視し、行き詰まった経済を再び外資を呼び込む

ことで回復させようという狙いだ。また、外国投資奨励委員会により、ビザ発給や再入国

手続きの改善を決定したりと、日本企業にとってはタイへ進出しやすい環境が再び整った

いえる。 

これを受けて、トヨタもサムロンに既存していた工場をトラック専用の工場にし、新た

に工場を建設て、乗用車専用に当てた。それもすべて生産基盤を拡大し、日産とのトップ

争いを本格化するためだ。 

同時期タイの情勢で、反ベトナム人運動や反米デモなどが勃発し、なにかとナショナリ

ズムの波が残っていが、クーデターにより鎮圧。しかしタイ経済は一向に回復を見せるこ

とはなかった。このためか、１９７７年１月、首相を務めたタニン氏が日本等の外国商工

会議所に対し、外国企業の投資促進を勧誘すると語ったそう。ただ、年が明けてすぐ、完

成車の輸入禁止は発表。同時にノックダウン部品輸入税の引き上げもした。赤字貿易の改

善とより多くの国産化を狙ったに違いない。これを受け、トヨタでもプレス部品の内製化

に踏み込み、再び日野に頼んで指導を受けた。 

１９８０年代に突入する頃、タイには６４店のディーラーを有していた。オーナーの多

くは中華系タイ人だ。出始めの取次店で、特に成果を残したところにはショールームや研

修を受けさせていた。また、当時の車所有率で見ると、日本の３．５人に１台とタイの５

０人に１台という数値を比べれば、タイがまだまだ莫大な市場であることが一目瞭然であ

った。売る体制も整っているし、市場でもまだまだ余地がある以上、タイ側にどんな厳し

い条件を出されようともここはうまく対応し、 善を尽くすしかない。輸入税の引き上げ

と同時に現地部品調達率もタイの情勢により徐々に引き上げられ、７４年に執行になった

２５％の調達率から５０％に迫ろうとしていた。内製化したプレス以外では、外注して乗

り越えるべきであったが、日系部品企業の数に限りがあり、結局現地の部品メーカーを使

うしかなかった。ただ、達成に向けて動き出したのはいいものの、何より問題だったのは

現地メーカーが供給する品質だった。製品として扱うには質が伴っていないと困る。ここ

は、多少出費になるが、日本に部品メーカーを派遣し技術を学ばせるほか無かった。生産

性のアップと材質指導も行った。後には現地自動車部品製造業者協会により、ギブンパー

セント方式でより国産化への明白な基準が設けられた。 

１９８１年、バーツの切り下げにより、同業者の三菱は一ヶ月の工場閉鎖を余儀なくさ

れるほど経済は悪化していた。トヨタで販売店が押し込みで売り、しばらく始まっていた

インセンティブをあてに価格以下で車を売ったり割り当て地域の侵害、販売店同士の値引
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きなどの問題に直面する。タイトヨタでは販売店経営者と共に反省を行い、来年度に向け

て目標を立てることで全体の調整をして乗り越えた。 

企業内外から迫り寄る要因に対応しながらもこの時期からタイトヨタ企業内部にも改革

が見られた。「タイ人によるタイ人のための車」の作成を目指し技術部門部にニンナート

氏が就任。教育部門が作られ回想ベルにカリキュラムを作成。さらには品質の向上に繋が

る工場内の改革も行われた。 

 

外資歓迎をするタイと日系中小企業の参入 

この時期のタイとしては投資委員会（ＢＯＩ）が日本で投資促進セミナー開催するなど、

外国からの投資を誘致していた。このタイの願いがかなったのは、１９８５年のプラザ合

意で円高になったことが追い風となっていた。より安い人件費を求め、海外で生産する必

要が出てきた。そこでＡＳＥＡＮの中でどこよりも早く組立をはじめ、５０％の国産化も

達成していたタイに自動車部品メーカーが進出。日系自動車メーカーからにしても、現地

部品企業を育てるよりこの円高を機に系列部品企業のタイへの進出を望んだ。為替レート

を生かすために生産拠点を移す考えもあり、タイへの輸出新規投資のため、ＢＯＩと話し

合いに出た企業も出現。また、デンソーのようなグループ企業も国産化をし、コストダウ

ンを図りながら、１０％から３０％までタイから輸出するようになっている。 

１９８６年、進出してくる日系企業を見極めてか、小型ピックアップトラックのディゼ

ルエンジン製造の国産化計画が再び発表した。輸出を義務付け、量産化で経済を動かそう

という狙いだったのか。タイトヨタでは翌年の１９８７年、エンジン想像会社、トヨタ４

０％、サイアム・セメント４０％、日本電装１０％、タイ産業金融公社１０％の出資で、

Ｓｉａｍ Ｔｏｙｏｔａ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ社を設立した。実はこの頃、８５

年と８６年には車の販売台数は落ち込んだものの、１９８７年には回復されていた。大量

生産で需要を超え、車が安くなる一方で１万バーツ越えの収入者も増えていた。そして農

業品の輸出も伸びた。 

同年１０月、これから更なる発展を見せるであろうことと、２５周年を迎えるタイトヨ

タで、人員改革が行われた。タイトヨタも政府とのやり取りが増え、タイ人との話し合い

はタイ人がするのが良い、従業員の管理にも良いということで、日本人が部長ラインのマ

ネージャーからコーディネーターとなり、タイ人が部課長に昇格するという前代未聞の試

みでった。さらに優秀な者には日本人同等に情報を渡し自身で考えさせ、優秀であれば昇

給するという概念を植えつけた。後には育った現地人部長を役員に入れるなどのこともあ

った。トヨタ内での改革は、他に各部門で５カ年計画を作らせるということもした。会社

としてやることを示し、以前のように日本人ボスが替わるたびに方針が変わるということ

でタイ人を混乱させてきたことを避けるためだ。 
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１９８８年、金型を一部内製に切り替え、タイを輸出基地にした。マレーシアに燃料短

供養の金型を供給し、国境を越えて提供しあう品目の拡大をする。同年、架装専門会社設

立し、ユーザーの要望に応え、競争力を高めた。 

翌年１９８９年７月、政府によりピックアップ組立で国産エンジンの使用が義務付けら

れた。トヨタにとっては車の心臓部であるハイラックスのエンジン国産化することでイメ

ージアップを図るにも良かった。エンジン部品率は２０％、１９９６年７月で８０％の国

産化を目指すこと。この政策で、日系メーカーは協力し互いに供給して対応した。トヨタ

はシリンダーブロック、日産はシリンダーヘッド、いすゞはコンロッドとクランクシャフ

トを各自受け持った。また、タイでは部品メーカーとの取引において企業系列を超えて行

われるという日本では考えにくいことも起こっていた。さらにこの政策で惑わされる日系

企業もいた。大型エンジン製造が見込まれていたが、タイ日野がタイ政府の方針転換に暇

を有してしまい、タイトヨタにその工場を売り込む始末になった。また、生産台数４万台

を目標に老朽した建物を建て直し組立ラインを作り変え、部品倉庫を新設したりと忙しい

年だった。 

 

市場開放 

１９９０年、アメリカとの貿易摩擦で市場開放、小型車の輸入解禁をし、自由化政策を

始めた。高まる物価の高等で国民の不満への対応政策だった。解禁により、各メーカーの

扱う商品が増え、税金等が減ると乗用車とピックアップの値段の差が縮小。もちろん乗用

車が人気を集めた。タイトヨタではサムロン工場の第３工場が完成し、ハイラックスも新

型車を打ち出した。販売は好調で忙しさは増す一方、増産による手抜きで品質は下がった。

後に「Ｙｅａｒ ｏｆ Ｑｕａｌｉｔｙ」を始め、改善が行われる。この年トヨタは、ト

ヨタ・オートパーツ・フィリピン・マレーシアを立ち上げ、ＡＳＥＡＮ域内での部品の相

互補完と集中生産を狙い、各国が競争力のある完成車を組み立てようという試みである。 

ＡＳＥＡＮ側も中国の改革開放に地域全体として対応するために、１９９２年には自由

貿易地域（ＡＦＴＡ）を発表した。２カ国間において、あるいは地域において、１９９３

年から２００８年までに０～５％の税金にまで引き下げると発表した。これによって、価

格面での競争力が増える。 

ＡＳＥＡＮは更に注目され、トヨタは復興工業国向けの専用の乗用車開発に乗り出した。

対象は製造販売でトップシェアになっていたタイ。この開発は本社とタイトヨタが共同で

行った。他に、部品会社へ増資し、増産に対応しようとするも、１９８７年から急増した

需要に生産が間に合わず、乗用車かピックアップの生産のどちらかを迫られ、結局タイト

ヨタは乗用車に集中することにした。 
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タイナイゼーションという哲学を掲げ、拡大する事業にタイ人は欠かせない存在である

ことを認識したいトヨタでタイ人幹部が増えた年であった。また、秋にはタイトヨタ財団

を立ち上げ、チュラ・タマサートの奨学金、孤児院訪問、文具支援、教室作り、国家安全

協議会で交通安全プロジェクトにも乗り出し、タイの国民になじみを増やしていた。 

 

輸出国としての格付け 

１９９４年で、タイ政府は再び動いた。ＢＯＩが完成車輸出の生産基地にすることを目

指し、組立工場に税制面で恩典付与をしたのだ。ＡＳＥＡＮで自由貿易地域策を効率的に

使おうというわけだ。これを受け、本社からアジア向けの新型車で２０万台体制を作って

ほしいと要請され、同年アジアにあった製品・アジアカーの開発が始まる。また、９４年

から９５年にかけて、再び工場改革が行われる。日本のトヨタ式生産を取り入れる活動だ

った。タイ人管理職の中から現場の指導や苦になるトレーナーを育成し、仕上がりを点検

するコーナーなど改善活動を見える形で進めようとした。「ジャスト・インタイム」制度

を導入し、ディーラーが注文してきた分だけ製造、１ヶ月、２週間、１週間と縮めていき

無駄を利無くす努力を続けた。また、かんばん方式で３０～４０キロ以内に集中する中継

企業との取引を始める。必要なときに必要な量だけ納品されるようにする。これはまさに

日本から部品調達してたら無理だけど、現地で部品調達がある程度進められていたから可

能であった。そしてなにより根本的な考えである価格から一定の利潤を引いた金額内にコ

ストを合わせるという方法にした。これでより一層の飛躍が考えられた。 

タイトヨタ出向員ガイド―行動マニュアルが配られた。 

１９９６年、タイトヨタで、総合教育研究センターが設立された。自動車技術の教育セ

ンターで現地スタッフが現地の人材を教育するというものだ。同年、英語の活用を取り込

み、日本人スタッフの負担軽減と共に、日本人の担当とダイレクトに交信ができるのでタ

イ人のやる気アップにも繋がった。 

１９９７年１月、トヨタでアジア・カー「ソルーナ」販売を発表。現地の意見を取り入

れた設計、品質管理、価格交渉、試作の作成、品質テストまで多数のタイ人が加わり、結

果技術移転も図れた。おまけに現地部品６０％でコストの削減にも成功した。ソルーナは

売れた。予想以上に売れた。 

 

アジア通貨危機 

  これからだ。そんな思った矢先の６月、タイ発のアジア通貨危機が始まる。経済は嘗て

無いほど崩れた。 



14 

 

その状況をタイ政府は援助した。タイに対する主要ドナーの援助額が第２のドイツの２

０倍。タイ政府やタイ人から感動される。 

 

円借款によりインフラも更に整備された。現在レム・チャバン港の建設に使われ、海外

への貿易拠点となっている。タイではこのような日本の取り組みが認められ、７０年代か

ら始まっていた反日感情を和らげ、結果日本企業の進出を後押しすることになった。 

日本からタイへの投資物件数も過去のピークであった９５年を上回り、過去 高を記録

する。しかし金額では９５年の半分程度の規模。このことから中小企業の割合が増え、一

見あたりの投資額が減少したことを証明している。 

大手と違い、下請け会社はオーダーが来ないことには生き残れない。組立メーカーはこ

ぞってつぶれそうになるところがあれば部品の購入して助けたりした。 

ＡＳＥＡＮでは、現地資本比率３０％の撤廃と２００８年までの０～５％の税率実現を

２００３年までに早める策に出た。また、タイ政府は危機対策としてバーツ安をりようし

て輸入に有利な環境を活用し、タイをピックアップトラックのグローバル輸出基地にする

政策を始めた。ここでは、品質的に世界に通用するものを作ることが課題としておおらか

になったが翌年にはオセアニア地域向けに輸出を始めた輸入価格の高騰で現地調達ニーズ

が高まった故に自動車産業は伸びた。徐々に経済は回復に向かい、タイ政府の思うままタ

イは自動車輸出国へと変わっていた。 

 

新たな飛躍 
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やがて２００１年、東南アジアで各国の自動車の国産化規制が撤廃され、変わりに自由

貿易地域（ＡＦＴＡ）が始まる。自由に部品が行き来できる分、地域別で 適な事業をす

るめる野ではなく、地域全体で見る必要が出てきたのである。４月、シンガポールに「ト

ヨタ・モーター・アジア・パシフィック（ＴＭＡＰ）」をシンガポールに設立した。本社

のアジア部にあった機能の販売促進活動の企画・価格決定など、東南アジアを中心に広が

る現地ディーラーの販売を支援したのだ。タイトヨタで販売改革が行われた。販売ローン

の融資切り替えや中古車価格の維持が行われた。２００２年、中国の影響で東南アジアの

自動車メーカーもっと輸出拡大。０３年には技術開発センター（ＴＴＣＡＰ）をタイにつ

くり、トラックや乗用車のモデル開発が始まりました。さらに e-CRB(Customer 

Relationship Building)を導入し、ディーラー間ともすべてのプロセスを見えるようにす

るため。だった。 

大きな動きは２００４年、ＩＭＶ（Innovative International Multi-purpose 

Vehicle）が開発され、部品調達が容易なタが「アジアや欧州への輸出拠点」となり生産が

開始された。この生産開始にあわせて、どの部品がどれだけ必要か部品集積所を設置し、

在庫削減に努めた。 

２００５年、原油価格の高騰による貿易赤字の改善のため、タイ政府よりエコカー計画

が打ち出された。ＢＯＩも８年間法人税の免除にあたる。 

２００６年、ＴＭＡＰは東南アジアに広がる事業を、シンガポールではマーケティング、

販売、オペレーションなどを指揮し、自動車関連産業が集積しているタイで生産、調達、

物流、品質保証などの支援をすることを始めた。例えばＴＭＡＰタイは各拠点が個別に行

っていた部品調達や生産技術の導入などを集約して把握し、ここから支援する形式に改め

た。さらに翌年、開発子会社のトヨタ・テクニカルセンター・アジアパシフィック・タイ

ランドをＴＭＡＰに移管し、ＴＭＡＰ―ＥＭ(Toyota Motor Asia Pacific Engineering 

and Manufacturing)が形成され、低燃費車の開発が加速された。 

タイで、ものづくりの人材育成を目指す４年生私立大学「泰日工業大学」が日本と対の

経済界の協力によって開校される。製造業を発展させる基盤を強化し、継続的に人材を輩

出し日本のものづくりには欠かせない質の高い外国人労働力を生み出そうという狙い。 

２００９年、原油高等で一段と低燃費の乗用車に注目が行き、エコカーに対するタイ政

府の恩典と条件をＢＯＩが決定。その後、車の販売数は増えた。 

２０１０年１月、ＡＳＥＡＮ域内で税金を原則撤廃する。 

 

今後のあるべき日本の姿 
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  中国や韓国がつくる製品と比べると、彼らが造るものは安くて同品質であるため、価格

下げが求められる。しかし、日本で製造をするにしても国内には無い輸入に頼っている原

料価格が高騰していて、原子力発電所事故によりエネルギーコストも上がっている。日本

は将来、コストの安い国外に生産部門を移し、研究開発など頭を使う技術部門だけは日本

に残す。そして他から特許権を買ってもらい、収入を得る形をとる。 


