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ASEAN経済の変化が現地の日系企業に影響
環境変化に対応する次の一手が求められる

─前原　ASEAN経済の変化が、域内の各国でビジネスに
取り組む日系企業の事業に影響を与えています。シンガポー
ル、タイで事業を展開されている皆様は、ASEAN経済の現状
をどのように捉えていますでしょうか？
─中森　三井住友信託銀行 シンガポール支店は、グローバ
ル戦略の一環として比較的早い段階でアジア地域に設立され
た事業拠点で、私は3回目のシンガポール駐在になります。
　ご指摘のようにASEANは、中国経済の成長鈍化に伴い、中
国向け輸出が減少するなどによって、全体として経済が減速
しています。国や業種によって濃淡はありますが、タイやイン
ドネシアの製造業では設備に過剰感が出てきました。
　ASEANに進出した製造業の多くは、進出を決めたときの
比較的高い経済成長率を前提に製造拠点を展開しています。
また、その設備投資は進出国の市場のみを対象にしている場

合が多く、環境変化に合わせた事業戦略の見直しが必要に
なっています。
─原　泰国三井住友信託銀行は、タイ現地企業の支援が
業務ですが、「チームジャパン」の一員としてより多くの日系企
業のお客様にサービスを提供することが重要なテーマです。
　ASEAN経済は急速に拡大し、世界各国との結びつきがよ
り深まった結果、グローバルな経済環境の影響を受けやすく
なっています。今回は、対中輸出が多いタイやインドネシアの
景気減速がASEAN経済に影響を与えています。
　タイには、部品から完成品に至る幅広い製造業のASEAN
における拠点が集まっていますが、最近の課題はコストの増
加です。特に、人件費をはじめとする製造コストが上昇してお
り、周辺国より高くなりました。
─前原　NSAPは新日鉄住金ソリューションズ（以下、
NSSOL）のシンガポール現地法人として日系企業のお客様を
中心にご支援を行っています。減速したとはいえ、人口拡大

ASEAN（東南アジア諸国連合）経済は減速しているが、潜在的な成長性は高い。経済統合が深化す
るなか、日系企業が取り組む次の一手は何か。三井住友信託銀行 シンガポール支店の中森淳氏/古
沢寿章氏、泰国三井住友信託銀行の原一弘氏/谷充弘氏と、NS Solutions Asia Pacific（以下、
NSAP）の前原卓己がビジネス・ITの域内最適化などについて語り合った。 （文中敬称略）

原 一弘氏
泰国三井住友信託銀行
取締役副社長

谷 充弘氏
泰国三井住友信託銀行
IT統括部長

中森 淳氏
三井住友信託銀行 
シンガポール支店
Deputy General Manager

古沢 寿章氏
三井住友信託銀行 
シンガポール支店
First Vice President
Head of  IT

※シンガポールとタイそれぞれで行った座談会を編集でまとめました。

前原 卓己
NS Solutions Asia Pacific
金融ソリューション事業アジア本部長

ASEAN経済の統合が求める次の一手
〜ビジネス・ITの域内全体最適化や事業変革で成長の壁を乗り越える〜
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期にあるなど、ASEAN経済の潜在的な成長性は依然として
魅力です。2015年12月末に発足したAEC（ASEAN経済共同
体）の域内総生産は約2億5000万ドルと日本の半分強ですが、
ASEAN域内の人口は、EU（欧州連合）をも上回る約6億3000
万人に達しており、現在も増え続けています。
　先ほどチームジャパンという言葉が出ましたが、当社も日系

企業を中心にご支援させていただいており、まさにそのチー
ムの一員でありたいと考えています。
─原　ASEAN経済の潜在的な成長力の高さは当然、我々
の事業展開のベースにあります。
　ご存じのように日本はこの1月、マイナス金利のような大胆
な金融政策の発表に踏み切りましたが、期待した効果はまだ
出ていません。日系企業には、成熟した国内市場でインバウン
ド需要を取り込んで成長すると同時に、海外へ進出して現地
市場の成長性を取り込む戦略が不可欠です。
　その日系企業の海外投資先としてASEANが最も重要な地
域であることに異議はないでしょう。現在、ASEANに進出し
ているのは製造業が中心ですが、サービス業も増えてきました。

AECに代表される域内のヒト・モノ・サービス流動化がカギ
域内における事業の全体最適化が持続的な成長を実現

─中森　ASEAN経済が減速する中で、競争力をより高め
るカギの一つは、さきほど挙がった AECに代表される
ASEAN域内のヒト・モノ・サービスの流動化です。よく言わ
れるように、長期的にヒト・モノ・サービスがより自由に国境
を越えるようになります。日系企業には、ASEAN域内におけ
る事業の全体最適化が、持続的な成長の実現に欠かせません。
　例えば、設備投資は、一国の市場だけを対象にしたもので
あれば過剰でも、近隣周辺国まで含めた広い市場で製品を供
給するためのものとなれば、様相が違ってきます。
　原材料を、よりコスト効率の高い国から調達する戦略もさら
に重要になるでしょう。既に、原材料の調達から製品在庫の
管理までについて、ASEANのどの国にどのような拠点を配置
して行うかが、製造業を中心に大きな経営テーマになってい
ます。その動きはさらに加速するでしょう。
─原　ASEANでは、主要国が競って自国を域内における
ビジネスのハブにしようとしています。日系の製造業では、タ
イをハブにして、周辺国であるCLMV（カンボジア・ラオス・
ミャンマー・ベトナム）を取り込んだサプライチェーンを構築
しようとする動きが盛んです。人件費など製造コスト面の優
位性がより高い国で製品を製造し、域内各国の市場で広く流
通させる仕組みを目指しています。
　先進的な企業は、タイで成功した事業モデルを周辺国へ展
開しようとしています。タイは周辺国で製造した製品の集積
地としても重要な役割を果たすようになるでしょう。
─中森　域内全体最適化によって、事業が持続的に成長す
るとともに、事業リスクが分散する効果も期待できます。この
シンガポール支店は、早い時期から複数の国をカバーする営
業体制を作り事業基盤を固めてきました。当支店のシンガポー

ル国内向け貸し出し比率は決して高くなく、他国向けも相応
にあります。シンガポールの人口は今でも約550万人で、日本
の大都市と同じぐらいです。タイやインドネシアなどでも事業
を展開したからこそ、ここまで成長してきたと思います。
　また、事業を展開する国が増えると、結果的にですが、国ご
とに日系企業と非日系企業のお客様が分散し、お客様の業種
も分散しました。そのため、ASEAN経済に変動があったとき
も、業績への影響が緩和されています。ASEAN経済は国や
業種、日系・非日系企業ごとに成長性に濃淡があるので、なら
すと全体で安定性が高まるのです。
　もちろん、事業を展開する国を増やす際も、現地企業との
取引拡大や現地の方々の雇用拡大には、真剣に取り組まなけ
ればなりません。日系企業同士で取引し、日本人社員だけで
事業を展開すれば見通しは立てやすいのですが、成長性は限
定的です。当支店でも、各国における非日系企業との取引拡
大を重視してきました。国ごとにお客様のニーズをいかに見
極めるか、進出国のスタッフの方 を々いかに活用するかが持
続的な成長実現のカギを握ります。言語の壁はありますが、
優秀な人材の登用という点でも重要です。

国ごとの縦割り組織が成長を阻害
拠点を連携させる事業展開の土台が整備される

─前原　SI事業を海外で展開している当社の目から見ても、
ASEANでは複数の国にある事業拠点を横
断的に連携させて、事業を展開する土台が
整備されつつあると感じます。例えばシンガ
ポールで要件定義を行ったシステムを、フィ
リピン、ベトナムなどで開発し、総合テストは
インドで実施して、最終的にタイの拠点へ導
入するといったことが可能になっています。
それぞれの業務が得意なエンジニアを複数
の国からそろえられるため、的確に連携させ
れば、開発から運用までのスピード感を高め
ると同時にコスト削減が可能です。
─谷　ITを企業で担当する立場からも、
そうした複数の国を横断する連携に関心が
あります。日系企業に限りませんが、域内全
体最適化の流れは、当然のことですがITに
も広がるでしょう。
　ITのニーズは大きく分けて、各国の事業
拠点共通のグローバルな部分と、事業拠点
個別のローカルな部分の組み合わせで構成
されます。このうち、グローバルな部分は、

国を超えて共通化、および全体最適化する流れです。
　例えば、システム開発効率の最も高い国でシステムを開発
し、運用効率の最も高い国でシステムを運用する体制があり
得るでしょう。それが実現できれば、ローカルな部分は必要最
小限に収まり、各国の事業拠点のニーズをより迅速に取り入
れて構築していくことが可能になります。
　ここ数年で、ASEANにおけるIT人材のレベルも上がって
きました。当社を含めた日系企業にとって、目的に応じて投資
効率のよい国のITサービスを組み合わせて利用させていた
だく環境が整ってきたと思います。
─古沢　域内全体最適化によって投資効率が高まるので
あれば、当然ながら検討の対象になります。金融機関を含め
た多くの企業では、システムが稼働しないと競争力のある事
業が展開できません。経済が減速して大規模なIT投資が難
しい時期でも知恵を絞って、効果が最大限に発揮できるIT投
資を行う必要があります。
　当社におけるIT投資のグローバルな部分は、コアとなる勘
定系システムや決済系システムなどで、ここはできるだけグ
ローバルに共通化して開発しています。特に、ハードウエアな
どの基盤や保守・運用については、コスト効果を最大限に追
求してきました。それはこれからも同じです。
─前原　NSSOLもSI事業のグローバル戦略を、新たな方
針の下で展開しようとしています。

中森 淳（なかもり・あつし）氏
三井住友信託銀行 シンガポール支店 Deputy General Manager。
1989年以降、都銀勤務を経て、2005年に旧住友信託銀行へ入社。東
京営業第二部、投資金融部、本店営業第六部勤務を経て、2014年12
月から現職。

原 一弘（はら・かずひろ）氏
泰国三井住友信託銀行 取締役副社長 営業部門統括。1992年、旧住友
信託銀行に入社。渋谷支店、東京営業第三部、同五部、資産運用部、ホー
ルセール企画部、投資営業推進部、ロンドン支店を経て、2014年10
月にタイへ赴任。2016年1月より現職。

前原 卓己（まえはら・たくみ）
NS Solutions Asia Pacific（NSAP） 金融ソリューション事業アジア本部長。NS Solutions USA 
Corp. NY Branch Representative、金融ソリューション事業本部 海外事業統括部長を経て、
2016年1月に現職。
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　これまではNSSOLも、海外に進出したお客様へ現地でサー
ビスを提供するために、海外に拠点を展開してきました。
　2002年、中国・上海に現地法人の新日鉄住金軟件（上海）
有限公司を設立したあと、2011年にはシンガポールのNSAPを、
2013年にはタイにThai NS Solutions Co., Ltd.を、2014年には
インドネシアにPT.NSSOL SYSTEMS INDONESIAをそれぞ

れ設立しています。
　NSSOLの金融ソリューション事業部門は同様な方針のもと、
欧米にも拠点を展開してきました。2012年には米国ニューヨー
ク支店を、2013年には英国に現地法人NS Solutions IT 
Consulting Europe Ltd.を設立して、グローバルにお客様をサ
ポートする事業基盤を整えています。
　一方、私がとりまとめる金融ソリューション事業アジア本部
がNSAPでこの1月に設立されたのは、ASEAN地域における
複数の事業拠点の連携を強化し、金融機関のお客様向けに、
よりニーズに合った総合的なSI事業を提供するためです。お
客様が域内全体最適化に向けて事業展開を行う中、当社も域
内全体最適化をIT面で支援できる体制が重要になったと判
断しました。
　日本のSI手法は高度に進化してきましたが、グローバルス
タンダードから離れた独自の進化をしたとも言えます。日本品
質のシステムを提供できることはメリットですが、国際的に通
用させるためにはさらに改良が必要です。金融ソリューション
事業アジア本部では、ASEANの複数の国で事業を展開する
際のSI手法を、必要に応じて日本に逆輸入したいと考えてい
ます。
─谷　日本の特殊性は国内にいるとあまり自覚できません。
SIにおいても同様です。例えば、日本製品における、品質・納期・
コストのバランスは要求水準の高い日本市場向けに最適化さ
れており、海外では違和感があるものも多いです。製造業で
あれば高級品として海外での事業展開も可能でしょうが、企
業向けのITでは時として過剰と判断されます。

事業変革においてもITの重要性は大きい
FinTechが金融機関のIT投資を効率化

─前原　ITは、ASEANを含む世界全体で企業の事業を
変革するためにも、より重要になってきました。重要性は幅広
い業界にとって同じですが、金融業界ではFinTech（フィン
テック）と総称される新技術に注目が集まっています。例えば、
複数のコンピュータを連携させて改ざんを防ぎながら低コス
トで決済を行うブロックチェーン技術を応用したシステムに
は、研究段階のものも含めて参入が相次いでいます。
─谷　ブロックチェーン技術については、金融機関の書類
を電子化して保管・授受する用途への展開に注目しています。
例えば、金融機関で融資の際に必要になる書類は現状では、
紙で保管していますが、ブロックチェーン技術を使えば、改ざ
んできないように電子的に制限でき、取引先とも迅速に共有
できます。IT投資の効率が大幅に向上するため、加速度的に
普及する可能性もあると見ています。

　仮想通貨もブロックチェーン技術の応用です。クロスボー
ダー取引における為替とどう関わるか気になりますが、低コス
トの決済手段であり、金融機関が現在、標準的に使っている
SWIFT（国際銀行間通信協会）のシステムを補完する仕組み
として、利用が拡大すると考えています。
─古沢　インターネットを活用した顧客サービスの充実や
そのサービスにおけるサイバーセキュリティの強化は、ますま
す重要になるでしょう。ASEAN地域においても金融機関は
営業強化の一環として、お客様に多様なITサービスを提供す
ることを競っています。
　一方、サイバーセキュリティの強化はASEANで大変深刻な
課題になっており、金融機関を含めた幅広い業種に向け、様々
なセミナーやイベントが開かれています。特にシンガポールに
は、そういった新しい技術情報の交換・提供の場が多く、そ
れらを利用して今後の企画を検討しています。
─前原　FinTechでは、米カリフォルニアのシリコンバレー
や英ロンドンなど 投資家や金融機関が集まる地域に、
FinTech関連のスタートアップ企業を育成する仕組みが作ら
れており、NSAPがあるシンガポールでも政府主導の取り組み
は進んでいます。日本は遅れていますので挽回が必要です。

アジア地域でさらに金融商品や提供国を拡充
新しい技術領域もNSSOLは的確に支援を

─前原　最後にこれからの貴社の事業展開の
方向性や当社への期待をうかがえれば幸いです。
─中森　中国およびASEANといったアジア地
域が、中長期的に成長することは疑う余地があり
ません。当支店は預金や融資が事業の中心です
が、アジアの幅広い地域で、お客様のお役に立て
るよう、さらに金融商品のラインナップや提供国
を増やしていきます。
　既に発表していますが、英ナイトフランクとの
提携によって、海外不動産の売買をグローバルに
仲介できる体制を作りました。また、日系企業の
アセットを債権として流動化するといった信託銀
行らしいビジネスもあり得ます。
─原　三井住友信託銀行は、日本の富裕層の
方 と々のお取引に豊富な実績があります。日本が
マイナス金利政策を採用したこともあり、海外投
資の機会を提供することも重要と考えています。
為替リスクはありますが、相対的にハイリターン
である海外投資は長期的に増えていくでしょう。
　これまでは欧米が主な海外投資先でしたが、

欧州もマイナス金利になりましたので、当然、ASEANを含め
た成長性の高いアジアに注目が集まっており、我 も々事業展
開を急ぐ時期になったと思います。NSSOLには引き続き、我々
に新鮮な情報を提供していただき、リフレッシュしてもらえる
ような役割をお願いしたいと思います。
─古沢　三井住友信託銀行はご存じのように、ASEAN地
域に加えて、ロンドン、ニューヨークなど欧米にも拠点を構え、
グローバルに事業を展開しています。NSSOLは、それらの拠
点をカバーするとともに、既存のテクノロジを利用したITイン
フラの堅実な開発・保守に加え、これから出てくる新しい技
術領域に関する的確な支援をお願いしたいと思います。
─谷　泰国三井住友信託銀行はこれまで開業に向けて、事
業基盤となるシステムを構築してきました。基本となる勘定系
システム、決済系システム、そして当局向け各種システムを導
入し、無事安定運用を実現しています。その次の段階として、
これからは事業の本格的な拡大に向けたITに取り組んでい
きますので、情報提供や提案をお願いします。
─前原　お忙しいところ、どうもありがとうございました。
当社もグローバルなITの最新動向をお伝えしながら、金融機
関のお客様に向けたサービスを強化していきます。ぜひこれ
からもサポートさせていただきたいと思います。

谷 充弘（たに・みつひろ）氏
泰国三井住友信託銀行 IT統括部長。1993年、旧住友信託銀行に入社。
梅田支店、海外事務部、業務管理部、ロンドン支店、IT業務推進部兼ホー
ルセール企画部、IT業務推進部銀行統合担当を経て、2014年8月から
現職。

古沢 寿章（ふるさわ・としあき）氏
三井住友信託銀行 シンガポール支店 First Vice President、 Head of  
IT。1992年、旧住友信託銀行に入社。市場事務部、業務管理部、並び
にロンドン支店、ニューヨーク支店における海外勤務を経て、2015年
7月から現職。


