
本誌は日ごろご支援・ご協力を頂いている皆様に TNI＇泰日工業大学（と学生をいっそう理解して頂く狙いです。TNI設立来 5

期にわたる学部卒業生は 2600人を超えましたが、お陰様で、毎期就職希望者の 100％が日系企業等に就職しています。 

本号では、掲載希望の多い「日系企業で働く TNI生と企業評価、研究開発者育成、日本での研修など」に焦点を当てました。

業種、規模など、できるだけ多様な会社を選ばせて頂きました。御社の中核産業人材の採用・育成のご参考にして頂ければ

幸いです。＇本稿は、2015 年に TNIで実施した J セミナーの発表を筆者＝吉原秀男＇泰日工業大学＇TNI（学長顧問（が要約したものです。TNIウ

エブサイトものづくりの教育現場シリーズ No.40-44 でもより詳しく紹介しています。http://www.tni.ac.th/web/upload/images/monokyo40.jpg なお J

セミナーは年 2 回：6・11 月に開催します。ご参加をお待ちしています（2016.4.TNI学長室 TEL: 02-763-2749/2770 Email: tniinfo@tni.ac.th  

Jセミナーで発表する酒見ディレクターと TNIジョブ

フェアで後輩に NTT コム社を紹介するアサニー君 

中小企業での社員定着率向上について 

中村亮太 YN2-TECH タイランド社 代表取締役社長 

１．会社概要：2013年4月に設立した若い会社で、静岡県清水市の3社が株主で、

日系とタイ企業を対象に量産の省力化、研究開発(Ｒ＆Ｄ)支援、３D プリンター販

売・保守などを含む開発から生産現場での機械・工具まで一貫サービスを提供､

「モノでなく価値を売る会社」、「付き合ってよかったと言われること」を目標にベンチ

ャー企業として新事業を展開。 事務所は、空港から車で 5分のラッカバンにあり、

会社員は 14 人で後述するが、単なる従業員でなく、タレントと言っている。今回小

さなベンチャー企業が、優秀な TNI 生をどう採用して、活用しているか紹介したい。

２．社員の定着率に必要な事 

①YN2ならではの環境を作る：図は社員の定着に必要なことの概念図で、「中小企

業だからこそ出来る環境作り」を心がけている。特にチャンス・成長は社長として心

がけており、社内全員と対話しながら進めている。特に、次の５点が ➡次頁下へ 

NTT コミュニケーションズ・タイランド社における TNI 生評価 

酒見 多佳夫 経営企画部ディレクター 

１．会社概要：我が社は 1993 年に設立、

バンコク本社など、タイに 5 箇所の拠点と

プノンペン、ビエンチャン、ヤンゴンの事

務所からなる。約 350 人の社員、日系・

多国籍企業が中心の顧客で、長距離国

際通信、インターネット・プロ トコルを利

用したコンピュータ・ネットワーク接続サ

ービス、システム・インテグレーション・サ

ービスなどを手がける。 

２．社員の学歴：最終学位は、学士 83％、

修士 12％、その他（高専など）5％で、一

方学部系統は、文系 4％、理系 96％で、

営業でも理系出身者が従事。毎年5分の

１が転職でやや多い。毎年 400 人ぐらい

に面接し、70－100 人採用している。250

人のタイ人学部卒スタッフの出身大学は、

キングモンクット、ラジャマンガラ、タマサ

ートなど約 50 大学で、歴史が浅い TNI

からは、まだ 8 位だが、2011 年の第 1 期

卒業生 以来急増中。 

３．TNI 出身メンバーの活躍と評価  

◆活躍状況：まだ大学卒業後１-４年目

のため、業務を支える中堅社員までには

至っていないが、営業、システム構築、

運用保守の各部門の若手リーダーとして

活躍しており、今後の成果が期待でき

る。 

◆上司の声：①業務に必要とする実践的

なネットワークやプログラムの基礎をしっ

かりと学んでおり、入社後の伸びが早い

(理論だけでなく、現場とものづくり重視を

評価)。②日本の企業文化を身に着けて

おり、日系企業のお客様が多い弊社の

業務に馴染みやすい。③時間管理がしっ

かりしており、決められた時間に遅れるこ

とが尐ない。（タイは残念ながらルーズで、

これは重要）。 

４．TNI 出身メンバー採用への取り組み

2015 年 1 月開催の TNI ジョブフェアに参

加し、学生 42 名から入社希望書に記入

してもらい、学生４名から弊社インターン

シップへの参加希望ももらった。(3 年生

中心の参加で、弊社として種蒔きのパイ

プをできるだけ太くしたいと考えている) 

５．TNI 出身社員のご紹介：9 人中５人が

日本の短期留学者だが、社内で日本語

を使うということではない。 

アサニー君（キム君）：2010 年度 TNI 情報

技術学部卒で、2011 年入社、システムエン

ジニアリング部所属 

①ネットワーク・ソリューション担当：お客

に問題があると、すぐ行って対応すること

が主

な仕

事。日

本語

は今

あまり使わず、簡単な生活用語＋α だ

が、TNI3 年次福岡の麻生塾に 2 ヶ月留

学し、「お疲れ様」の使い方など、サービ

ス精神を習った。  

②また TNI でビジネスマナーを習ったこと

が良かった。言葉も、例えば会議や、エ

レベータは「どっち」でなく、「どちらへ」と

習い、役立っていることを実感。
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堀野アドバイザー(右)とジトントン君 

左からワーン君、よっちゃん、中村社長、ビルさん、

ナイス君、ジーン君＇全員元 TNI生（ 

タイ東レグループにおけるＴＮＩ生採用と活躍の状況  堀野 泰佑 東レタイランド社 人事総務アドバイザー 

１．会社概要：タイ東レは、1963 年タイ東

レ・テクスタイル設立来、２０１３年には操

業５０周

年 を 迎

え、記念

式 典 を

開 催 。

東レタイ

ランド(TTH) 統括の下、繊維･織物、プラ

スチック、炭素繊維、貿易の8 社からなり、

生産基地から新素材の発信元へと事業

展開している。 

２．ＴＮＩ生の採用と活躍 

ＴＮＩ生を採用する目的：“Made in Toray”

という東レの言葉があるが、 「世界中ど

こで生産しても東レグループの品質は変

わらない」という理念で、そのためには世

界中で高品質な製品を作り出していくた

めの組織／人材が必要。図の TNI の教

育課程の特徴と同じ考えで、タイで日本

的ものづくり教育を身に着けた学生をさ

らに育成したいと思っている。 

ＴＮＩ生の採用実績：東レグループでは、

2011 年の第 1 期卒業生から毎年継続的

に採用、合計 17 人採用し、9 人が在職、

頑張ってくれている社員が多い。 

ジトントン君： タイ東レ・シン

セティックス社（TTS）物流課

勤務、2014 年度 IM（工業経

営学科）卒業。第４期卒業

生。業務内容：化合物原料

の在庫管理、倉庫管理 コ

ーディネーション（購買、生

産、会計）、安全と環境。下

記の 3 つの取り組みで、ベストパフォーマ

ンスの評価を得た。 

①カイゼンの取り組み：最低在庫のミスと

対策、原材料受入と工程供給、在庫量計

算方法。②理論から実務への取り組み：

5G（５ゲン主義）、5S、Wｈｙ-Wｈｙ（なぜな

ぜ）分析、7 つのムダ。③次の目標：災害

ゼロの維持、人材の効率改善、倉庫シス

テムの機能を達成、ゼロ在庫エラー、工

場モデル。 

３．東レのグローバル人材育成と今後のＴ

ＮＩ生の採用と育成 

現在、東レはグローバルに活躍できる人

材育成体系を整備してナショナルスタッフ

を育成している。将来のタイ東レグルー

プを支える人材が育つことで、企業もま

た育つ。 

 TNI 生も、将来は経営幹部ならびに各

機能（営業や生産）の中心となって、タイ

国内はもちろんグローバルに活躍してほ

しいと願っている。

 

→前頁から 重要で、待遇面で有利な大

手企業に、

負 け な い

ところにな

る：(1)とこ

と ん 話 が

出 来 る ：

愚痴を言いやすい、(2)名前が分かる：

CC で入るメールが管理できる、(3)一緒

に食事が出来る：考えていることが分か

る、(4)同行が出来る：褒められる時も、

怒られる時も一緒に経験できる、(5)家庭

事情が把握できる：家庭問題を一緒に解

決。 

②喜んでもらえる知識・技術の確保：具

体例は、展示会出展サンプルのデータ製

作で、先輩が後輩に教えながら作ってみ

て、「覚えたい、褒められたい、驚かせた

い、買ってもらいたい」という要求に応え

る。やる気があれば技術が身につくし、

日本研修を含め、業界トップレベルの場

所での研修を提供して、身に付ければ周

囲をリードできるという自信がつく。 

③納得いく給与・各家庭で必要な給与：

社員と一緒に手当、ボーナス査定基準、

売り上げ目標など、細かな人事評価を決

める。またマネジャー手当をもらう人間の

責任感が重要で、得意先クレームに対し

ての対策を検討・実施する。  

④繋ぐものは 「チャンスと成長」：図の３

角形をつなぐもので、例えば展示会・セミ

ナー・得意先プレゼンでの活躍を期待。

考え方は、「タイ人社員は、駒ではなく、

タレントである」と位置付けている。そして、

チャンス・成長を加速させるために大事

なのは 「タレントのキャラクター」で、社

長（私）がタレント全員の「キャラクター」を

理解する必要がある。   

３．社員＝タレントを担う者の考え方：マ

ネジャーとして、私がやるべきことは、「レ

クリェーション、面談、食事→各タレントの

長所・短所の理解→舞台・出演機会の模

索」で、→イベントの立上→新たなつなが

り→反省会の実施→そして“自分達事”

になるまで待ち続ける。時間がかかるか

もしれないが、結果的には、経費・時間

の節約になる良い循環が生まれる。また、

荀子の「どんな小さなことでもやらなけれ

ば成功しない」を信条にしている。 

４．よっちゃんの一言： 昨年は、HIDA

（海外産業人材育成協会）で日本研修し、

翻訳・通訳力、機械のメンテナンスなど向

上できました。 ➡次頁下へ
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タイ・スタンレー電気社における設計技術者の採用と育成  パイロー ・ジョンミピャン 研究開発センター 副所長 

１．会社概要： わが

社は、1980 年に設立、

翌年電球工場創業

以来、自動車･バイク

照明や電子機器を

製造。主な市場はタイ国内が 8 割で、日

本、米国、アセアンなどが 2 割。R&D から

金型工場、電装工場、品質保証、営業ま

で全ての機能をバンコク郊外のパトムタ

ニー県に集め、日本本社･工場とも連携

しアセアンやインドの 8 つの会社の拠点

となっている。従業員は 2015 年 7 月現在

3084 人。 

２．R&D センターの業務: 私の所属する

研究開発センターは、自動車やバイクの

照明器具及びランプを設計・開発してお

り、生産のために、設計モデリングから得

意先と試作品を作成して仕様を確定する。

主な得意先は日系企業で日本語力は重

要で、先生に外部から来てもらい教育し

ている。40人のスタッフで、日本人は 3 人。

TNI 出身の設計業務担当は 5 人で、一人

は日本に出向中。なお、タイ・スタンレー

社で TNI 出身者は約 20 人いる。同席す

るナタポン君は、いま表のレベル 3 段階

で、設計者の道を歩んでいる。 

 

3．ナタポン君（TNI 工学

部自動車工学科を２年

前に卒業）：キャティアな

どを TNI で学び、ランプ

設計に役立った。早く一

人前になり、会社に貢献したい。  

4．設計者の 5 段階レベルと訓練 

 表は開発設計者の 5 段階レベルの資

格要件などを説明したもの。新卒者には、

まず約半年間の「設計塾」を開き、設計

基礎を教育。TNI での金型組立て、キャ

ティアの知識は役立つ。 

 レベル 3 の設計者の社内試験合格後、

管理者や上司の指示の下でシンプルな

ランプを設計・開発する。こうして実際の

設計経験を積むと、標準的ランプを設計

して開発ができるようになる。 

 レベル 2 の設計者認定試験を受け、合

格したら、日本のスタンレー社に出向、1

年は日本語習得を含む期間で、その後、

日本人スタッフと得意先の対応をしてラ

ンプ開発を行う。合計 2 年間の作業経験

で、貴重な経験になる。 

 （なお金型研修などではHIDAの研修支

援制度を利用して、9 か月の研修をす

る）。 

 リーダーレベルとは、外国人や日本人

やタイ人の得意先と連携できて、得意先

と生産の仕様を確定できるレベル。 

5．設計技術者に必要な知識と技術 

 スタンレーグループの設計者ネットワー

クは、日本が第 1 の拠点で、タイ・スタン

レーは第 2 になり、アセアン･インド･アメリ

カを結ぶ。多くの国で設計部門があるが、

設計能力が足りない場合、技術者移動し

て支援する。以下は設計技術者に必要

なコンピュータグラフィック技術、三次元

データを処理する設計開発技術など。 

 なお専門的な知識を育成し資格を取得

するには次のようなスキルが必要：①論

理的な思考力、②勉強･努力、③ 創造

的思考力、④キャティア･プログラム力、

⑤協力・連携力。 

●CAE による、ランプ開発：各国の法規

に応じた配光設計をすることが必要で、

スクリーンと路面に照射して配光パター

ン確認。●CG によるヘッドランプの路面

の光のパターン確認。●射出成形シミュ

レーション: 金型の本型生産前に、樹脂

の流れ確認。●構造分析: 量産する前

に、各固定部位の強度確認。●熱解析

シミュレーション: 使用される材料の耐熱

性解析。

 

 

 

 

  

設計技術者の 段階のレベル 

 研修生 

技術知識習得期間  

レベル３ 

開発過程習得期間 

レベル２ レベル１ 設計リーダー 

設計者と

しての資

格要件と

任務 

・将来の利益を創

造するキーワード

を理解 

・ 設計技術･知識の

理解 

 

・ 利益を創造できる

構造を理解 

・ 中堅スタッフとリー

ダーからの指示で

業務を遂行 

・ 予定の開発期間内

に業務を遂行 

・ 利益創造する志向 

・ ローカルスタッフとし

て中堅スタッフとリ

ーダーの指示で業

務を遂行 

・ 開発時間削減を考

慮して仕事ができる 

・具体的な設計品質で利

益に貢献 

・一人前の仕事ができる 

・設計リーダーの下でグロ

ーバル業務を遂行 

・開発製品のＱＣＤ（品質･

コスト･納期）目標を達成 

・ どのような状況下

でも製品開発で利

益を創造 

・ 専門家としてグロ

ーバル業務を推進 

・ 設計者の人材育成 

必要な

資質 

・ 設計者としての意

欲と向上心 

・ 設計に必要な知

識と技能を理解
  

・ 上司の指示で設計

業務が可能 

・ 開発フローの理解 

・ 製品コストの理解 

・ Ｃランクの開発仕様

を仕上げることがで

きる 

・ 上司の指示でＢラン

ク以上の設計がで

きる  

・ＡＢランクの開発仕様を

仕上げることができる 

・顧客の求めに応じ新技

術を提案できる 

・ＲＯＩ（投資収益率）と費

用削減提案を理解して

採算性を改善 

・ 新技術製品の仕様

を確定 

・ A ランク以上の新

製品開発・工程開

発 

・ 業務成果レポート

の提出 

→前頁から続く 社会人 2年目で学生でないことを意識。TNIで日本語･経営学＇BJ（を専攻し、日本語は客に対する言葉や会計

などを学び、N1級も取得しました。会社でさらに成長したいと思っています。工業通訳もやりたいと思っています。 
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タイと日本で連携する我が社の中核人材教育  Daiwa Kasei (Thailand) 社（DAT）甲村 嘉康 代表取締役社長 

1. 会社概要：我が社

は 1995 年 9 月に設

立、ロジャナアユタヤ

工業団地３（フェーズ

８）に立地、主に自動

車用のワイヤーハーネス・クランプや内・

外装用クリップ等を製造。従業員は 886

人。 

２ . ＤＡＴのタイ研修生プロジェクト概要 

日本本社の小島プレスの「会社は単に儲

けるだけでなく、世間に還元し役立つ会

社でなければ、存在意義が失われる」と

の考えに基づき、人材育成を中心に海外

との交流を図ってきた。そして、中国青海

省から 2006 年 8 月以来 9 期 115 人を受

け入れ、自動車部品のものづくりと管理

運営を各 2 年間研修提供してきている。 

この経験を元に、日本の研修で一番

大事なことは「日本語」によるコミュニケ

ーションと認識。また本プロジェクトを開

始するにあたり検討した結果、中国研修

生と同様に日本語教育や日本文化教育、

地域との交流を行い、海外研修生の人

財の育成を図ることにした。結果、大学

で日本語を必修としている、泰日工業大

学（TNI）卒業生が適任と考え、2013 年よ

りＴＮＩで日本派遣を前提とした採用を開

始。 

３. 小島プレスでタイ研修生の受入開始  

2013 年 10 月より研修生受入れを開始し

た。DAT 入社後の訪日前は、職場実習と

N５・N4 日本語訓練を実施。日本では導

入 教 育 、

各 職 場 に

合 わ せ た

専 門 研 修 、

工 場 管 理

研 修 と 共

に 寮 で 、

生活訓練･

地域交流、

寮 生活動

を 行 っ て

いる。日本語は、この期 N2・N3 を目指し

ている。また社長講和、工場見学、研修

報告会、タイフェスタなどのメリハリを考

えた行事を行っている。 

なおタイでの事前研修は、第 1 期６ヵ

月間であったが、日本語力と業務理解を

事前に強化する理由などから 2 期９ヵ月、

３期１５ヶ月と長期化した。 

   ４. ジッタメット（ニック）君 

2013 年経営学部を卒

業し、日本で自動車

部品の見積もりなど

営業研修を受け、同

時に日本語検定 N２

級に合格した。社長

講和、４S 活動など印象深い。また日本

の文化活動、お茶会、旅行などでホーム

シックを感じなかった。人生の良い思い

出になり、家族メンバーとして扱っていた

だいた。また日本とタイの仕事の違いを

学び収穫だった。 

５. 技能習得の取組み: 各職場で要求さ

れる技能を身に付けるため、日本語教育

は通年で行い、習熟に応じて社内認定技

能評価、定型教育に、日本人社員と同等

の条件で挑戦させてきた。結果、社内認

定技能評価、定型教育ともに、挑戦した

全ての試験に合格することができた。 

① 社内認定：計測作業３名合格、樹脂

成形作業１名合格、手吹き塗装作業

１名合格 

② 定型教育：原価２名合格、ＰＭ２名合

格 

③ 日本語能力試験：N2 合格 1 名、N3

合格 3 名 

６. タイ研修生プロジェクトの評価 

① 日本側のサポート：中国研修プロジ

ェクトのノウハウがあったため、スム

ーズに研修が進んだ。 

② 成果：個人差はあるものの、スキル

アップと日本語能力も１段階アップし

た。特に生産現場では日本のノウハ

ウ導入に役立ち、研修生も満足感あ

り。 

③ 今後の課題：帰国後のフォロー体制

をまだ設けていなく、幹部養成フォロ

ー研修体制を検討したい。

安全教育、研修報告会 


