
SMEs：成長のための未来のエンジン スワンチャイ・ローハワッタナクン 

[Dr. Suwanchai Lohawatanakul PTG エナジーPCL 執行副社長 (中小企業振興庁（OSMEP) 前長官）] 

 
タイ政府は、ご承知の通り、中所得国のワナ

脱出のため、タイランド 4.0と EEC(東部経済回

廊)の開発他、一連の経済政策を推進していま

す。元京都大学留学生で、日系企業の社長をさ

れたことがあるスワンチャイ前長官に日本語で、

中小企業支援、スタートアップ支援や日本企業

への期待などを話してもらいました。以下はパワ

ーポイント資料と説明要約ですが、誌面の関係

で、割愛させていただいたところがあります。 

     ＊＊＊   ＊＊＊   ＊＊＊ 
 本日は、このパワーポイント資料を含め、

OSMEPとしてタイ政府の中小企業政策と中

小企業への協力、ビジョンなどについてお

話しします。今月から PTG エナジー社に転

職しましたが、OSMEPでの 2年間の活動に

ついても紹介させていただきます。                   
1. OSMEPについて   

 

 

1‐2.OSMEP の役割 
 右上図にあるように、300 万中小企業の

ため、より効率的にマスタープランを策定・

実施、信頼性・効果を重んじ、総合アドバイ

ス、データベース、民間・国内外の協力で振

興システムを開発し、中小企業振興を推進

し てい

ま す 。

円グラ

フ は 、

真ん中

は目的

で 、 統

合機能

と 共

に、300

万社のデータベースを基に中小企業振興

のメカニズムを発揮して、この 2 年タイの成

長に取り組んできました。 

2.タイ経済 

2‐1.働きやすさ：2018 年

度ランキングでは、タイ

は 26位 

 この図表
では働 き

やすさは 26 位ですが、今は 21 位で、外国

企業はやり易くなっています。アセアンでは

シンガポール 1 位、マレーシア 2 位の次に

来て、ラオス 154位、フィリピン 95位、インド

ネシア 73位です。 

 

2‐2．世界で確立されたタイの立場 
• タイは、ASEANで 2番目に大きな経済 

• 農業生産高：14位 

• 製造業生産高：19位 

• 購買力から見た経済力：20位 

• 輸出力：23位 

• 経済力：27位 

• サービス生産高：30位 

➡タイは、農業国として世界 14位、製造

業も 19位だが、サービス業も

アセアン 2位と多くなっていま

す。 

 

2‐3.グローバルサプライチ

ェーンにタイが積極的役割  
• 自動車生産：世界 13位 

• HDD輸出：世界 2位 

• コンピュータ機器輸出：世界 7位 

• ゴムタイヤ輸出：世界 5位 

➡上記 4つの主要業種が挙げられます。 

 

2-4.タイの地政学的優位性 
• 世界の経済大国に囲

まれた地域 
• 戦略的な立地 

・ASEAN地域のほぼ中心 

・ASEANの玄関口 

➡ロジスティックの国とし

てもアセアンの窓口になっ

ています。 

 

 

2-5.地域統合の拡大

が、 より多くの機会を提供する 

• ASEAN経済共同体 

• 東アジア地域包括的経済連携（RCEP）：

ASEAN+中国、日本、韓国、インド、オー

ストラリア、ニュージーランド。GDP：22

兆 4000億 US ドル（世界の GDPの

30.6％）世界最大の自由貿易協定

（FTA）。 

・市場規模（16 ヵ国） 

・域内サプライチェーン 

・直接投資（地域内・外） 

➡RCEPは、16か国 35億人で、世界 1/2

の人口、1/3の GDPを占め、タイはそのゲ

ートウエイです。 

本誌は日頃ご支援・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、タイ社会や TNI 活動な

どを紹介しています。本号では、タイの中小企業政策をスワンチャイ前中小企業庁（OSMEP）長官に、日系企業の TNI 卒業生につ

いて中澤 MCT 副社長に、また日系企業で働く TNI 卒業生のコメントをソムさんに プレゼンして頂いたものを紹介いたします。皆様

の参考にして頂ければ幸いです。（このプレゼンは、2019 年 11 月 27 日に TNI で実施した J セミナーでの発表を編者＝吉原秀男

（TNI学長顧問）が要約したものです。皆様のセミナーご参加をお待ちしています）   2020.2. TNI学長室・広報部 info@tni.ac.th   



3.タイランド 4.0  

3-1.価値ベースの経済を目指して:３

つの要素 
• 第 1高所得国:“知識を基盤とした経

済”の発展を通じて、高所得国になる

ことを目的。研究開発・科学技術・創

造的思考・イノベーションに重点を置

く。 

• 第 2包摂的な社会: 繁栄と開発へ公

平にアクセスできる参加型社会を目指

す。 

• 第 3持続可能な成長と開発に焦点: 環

境を破壊することなく、経済成長と開発

を成し遂げるため、持続可能な成長と

開発に焦点。 

➡プラユット首相提案のタイランド 4.0

は、この 3点に力点を置き、タイ経済成

長をフォローしています。 

3-2.価値ベースの経済を目指して: 

成長のための新しい原動力 
➡タイ全体の中で、サービス業 40％、商

業 30％、生産 30％の割合。 

 
3-3.タイのインフラ開発戦略 

   （2015-2022） 
• 総投資額は、1兆 9000億バーツ（500億

US ドル）。 

• 都市間鉄道網の拡大：鉄道網のアップグ

レード、複線鉄道の増加、鉄道線路軌道

の標準化（1.435 メートル）。 

• 高速道路の能力向上：高速道路を 4車

線以上に拡大、幹線道路に沿って、コン

テナーヤードなどの施設開発。 

• バンコク首都圏における大量輸送シス

テムの開発：バンコクとその近郊におけ

る大量輸送鉄道システムの拡張、天然

ガス（NGV)バスの確保。 

• 海上輸送網の開発・航空輸送能力の

向上：港湾施設能力の向上、空港能力

の向上、MRO*産業の地域センターとし

て航空産業団地の設立 （＊＝MRO とは

整備・補修・操作（Maintenance Repair 

Operations）のこと）。 

➡上記は 2022年目標で、高速鉄道・運

送などの革新を目指しています。 

3-4.タイ開発計画鳥瞰 
(右上の表をご参照) 

3-5.タイの産業開発政策 
高付加価値テーマの OSMEPの政策。クラ

スター、R&D、一村一品、デジタル経済など

で予算配分➡新起業者が増加、生産

性を上げ、輸出、機械更新など協力。

300万社中 90％はマイクロ SME。年百

万バーツの収入に。 

4. 成長エンジンとしての中小企業 
 タイは日本と違い、93％はマイクロビ

ジネス。バンコクは EECに関連する

が、ウドンタニ―、コンケン、スラタニ

ー、プーケット、ソンクラーなどの地方はこ

れから成長の可能性が大きく、日本企業に

期待。半年前、懐かしい気持ちで長崎県な

どを訪ね、日本企業が関わる意義を確認し

た。私の新たな勤務先の PTGエナジー会

社で強いところは、地方をサポート。タイの

中小企業のため日本の食品・飲料製品をタ

イに誘致・協力することで、互いに成長した

い。コデザイン、コクリエーション、プロモー

ションで共に成長させていただきたい。 

4-1.タイ中小企業プロフィール 2017 

4-2.タイ中小企業振興プラン＝ビジョン 
◎タイの中小企業がタイ経済の主要な原動

力になるよう強化する。 

4-3.振興プラン＝目標 
◎中小企業の GDPがタイ全体の 50％を占

めるように成長する。 

4-4.振興プラン＝コンセプト 
◎中小企業が知識・独創性・イノベーション

によって、ビジネスを運営できるようにする

ため、エコシステムの創造と中小企業の能

力開発に焦点。 

4-5.振興プラン：使命 

4-6.振興プラン：方向性 (１) 

4-7.方向性 (２) 

4-8.方向性 (３) 
 

 

 

 

 

5.私の OSMEP と SMEへの貢献 
① 3年で、2200人のメンターが、一人が 5

社サポートし、1万人以上を指導した。 

② 12億バーツを使い中小企業を指導。 

➡4-9倍の金額実績になった。 

③ 新しい会社をつくる支援成功事例 

• 銀行勤務 3年の女性が田舎で起業し

て一家を養う状況で、道端で野菜を一

日 600バーツ売っていた➡OSMEPの

知識経営指導で、月 100万バーツ売り

上げになった。（1）タイで、知識を得て

やる。（2）高齢化に対応したビジネス。

（3）顧客行動を分析。 

• 趣味で闘魚をしていた 30才の農業従

事者。Eコマース知識を 1年間協力。

➡月 7000バーツの売り上げが、今 30

万バーツになる➡将来性を考え挑戦す

る新たな可能性を紹介。組込み技術、

食品・農業技術、日本の分析応用。 

＊＝破壊的技術とは、従来の価値基準の下では従来製品よ

りも性能を低下させるが、新しい異なる価値基準のもとでいく

つかの優れた特長を持つ新技術のことである。例）Uber（自動

車配車サービス）; Airbnb（民泊サービス） 
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ホウレンソウ訓練などで人を育てる日系企業 ギッサナー パチャラニヨム（ソム） 

（Ms. Kitsana Pracharasniyom Jast Asia Pacific 社 シニア・システム・コンサルタント） 
 ソムさんは、TNI 出身のほか、日本留学、日本

企業就職、外資企業就職後、今のタイの日系

企業に就職。経験に基づいた日系企業の特徴

説明は大変参考になります。 

プロフィール 

 2009：アユタ

ヤ女子学校

卒業後、泰日工業大学（TNI）経営学部

入学。2011：東北大学経済学部交換留

学生 

 2012：TNI 経営学部卒業  

 2012‐14：千葉工業大学院マネジメント工

学部卒業 

 2014‐17：（株）電通国際情報サービス

（ISID）勤務。 

 2017‐18：(株) Emeritus（Thailand）勤務 

 2018 年‐現在 Jast Asia Pacific 社でシニ

アコンサルタントとして勤務。主務は ERP

パッケージとい

うツールを活用し顧客の業務改革を最適

化させることについてコンサルティング。 

➡４人家族で、高校までアユタヤ在。当時

は日本ブームで、日本の食べ物や日本語

に関心。TNI 在学時、仙台の東北大学経

済学部に 1 年間交換留学。大地震のあっ

た時で、怖かった思い出。卒業後、TNI 提

携校の千葉工大大学院で修士号を取得。

そのまま日本で挑戦したく、電通国際情報

サービスに就職。日本人と同じ研修を 3 カ

月受けた。厳しい研修だったが、非常に役

立つ内容で、いまの自分がある。日本人の

社会・生活は忙しく、オランダ案件を担当

し、オランダにも滞在、結局それがタイで、

オランダの Emeritis 社就職になった。 

➡そして現在は、ERP システム設計などの

仕事に従事。各社のグローバル展開時期

に合わせ、日本語、多言語、多基準でグロ

ーバル会計基準、またタイに特化した会計

基準やマレーシアなどにも対応。 

TNI への入学理由：大学はチュラ大の経営

学部にも合格したが、TNI は奨学金を貰え

るし、日本語・英語また経営の知識に深い

興味を持った。この３つを学べるところが

TNI の特長。またグローバルなキャリアへ

挑戦したいと強く考え、言語のみならず異

文化の理解も重要と考えた。 

タイ人から見た日本・日系企業 

良い点  

１．社員に対する考え方（育てていく）：経験

があるかどうかに関わらず、丁寧な研修・

OJT を行う。外資企業に比べ、日系企業は

社員を育てていく考えを持つ傾向がある。

➡日本企業は、メールの書き方、タクシー

の乗り方など一から教えてくれた。 

２．安定性：日系企業は解雇する場合が少

なく、その結果、会社に長く務めることが

考えられる。➡外資に務めた経験からもこ

のことが言える。 

３．丁寧な仕事の進め方：多くの日系企業

では仕事の仕方が仕組み化されていて、

仕事はやり易く、管理しやすい。➡分から

ないとき、先輩とマニュアルが頼りにな

る。 

４．報・連・相のマインドを持つ：日系企業に

おいて当たり前のアクションと考えられてい

るので、報・連・相を常に意識しておくことで

チームワークを高め、ミスが少なく仕事をス

ムーズに進めることができる。➡コミュニケ

ーション問題は重要で、仕事しやすく、整理

しやすい。プロジェクトの進捗状況が分か

り、毎日キャッチアップできる。 

難しい点 

１．時間厳守：日本人は時間に対して厳格

と思われがちなので、タイ人にとって居心

地がよくない雰囲気になる。➡タイ人にとっ

ては厳しすぎる印象。 

２．意思決定のスピード：現地に意思決定

権限がないことがよくあり、それによって会

議で議論した結果、何も決定してないまま

判断が延期される場合もある。また、トップ

または上司の命令は絶対であるため、意

見を出しづらくなる。➡特に本社の決定を

待たねばならないのは、仕事のモチベーシ

ョンに影響。 

３．仕事とプライベート時間：企業による

が、日系企業の場合、お客様に高い品質

の仕事を提供することが求められている。

それによって残業が多すぎるとバランスが

崩れてしまう。➡朝まで仕事をしたり、ラー

メン夕食で、仕事に戻ることは大変。 

私から見た日本とタイでの働き方の違い 

1) コミュニケーションの取り方 

 入社時から報連相の重要性の研修を受

けられることが多い。現場において現状・

進捗確認・課題点といった質問をせず

に、現状を把握できる。➡３か月研修

は、上述のように役立ち、事務連絡の週

報で言わなくても情報を共有できる。 

 タイは報告してくれることが少ない。担当

者と頻繁に話し合わない限り、現状と課

題を把握できなくなる。この為、情報共有

できる場または情報

共有しやすい現場

の雰囲気を作る必

要がある。タイ人は

報連相の習慣がな

いので、社内研修で報連相をやるメリット

を理解させることが大切。➡スタッフと進

捗確認について、レポートなどのルール

をつくるべき。 

２) お互いの意見を尊重 

 企業によるかもしれないが、日本の場

合、 日本人が強いところはチームワー

クとよく言われる。ブレーンストーミング

の時に、何も心配がなく言いたいこと・意

見を出すことができる。 

 タイの場合、言葉・分の違いでタイ人と日

本人の間のコミュニケーションの壁がよく

ある。会議の時タイ人が意見を出さない

ことをよく聞く。言いたいことを言える現

場を作るため、“日本はこうだよ。タイは

こうだよ”ではなく、まず相手の考えを尊

重し、どうしてそう考えるのかを理解し話

し合うべき。結果、会社に対してより良い

アイデアが出る。➡上司に言いにくいこと

も含め、朝会は重要で、よいアイデアが

出る。 

３) 上下関係 

 日本企業は上下関係が厳しい。社会人

のマナーとして上司を尊敬することが当

然。 

 タイ人の場合、必ず上司を尊敬すること

はない （習慣がない）。逆に上司を尊敬

できない原因で、すぐ仕事を辞めてしまう

ことが多い。トップダウンではなく、フレン

ドリーな現場を作ったほうが仕事がより

スムーズに進む。さらに、タイ人スタッフ

とコミュニケーションをやり易くなることに

繋がってくる。 

４) ワークライフバランス 

 仕事が終わらないので残業をすること

が一般的。プライベート時間より仕事の

時間を優先する。 

 タイの場合、多くの人が時間内に自分

の仕事を終わらせて、帰宅後、プライ

ベートを楽しめるワークライフバランス

を大切にする。 
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秋が大好き、日本文化

勉強、大学院卒業式、

オランダの仕事、ISID

社、同僚と飲み会 

 

ERP 関係の IT 営業で、私を含めて全員 TNI 出

身の 7 人がチームになって明るく対応している。 



ＴＮＩ卒業生の活躍状況 中澤佳丈 MCT（Murakami Corporation (Thailand) Ltd.）副社長 

 TNI 生の採用と評価というテーマでお願い

させていただいたが、彼らの今後の成長・

育成を考えて｢活躍状況｣と「期待」という見

出しを頂いた。MCT 社は、TNI ものづくりエ

ンジニアプログラムでも設計開発や生産工

程の自働化のワークショップなどのご協力

を頂き、感謝しています。 

1. MCT 本社の会社概要 

 本社：村上開明堂 （ 静岡県静岡市） 

 創業： １８８２年 資本金： ３１億円 

 事業： ①ミラーシステム：ドアミラー・イン

ナーミラー等の設計・製造・販売 ②オプ

トロニクス：光学薄膜製品等の設計・製

造・販売 

 売上高： ７３７億円（連結 2019 年 3 月

期） 

 従業員数： ２,９４９名（連結 2019

年 3 月 31 日） 

 海外拠点は、図の通り。タイは 4

社ある。 

 

２．ＭＣＴ会社概要  

 所在地：バンコク クロントエイ

区ＣＴＩ Tower２０階 

 設立： ２０１３年 

 株主構成： 村上開明堂の 100％子会

社 

 事業：①ＡＳＥＡＮ統括、②設計：ドアミラ

ー・インナーミラー、③ サポート：営

業、調達、生産準備（ＡＳＥＡＮ各社） 

 従業員数：２４名 

 MCT とアセアン関係会社：図を参照 

３．ＭＣＴ 設計業務の現地化 

 設立翌年の 2014 年から人材採用・登用

してきた。 

 設計・図面作成はタイ人を育成し、コン

ピュータ/３D データ・カティアを使う。ル

ーティーンのモデリングの第 1 段階か

ら設計検討業務の比率を高め 10 の段

階へと育てる計画。 

 そして、ものづくり工場として全てのア

セアンでカバーできるよう、いかに

早く設計者を育て、設計精度をあげ

るかに努力してきた。 

 

４．設計者育成状況 

 図の 5 段階レベルで 5 年後に一人前にな

ることを目標にしている。第 1 のモ

デラー段階では、キャティアを使う

が、第 2 の日本の MCJ へ出向を

経て、仕事の範囲を広げ、強度解

析などのソフトウエア力を向上

し、現 2019 年 11 月時点の客先

出向の段階に来ている。 

５．ＴＮＩ生への期待  

１）ＴＮＩ卒生の採用状況                            

 全 14 人のエンジニアの１

/３は、TNI 卒業生で、今５

人いる。また TNI 卒業生は

2016 年度から、４年連続の

日本派遣実績で、日本につ

いての意識・日本語などの

良い意味の影響がある。 

 

２）MCT 社での活躍

状況 

 「来年日本に」と問

いかけると、TNI 出

身者が日本出向に

積極的。そして帰国

後は、この図にある

ように、貴重な役割

をしてくれている。ウエブ会議でも両者のパ

イプ役で、将来の幹部が期待される。 

３）身につけてほしいこと（育成方針から） 

 「期待」のキーワードをここに提示。特に自

分の仕事のみの状態から、関係会社のサ

ポートへの観点で、図の 3 点を期待してい

る。 

４）重要視したいこと 

①ロジカルに上司・部下に話す。 

②責任ある行動を。 

③設計は図面 30％、他は 70％の比率で、

要するに「交渉」が重要になる。 

④組織力で、チーム 15 人がリーダーの

もと、バランスの取れた行動を要求され

る。 

 

質問 

①先ほど設計者 2 年遅れと聞いたが、そ

の理由は？ 

➡退職者が出てパワーダウンになり、帰

属意識を強める必要があった。 

②退職者などは？ 

➡TNI6 人中一人が辞める。TNI 出身者と他

の待遇は、日本語スキル N4-N2 などによる。

TOEIC と日本語検定取得の手当てで、

N4―1000 バーツ、N3―3000 バーツ。５S の

うち、まず２S を確実にしたいが、定着に努

力を要する。5 人中一人は女性

で、女性はマジメである。 
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