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ももののづづくくりり人人材材育育成成ととタタイイ日日共共創創ププララッットトフフォォーームムのの構構築築 
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私がここで特に紹介させていただきたいのは標題の 2 点

と、TNI の設立目的と日本との関係です。

TTNNII のの設設立立目目的的：泰日工業大学 (TNI) は、アジア・大洋州

の生産拠点になりつつある、タイ国の産業発展に資する優

秀な技術者・中核産業人材の育成、研究・学術サービスの

発展と向上を目的に 2007 年に開学、2021 年は 15 年目に

なります。卒業

後の 100%就職

を支援する一

方、最近では、

卒業生はタイ

のみならず、

日本に 150 人

以上が就職し

ています。

ももののづづくくりり人人材材

育育成成：TNI 全学

で取り組む主題であ

り、最近ではおもて

なしなどを含む『モノ

づくり』として製造業

だけでなく、情報技

術産業、サービス業

でも重要な考え方に

なっています。（＊ここ

ではものづくりとして表記

します）。PBL（課題解

決型学習）・カイゼ

ン・チームワーク・イ

ノベーション・コミュニ

ケーションなど、ハ

ードだけでなくソフト

も重視します。もの

づくりの考え方の一

例として「５ゲン主

義」（＊図をご参照）が

ありますが、日本の

環境にいない、タイ

の学生が問題を理

解し対応することか

ら、「３ゲン」だけでな

く、「２ゲン」も重要ということ

で学生を指導しています。 

タタイイ日日共共創創ププララッットトフフォォーームム

構構築築：タイ大学の所管官庁

は、最近、高等教育・科学・

研究・イノベーション省

（MHESI)になりました。特に

少子高齢化・学生数減少の

中で、産業高度化とイノベー

ションを担う役割が増えています。TNI は、これに応えスタ

ートアップ支援・研究開発協力などで日系企業と協力を深

めさせていただきます。またタイの国家戦略タイランド 4.0

に基づいて、日本政府（経済産業省）のタイ版スマートもの

づくり応援隊スキームに参加、中小企業協力の一環とし

て、現場カイゼンや IoT・ロボット導入指導が出来るインス

トラクター養成に励んでおります。(次頁写真ご参照)

TTNNII のの日日本本ととのの関関係係：TNI はこれまで日本のさまざまな機

関から支援を受けてきました。タイでは盤谷日本人商工会

議所を始め、在タイ日系企業から学生奨学金や機材など

をご提供いただいています。さらに学生のインターンシップ

やワークショ

ップ、就職な

どのご協力を

いただいてい

ます。就職で

は、最近は日

本からの直接

採用が増えて

います。また

多くの日本の

教育・研究機

関との提携で

毎年 200 人

を超える学生

と教員を交

換していま

す。この協力

は TNI の研

究・学術レベル向のみならずタイの産業界の発展にも貢献

します。

本本誌誌はは日日頃頃ごご支支援援・・ごご協協力力いいたただだいいてていいるる日日本本企企業業・・機機関関のの皆皆様様をを主主対対象象にに TTNNII（（泰泰日日工工業業大大学学））とと学学生生ををいいっっそそうう理理解解ししてていいたただだ

くくこことととと、、産産学学連連携携ササーービビススををごご紹紹介介すするるここととをを目目的的ととししてていいまますす。。昨昨年年 33 月月かからら今今にに至至るるままででココロロナナ禍禍にに振振りり回回さされれ、、ままたたパパンンデデミミ

ッッククがが再再発発ししてていいまますす。。授授業業はは年年末末のの状状況況悪悪化化とと共共にに再再びびオオンンラライインン授授業業にに変変更更しし、、ココロロナナ禍禍のの状状況況下下でで試試行行錯錯誤誤がが続続ききまますすがが、、

ココロロナナ後後もも見見通通ししたた TTNNII のの事事業業とと方方針針をを紹紹介介ささせせてていいたただだききまますす。。  22002211..22..55 TTNNII 学学長長室室・・広広報報部部 EEmmaaiill:: ttnniiiinnffoo@@ttnnii..aacc..tthh 

 

   

静静岡岡県県清清水水市市でで働働くく卒卒業業生生。。いいまま 115500 人人をを超超ええ

るる卒卒業業生生がが日日本本でで働働いいてていいまますす。。 

ももののづづくくりり人人材材育育成成((上上))とと 55 ゲゲンン主主義義  

 

国国際際 PPBBLL（（課課題題解解決決型型学学習習））交交流流。。日日本本のの教教

育育・・研研究究機機関関ととのの提提携携でで、、毎毎年年 220000 人人をを超超ええるる

学学生生とと教教員員をを交交換換ししてていいまますす。。 

SEMs：：成成長長ののたためめのの未未来来ののエエンンジジンン ススワワンンチチャャイイ・・ロローーハハワワッッタタナナククンン
[Dr. Suwanchai Lohawatanakul PTG エエナナジジーーPCL 執執行行副副社社長長 (中中小小企企業業振振興興庁庁（（OSMEP) 前前長長官官））]

タタイイ政政府府はは、、ごご承承知知のの通通りり、、中中所所得得国国ののワワナナ

脱脱出出ののたためめ、、タタイイラランンドド 4.0 とと EEC(東東部部経経済済回回

廊廊)のの開開発発他他、、一一連連のの経経済済政政策策をを推推進進ししてていいまま

すす。。元元京京都都大大学学留留学学生生でで、、日日系系企企業業のの社社長長ををささ

れれたたここととががああるるススワワンンチチャャイイ前前長長官官にに日日本本語語でで、、

中中小小企企業業支支援援、、ススタターートトアアッッププ支支援援やや日日本本企企業業

へへのの期期待待ななどどをを話話ししててももららいいままししたた。。以以下下ははパパワワ

ーーポポイインントト資資料料とと説説明明要要約約でですすがが、、誌誌面面のの関関係係

でで、、割割愛愛ささせせてていいたただだいいたたととこころろががあありりまますす。。

     ＊＊＊＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊ 
 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。                  

11.. OOSSMMEEPP ににつついいてて   

 

 

11‐‐22..OOSSMMEEPP のの役役割割 
 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。

22..タタイイ経経済済 

22‐‐11..働働ききややすすささ：：22001188 年年

度度ラランンキキンンググでではは、、タタイイ

はは 2266 位位 

 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。

 

22‐‐22．．世世界界でで確確立立さされれたたタタイイのの立立場場 
 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。

 

22‐‐33..ググロローーババルルササププラライイチチ

ェェーーンンににタタイイがが積積極極的的役役割割  
 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。

22--44..タタイイのの地地政政学学的的優優位位性性 
 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。

 

 

22--55..地地域域統統合合のの拡拡大大

がが、、 よよりり多多くくのの機機会会をを提提供供すするる
 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。

本本誌誌はは日日頃頃ごご支支援援・・ごご協協力力をを頂頂いいてていいるる皆皆様様にに TTNNII（（泰泰日日工工業業大大学学））とと学学生生ををいいっっそそうう理理解解ししてて頂頂くく狙狙いいでで、、タタイイ社社会会やや TTNNII 活活動動なな

どどをを紹紹介介ししてていいまますす。。本本号号でではは、、タタイイのの中中小小企企業業政政策策ををススワワンンチチャャイイ前前中中小小企企業業庁庁（（OOSSMMEEPP））長長官官にに、、日日系系企企業業のの TTNNII 卒卒業業生生ににつつ

いいてて中中澤澤 MMCCTT 副副社社長長にに、、ままたた日日系系企企業業でで働働くく TTNNII 卒卒業業生生ののココメメンントトををソソムムささんんにに ププレレゼゼンンししてて頂頂いいたたももののをを紹紹介介いいたたししまますす。。皆皆様様

のの参参考考ににししてて頂頂けけれればば幸幸いいでですす。。（（ここののププレレゼゼンンはは、、22001199 年年 1111 月月 2277 日日にに TTNNII でで実実施施ししたた JJ セセミミナナーーででのの発発表表をを編編者者＝＝吉吉原原秀秀男男

（（TTNNII 学学長長顧顧問問））がが要要約約ししたたももののでですす。。皆皆様様ののセセミミナナーーごご参参加加ををおお待待ちちししてていいまますす））   22002200..22.. TTNNII 学学長長室室・・広広報報部部 iinnffoo@@ttnnii..aacc..tthh   



  
11..  産産業業ササーービビスス  

 これまで TNI は日系企業のニーズに

応える学生の育成に重点を置き、特

にインターンシップや学生就職面で

産学連携を図ってきました。 
 今後はこれに加え、以下を計画・実

施します。なお一部は、既に実施し

ています。例えばものづくり研究セン

ターで、年間 7－8 回の TPS コース

を行っていて沢山のタイ・日系企業

の方にご参加いただいています。 

 なお、引き続き日系企業などの方に

タイ理解や卒業生の日系企業就職

事例講座（J セミナー）も開催します。 

 社社会会人人（（各各産産業業従従事事者者））ののたためめのの教教

育育::    短短期期訓訓練練ココーースス、、非非学学位位ココーー

スス、、生生涯涯学学習習シシスステテムム推推進進。。  

 オオンンラライインンままたたははイインンタターーネネッットト教教育育

シシスステテムムのの有有効効活活用用。。  

 日日本本企企業業協協力力にによよるる研研究究開開発発ププロロ

ジジェェククトト推推進進。。  

 タタイイのの中中小小企企業業へへののココンンササルルテティィンン

ググササーービビスス。。  

22..  新新技技術術へへのの注注力力::    

 重重点点分分野野：：ススママーートトももののづづくくりり、、EEVV、、ロロ

ボボッットト、、IITT 技技術術、、AAII、、ビビッッググデデーータタ。。 
 日本政府経済産業省（METI）  や

JTECS(日･タイ経済協力協会)などの

協力で、スマートものづくり応援隊チ

ーム訓練(写真ご参照)後、タイの中

小企業をお手伝いする準備を整え

ています。 
  

  
33..  TTNNII 国国際際ププロロググララムムのの

推推進進  

 TTNNII をを AASSEEAANN ににおおけけ

るる日日本本技技術術移移転転のの中中

心心拠拠点点（（ハハブブ））ににししまま

すす。。  
 英英語語をを媒媒介介言言語語ににしし

てて、、アアジジアアのの人人がが、、いいまま

のの産産業業がが必必要要ととししてていい

るる工工学学、、 IITT、、おおよよびび BBAA

（（経経営営））専専門門課課程程をを学学べべ

るる教教育育をを推推進進ししまますす。。  

➡2022 年度には、日本やアセアン･

南アジアの学生を対象にしたインタ

ーナショナル･スクールを計画してい

ます。 

44..  TTNNII 学学生生のの日日本本語語・・英英語語・・IITT ススキキルル

向向上上 

 上記スキルを全学生必須の単位とし、

基礎から上級レベルを学べるカリキ

ュラムにします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..  学学生生・・社社会会人人参参加加者者のの拡拡充充 

 PR 活動を拡充し、学生数及び短期

（社会人）コース参加者を増やす努

力をします。 

 下記 2021－2022 対応の組織図をご

参照ください。 

 TNI の事業など、詳細については

『TNI 大学案内 Guide to TNI』をご参

照ください。 

  

  

TTNNII ニニュューーススレレタターーNNoo..1199                                22002211－－22002222  TTNNII のの事事業業とと方方針針                                                                22//22  

 TNI のの 2021－－2022 事事業業のの方方針針とと計計画画をを紹紹介介ささせせてていいたただだききまますす。。ななおお既既にに実実施施ししてていいるるももののもも含含ままれれまますす。。 

ススママーートトももののづづくくりり支支援援隊隊チチーームムのの成成果果発発表表会会（（22002200 年年 1111

月月ババンンココクク BBIITTEECC 展展示示会会でで））➡➡IIooTT をを使使っったたももののづづくくりりなな

どど、、中中小小企企業業のの DDXX 改改革革ののおお手手伝伝いいををししまますす。。  

 読読者者にに分分かかりりややすすくくすするるたためめ、、委委員員会会組組織織、、各各課課ななどどをを省省略略・・単単純純

化化ししてて表表示示ししてていいまますす。。  

写写真真はは、、ココミミュュニニケケーーシショョンン重重視視のの日日本本語語クク
ララスス。。TOEIC 英英語語試試験験やや日日本本語語能能力力模模擬擬

試試験験、、IT 能能力力試試験験もも適適宜宜実実施施、、自自己己能能力力

のの評評価価とと成成長長をを図図っってていいまますす。。 

ススママーートト農農業業ののたためめのの IIooTT セセミミナナーー  

デデジジタタルル工工学学、、デデーータタササイイエエンンスス・・解解析析

学学、、国国際際ビビジジネネスス経経営営学学をを英英語語でで学学ぶぶ国国

際際ププロロググララムムはは、、22002222 年年ににイインンタターーナナシシ

ョョナナルル･･ススククーールルににししまますす。。  

◎◎イインンタターーンンシシッッププ、、卒卒業業生生採採用用、、奨奨学学金金、、社社会会人人講講座座ななどど日日本本語語メメーールルななどどででおお問問合合せせくくだだささいい。。 


