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刻刻々々とと変変化化すするる経経済済社社会会状状況況ととココロロナナ禍禍ででのの生生きき残残りり

ななどどをを考考慮慮しし、、日日々々頑頑張張っってておおらられれるる貴貴社社社社員員のの皆皆様様

のの能能力力向向上上をを目目指指ししたたココーーススでで、、以以下下のの背背景景・・特特徴徴･･

特特典典ががあありりまますす。。  

 【【背背景景ななどど】】日ごろお世話になるタイの日本機関･

日系企業の方から社会人教育の具体的アドバイ

スを頂きました。 

 このアドバイスの下、TNI の親機関である TPA 

(泰日経済技術振興協会)の 50 年にわたる経験

と、TNI の 15 年の日系企業ニーズに応えるもの

づくり人材教育に基づく学生指導経験を合わせ

て、現代世界が求めている企業に必要な産業人

材養成コースを提供します。 

 なお TPA では、日本技術のタイ移転事業、語

学、産業人材養成セミナーや産業サービスを行

っています。 

 【【特特徴徴】】土日とオンラインを中心にした社会人コ

ースで、学士資格が与えられる、現代企業が必

要とする産業技術を実践的に学ぶ 4 つのコース 

(課程) です。  

 ココーーススののテテーーママ･･履履修修内内容容はは裏裏面面ををごご覧覧下下ささいい。。  

 各コース基礎科目と必修専門科目から成ります

が、機材･ワークショップ・勤務先の課題解決に

取り組む実践的な内容です。 

 日・タイの知識経験豊富な講師が、日系企業の

課題解決に的確なアドバイスを行います。 

 専専門門能能力力・・日日本本語語・・英英語語・・組組織織力力養養成成：：ものづくり

思想に基づく専門技術力だけでなく、日本の環

境にいないタイ人がものづくり環境も学ぶ土壌と

して日本語と日本理解、さらに国際社会に必要

な英語とコミュニケーション力、さらに産業の土

台としての組織力も学びます。 

 語学力及び知識経験とカリキュラム単位取得状

況により、4 年でなく 2 年半で修得できます。 

 2021 年 6 月 14 日前期開始ですが、10 月中旬

から開始の後期入学も可能です。 

 TNI 奨学金 6 万バーツ以上ご寄贈いただいた企

業の社員は学費 1 万バーツが減免されます。 

 1 コース当たりの授業料は 14-18 万バーツで

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

ももららううこことととと、、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。。  

TTNNII  ((泰泰日日工工業業大大学学))  はは、、おお陰陰ささままでで開開学学 1155 年年目目をを迎迎ええ、、現現在在 2200 のの学学士士課課程程とと 55 つつのの修修士士課課程程をを提提供供ししてていいまますすがが、、ここのの

たたびび 44 つつのの社社会会人人課課程程をを提提案案ささせせてていいたただだききまますす。。  ごご活活用用をを期期待待ししてておおりりまますす。。            22002211..44..  TTNNII 学学長長室室・・広広報報部部                                                                                                      

  

      

受受講講写写真真のの説説明明 
      ①①  ②②  ③③ 
      ④④  ⑤⑤  ⑥⑥ 
      ⑦⑦  ⑧⑧  ⑨⑨ 
① CNC 操作学習 

② ロボット自動化学習 

③ リーン自動化システム 

    訓練機器 

④ ものづくり 

    研究センター設備  

⑤ TPS 学習 

⑥ デジタル･リーン製造 

    講習 

⑦ ロジスティクス講習 

⑧ ビジネス情報システム 

    講習 

⑨ 競争環境分析演習  
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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      
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 TNI 社会人教育コース 4 課程の学習内容を紹介させていただきます。 

3. ロジスティクス・サプライチェーン管理学（LM） 
      Logistics and Supply Chain Management 
基礎科目  
 英語 日本語 数学 科学 ビジネス統計 経済学 会計学 マーケティング 定量的方法  
 オペレーションズ・マネジメント 人的資源 組織管理 商法と税務 工業管理 MIS 
必修専門科目  
 ロジスティクス・サプライチェーン管理 運送と流通管理 ロジスティクスとマテハン技術  倉庫管理   
 購買と サプライチェーン  ロジスティクスの評価   ロジスティクスための工場設計  
 ロジスティクスの原価管理 ロジスティクスの戦略経営   日本のロジスティクス管理  
 ロジスティクス計画 ロジスティクスの情報技術  

1. ロボティクス・リーン自動化 (RE) 
   Robotics and Lean Automation Engineering 
基礎科目  
 英語 日本語 数学 物理 化学 製図 コンピュータープログラミング 機械工学 電気工学 材料力学   
 製造工程  熱流体力学 AI 応用生産 
必修専門科目  
 生産工学及び実習 1・2 生産計画と管理 自動機械ツール 自動制御システム 産業ロボット  
 動作研究  CAD/CAM/CAE 測定方法と測定機器 安全工学 油圧式と空気圧式機器  
 リーン自動化とシステムインテグレーション AI 応用生産システム 製品開発設計 機械設計  
 品質管理（QC） ものづくり生産  

 

 

 

 

 

 

 

2.技術・生産革新管理学（MI） 
     Technology and Production Innovation Management 
基礎科目  
 英語 日本語 数学 ビジネス統計 経済学 会計学 マーケティング オペレーションズ・マネジメント  
 人的資源管理 組織管理 商法と税務 ビジネス MIS 
必修専門科目  
 生産計画と管理 技術管理 ものづくり製造 品質管理 ロジスティクス管理 全社的保全管理(TPM)  
 トヨタ生産システム（TPS） 企業診断と事業計画 エネルギー環境安全管理 動作研究 製造コスト管理  
 全社的品質管理（TQM） 

 

4. ビジネス情報技術学 （BI）Business Information Technology 
基礎科目  
 英語 日本語 数学 科学 コンピューター数学 統計と確率 対象別プログラミング  
 インターネット技術  コンピューター組織 ネットワークと通信システム ウェブ設計開発  
 データ構想とアルゴリズム  情報システム分析設計 データベースシステム   
必修専門科目  
 ビジネス情報システム 会計財務 組織管理 マーケティング 物流と生産 ソフトウェアプロジェクト管理    

 顧客管理（CRM ） 業務統合ソフト（ERP）   サプライチェーン管理（SCM ）  ビジネスプログラム開発    

 データ分析とモデリング 電子コマース モバイルアプリ開発 
 

お問い合わせ：学生募集センターにお願いします。電話 02‐763-2604 E メール Email: tniinfo@tni.ac.th 


