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１．はじめに

タイは近年，自動車産業において目覚ましい

発展を遂げ「アジアのデトロイト」と呼ばれる

までになった。1997 年のアジア通貨危機では

多大な打撃を受けたこの国も，2000 年以降は日

本の自動車メーカーがタイを ASEAN におけ

る重要な完成車生産拠点として，主にピック

アップトラックの生産を拡大したことから，そ

の生産台数は危機以前を上回るレベルにまで

V 字回復した。この生産拡大に伴い自動車

メーカー各社はコスト低減のため部品の現地生

産化を進め，現地部品メーカー数や現地調達部

品数は大幅に増加している。

現在，自動車産業界は 2008 年後半からの全

世界的な金融危機の影響を受け，生産量激減の

状況にある。タイが景気回復後も自動車産業を

世界に対して競争力のある産業のひとつとして

継続していくためには，労働集約的産業から，

より高度で付加価値の高い技術集約的産業への

変換が必要であり，そのためには，特に技術力

を備えた人材の育成が重要である。

本研究の目的は，タイ自動車産業の開発設計

技術レベルの現状を分析し，いかにして労働集

約的産業から知識・技術集約産業へ移行し，よ

り付加価値の高い産業構造への変換を図ってい

くべきかの方向性を明らかにすることである。

本研究の課題は，タイの自動車産業界におけ

る現地人技術者の能力向上の進捗度をより具体

的に把握することある。先進国から発展途上国

への技術移転に関する研究は，そのアプローチ

も様々で，技術開発論，多国籍企業論，国際経

済学等の分野から派生した数多くの論文が発表

されているが，多様な産業における多様な技術

の移転形態を実証的に研究したものが多く，そ

の中で技術力の形成過程を分析したものは少な

い。また，タイ自動車産業における技術力の向

上についても近年調査が進んでいるが，その中

心は日本をはじめとする海外からの進出自動車

メーカー・主要部品企業の実態調査であり，タ

イ企業の実力詳細について調査されたものは少

ない。

本研究では，タイ自動車産業政策の概要と自

動車産業の特徴を述べ，次にタイの技術力形成

と波及効果に関する課題を分析する。タイの自

動車部品メーカーにおける開発体制の状況や開

発に携わるエンジニアの技術力を調査分析し，

各々の技術レベルを比較しながら今後の発展の
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ための方向性を検討する。

２．タイ自動車産業の政策と概要

本項では，タイ自動車産業の産業政策の変遷

とタイ自動車産業の概要を説明する。

自動車産業は多様な部品産業を含む基幹産業

であり，発展途上国にとって自動車産業を発展

させるということは，サポーティング産業であ

る自動車部品産業の裾野を広げ，従事する人材

の能力向上を図り，その結果，国の総合的な工

業力，技術力向上へとつながる。このため，自

動車産業を発展維持し，より高い付加価値をつ

けていくための産業構造転換は発展途上国に

とって重要な課題となっている。

タイは 1960 年代に他の ASEAN 諸国と同

様，輸入代替工業化政策を導入し，その結果日

系・欧米メーカーが多数進出し，KD 組み立て

を開始した。その後，1970 年代に部品の国産化

政策を導入し，段階的に国産化率を引き上げて

いった。国産化率を達成するため，日系自動車

メーカーの取引先自動車部品メーカー中心にタ

イへの進出が始まった。現地調達率の上昇とと

もに，1986年からはエンジンの国産化政策も始

まり，部品メーカーのタイ進出は加速した。そ

の後，ASEAN域内関税自由化の進展とともに，

ASEAN域内における部品の補完関係を築き，

タイは ASEAN域内における自動車生産の中

核としての地位を確立していった
(1)
。

自動車産業発展を後押しする地域開発政策と

して，現在自動車産業の集積する東沿岸地域の

開発政策がある。1995年以降タイ政府がこのバ

ンコク近郊にである東沿岸地区開発を重点政策

と位置づけ，地域別税制優遇を与えた。タイ東北

部からの労働者流入ルートを確立し，国内の豊富

な労働力を自動車産業集積地へと確保できるよ

うになったことも挙げられる（Poapongsakorn

2008）。

1997 年のアジア金融危機以降は，バーツ下

落，タイ自動車市場の冷え込みから，自動車産

業全体が低迷したが，タイ進出日系自動車メー

カーは輸出戦略へと方向転換を進めた。タイ政

府も 2000 年には国産化政策を撤廃し，自由化

政策へと方向転換を図り，この自由化政策と輸

出戦略により，2000 年以降は生産量を回復し，

急成長を遂げた。

このようなタイ自動車産業政策の結果，タイ

の自動車産業は次の特徴を持っている。タイに

おける日系自動車メーカーのタイでの生産シェ

アは約 90％と非常に高く，日系自動車メーカー

の影響力が強い点。次に商業車の割合が多く，

輸出構成は商業車が中心となっている点であ

る。

図１に 1987 年から 2007 年までのタイ自動車

生産台数と輸出台数の推移と日本車の生産シェ

アを示す。生産台数から見てみると，2005年は

タイにおける総生産台数（乗用車・商用車合計）

112.5 万台のうち，日系メーカーが 90.07％を

占め，さらに，タイからの自動車輸出の 99.9％

が日系メーカーからのものである（アイアール

シー，2006）。商業車生産台数は乗用車の約２

倍あり，特に 1tピックアップトラックの割合

が高い。1997 年のアジア経済危機時，タイバー

ツの暴落を機に輸出向けに転換し，その後景気

回復とともに各自動車メーカーのピックアップ

トラックの輸出基地としての位置づけを確立し

た。タイ国内販売台数から見ても，2005年は乗

用車商用車合計約 70万台であり，その内約 63

万台が日系自動車で全体の 89.7％を占めてい

る（アイアールシー，2006）。

タイと同時期に，自動車産業育成を国家産業

政策として進めていたマレーシアやインドネシ
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⑴ タイの自動車産業政策の詳細はアイアールシー（2007），末廣（2001）を参照。



アは国民車政策を推進し，自国ブランドの自動

車産業を発展させようとした（Sadoi 2003）。

しかし，タイは国民車政策をとらず，現在に至っ

ても自国の自動車メーカーは持っていない。マ

レーシア等が国民車政策という保護政策を推し

進めていたのに反し，タイでは積極的に外資導

入策を進め，自動車産業を発展させてきた。そ

の結果，日本や欧米メーカーが生産拠点を設け，

生産，販売，輸出を担っている。特に日系自動

車メーカーは合計９社が進出し，完成車組み立

てを行い，日系自動車メーカーの市場占有率は

非常に高い。

タイにおいて自動車部品産業が進展したの

は，タイ政府の政策，1980 年代から 1990 年代

にかけての現地調達率引き上げの政策と，2000

年，国産化義務が撤廃されて以降の自由貿易化

政策によるところが大きい。自動車産業基盤の

乏しいタイで日系自動車メーカーが現地調達率

を上げる必要性があった当時の状況が，多くの

日系部品メーカーのタイ進出を促し，2000 年以

降の自由化政策のもとでその動きが活発化した

といえる。さらに，通貨危機以降はタイの自動

車メーカー各社はタイ国内向けの車を作るのみ

ではなく，海外輸出用の車を作るという戦略に

移行した。ASEANでの輸出拠点としての地位

を確立するためにも部品レベルから輸出基準に

対応すべく，部品の高精度・高品質化が求めら

れ，部品メーカー間の技術提携や技術指導が積

極的に進められたといえる。

３．タイ部品産業構造と技術力

タイ自動車産業は，前述のように産業基盤の

構築を進め，輸出生産基地としての地位も確立

してきた。今後はさらに国際競争力を強めてい

くため，より付加価値の高い技術集約産業への

構造転換が急務となってきている。その推進力

となるが知識・技術の波及である。
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図１ タイ自動車生産・輸出台数と日本車の生産シェア（1987-2007）

出所 （Fourin 2007）（アイアールシー 2007）データにて筆者作成



この知識・技術の波及は，現地調達率引き上

げの時期の 1980 ∼ 90 年代にはあまり進まな

かったが，2000 年の自由化政策施行後に急進展

した。自由化前の技術は組立工場でのオペレー

ション技術が中心で波及効果の少ないもので

あったが，2000 年自由化後は日系自動車メー

カー各社とも日本の開発手法，生産工程のノウ

ハウを積極的にタイに導入し生産車に反映さ

せ，さらに開発設計部門をタイに設置し，積極

的に開発設計のタイ現地化を進めつつある。

表１は日系自動車企業における研究開発の欧

米・アジアでの段階別グローバル化の状況を示

している。アジアにおいては量産に関わる品質

保証や低価格による製品提供に関わる設計開発

はすでに現地で行われている。生産技術の効率

化といった生産技術開発やアジア市場に合わせ

たモデル開発に関しても進みつつある。しか

し，製品開発や先行技術開発の段階までは至っ

ていない。アジアの中で中核的な位置を確立し

つつあるタイにおいてもこの点は当てはまる。

開発設計のタイ現地化には部品サプライヤへ

の技術力波及が不可欠である。自動車産業は

様々な製造工程を要する数万点にも及ぶ部品を

必要とし，１次，２次，３次サプライヤから構

成されるピラミッド型産業構造を形成してい

る。このようなピラミッド構造の自動車産業で

は，とりわけその裾野産業である部品産業が重

要である。
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表１ 日系自動車企業における研究開発の段階別グローバル化

開発段階 対象技術 日本 欧米 アジア

研究開発 燃料電池，ハイブリッド，環境技術 ○ × ×

先行技術開発
エンジン技術，パワートレイン技術，材料技術，

車両技術，電子技術
○ △ ×

製品開発 製品開発 ○ △ ×

適応技術開発 各市場に合わせたモデル開発 ○ ○ △

生産技術開発 生産現場の生産技術効率化 ○ △ △

生産（量産） 品質保証・低価格による製品提供 ○ ○ ○

出所：ジェトロ（2004）を参考に筆者加筆修正

図２ タイ自動車部品サプライヤ構造

注：１次サプライヤ数には２輪サプライヤ 201 社を含む

出所：Poapongsakorn, N. and Techakanont, K. (2008)



図２はタイ自動車部品サプライヤ企業の産業

構造を示している。15社の自動車完成車メー

カーがピラミッド構造の上部に位置し，その下

に１次サプライヤ約 700 社，２次サプライヤ約

1000 社が存在する。タイの自動車部品企業を

製品別に分類したものが表２のとおりである。

表２に示す通り，各部品分類ごとの日系部品企

業数は多く，各部品分類毎に約 70％の企業が日

系である。

しかし，タイのサプライヤ構造は日本のピラ

ミッド構造と比較するとかなり裾野が狭いこと

がわかる。図３に，タイ・日本それぞれの自動

車部品サプライヤの部品供給組織図を示す。日

本の場合は各自動車メーカーの下に１次，２次，

３次サプライヤと裾野に行くほどサプライヤ数

が多く，階層も３次，その下のサプライヤも多

く存在する。タイの場合は，図３に示すように，

サプライヤの層が薄く，納入関係も複雑化し，

限定された１次サプライヤが数社または，ほぼ

すべての自動車メーカーに部品を納入し，２次
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表２ タイ自動車部品企業 製品別分類

部品大分類
全部品

企業数

内 日系部品企業

企業数 （％）

エンジン関連部品

エンジン本体部品 31 26 84％

エンジン動弁系部品 18 15 83％

エンジン燃料系部品 22 15 68％

エンジン吸排気系部品 36 17 47％

エンジン潤滑・冷却系部品 23 17 74％

エンジン電装系部品 16 11 69％

その他 8 3 38％

計 154 104 68％

シャシー関連部品

パワートレイン部品 37 30 81％

ステアリング部品 34 30 88％

サスペンション部品 21 15 71％

ブレーキ部品 39 29 74％

タイヤ・ホイール部品 21 15 71％

その他 3 2 67％

計 155 121 78％

車体・装備品関連部品

ボディ外装品 74 52 70％

内装品 76 58 76％

車体電装品 38 31 82％

用品 28 23 82％

計 216 164 76％

その他部品 102 64 63％

合計 627 453 72％

出所：（アイアールシー 2007）（渡辺 2006）に筆者加筆



サプライヤも部品によっては直接自動車メー

カーに納入することも多い。

更に，タイ自動車産業では急速な発展ととも

に人材不足という問題が表面化してきた。その

部品産業で特に人材が不足している状況であ

る。元来農業国であったタイが急速に工業化を

進め，人材育成が追いついていない状況である。

絶対的な人材不足とともに，技術者・高度技能

者が特に不足している。

タイ国家経済社会開発庁（NESDB）によると，

2004 年の科学技術系の人材供給数は合計

118,089 人である。（内訳は職業高校卒 16,493

人，技術短大卒 57,668 人，大卒 39,471 人，修

士以上 4,458 人）特に大卒以上技術者の需要が

高く，主要製造業 12 業種（食品，繊維，靴・革

製品，木工，化学，金型，ゴム，セラミック，

鉄鋼，電気・電子，自動車，宝飾品）の需要は

56,023 人あり，大卒 39,471 人と修士以上

4,458 人を合わせても 43,929 人と約 20％不足

している。NESDBとタイ開発研究所（TDRI）

の調査によると，職業高校卒および技術短大卒

の供給 183,698 人に対して，需要は 330,812 人

と大幅に不足している（大木，2006）。

タイ技術者の人材需給に関して，バンコク日

本人商工会議所調査（2005）によると，「技術者

が不足している」と回答した企業の割合は 71％

に達している（大木，2006）。タイ技術者の絶対

数が不足している現状において，自動車産業の

技術者育成は急務である。

タイの 2001 年の研究開発費は GDP 比

0.26％であり，政府部門が 0.16％，民間部門は

0.10％を占めている。研究開発費の GDP 比は

ASEAN で技術レベルの高いシンガポール

2.12％と比べると格段に低く，マレーシア

0.49％よりも低い（大木，2006）。

日本とタイの間で経済連携協定（EPA）が

2007 年 11月に締結されたが，その重要な論点

の一つが自動車産業に関する点である。EPA
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図３ タイ・日本 自動車部品サプライヤーの組織図

出所：Poapongsakorn, N. and Techakanont, K. (2008)



により日本との関税が撤廃され（段階的実施で

はあるが），日本から高品質の部品が関税なし

で輸入されると，タイ自動車部品産業は保護を

失い，日本からの輸入品との価格競争に負ける

恐れがある。段階的に関税が撤廃されるまでに

タイ自動車部品産業は技術力・品質を高め，競

争力を高めることが急務である。

このような背景のもと，タイ・日本 EPA に

絡み，日本とタイ両国の政府機関と民間企業が

連携し，日本政府，タイ政府，日本企業，タイ

企業４者共同の「自動車裾野産業人材育成プロ

ジェクト」を開始している
(2)
。実際の研修制度

作りには，タイにて自動車生産をしている日系

自動車メーカーのトヨタ，ホンダ，日産，デン

ソーが既存の日本での技術研修制度をタイに導

入する方法・内容等を検討し担当している。ト

ヨタはトヨタ生産方式で知られる生産システ

ム，ホンダは金型製作技術，デンソーはものづ

くりマインドと製造技術，日産は技術検定制度

を担当している
(3)
。

４．設計技術力調査方法

本調査の目的は，タイの自動車部品産業にお

けるタイ人技術者能力の進捗度の把握である。

先進国から途上国への技術移転に関する研究は

多いが，その中で，技術力の把握，進捗度の分

析に関する研究は少なく，分析方法も難しい。

タイ自動車産業における技術力の向上について

も近年調査が進んでいるが，日本をはじめとす

る海外からの進出企業調査が中心であり，タイ

企業，さらにはタイ技術者の実力詳細について

調査されたものは少ない。

技術者の技術力分析では，末廣（1996）が戦

前期におけるタイ鉄道業の発展と従事する技術

者について，いつの段階でタイ人技術者が担当

することになったかを調査し，技術力を分析し

ている。本研究では，タイの自動車部品メー

カーの開発設計技術レベルを分析するために，

末廣（1996）の分析方法を用い，タイ人技術者

の技術形成の進捗度を分析する。

まず，設計開発の業務を洗い出し，主要技術

を選定し，それぞれの主要技術をどこで（タイ・

日本）誰が（タイ人・日本人）担当しているの

がを中心に調査し，すでにタイ人技術者にその

技術力が形成されているのかどうかを分析す

る。

調査対象企業は，エンジン部品の１次サプラ

イヤに限定する。エンジン部品は自動車の心臓

部にあたり，部品には高い精度・信頼性・耐久

性・品質が要求され，設計・試作・製造時の「す

り合わせ技術」の要求度の高い部品である。し

たがって，タイにおける自動車の主要技術力を

把握することができると考える。

更に，企業形態から日系 100％企業，タイ・日

合弁企業，タイ 100％企業（日本との技術提携

あり）（技術提携なし）４形態に分類し，それぞ

れの企業形態で設計に携わるエンジニアの技術

力を比較することにより，日本の関与の強さと

タイ人技術者の技術形成の関係も分析できると

考える。調査分析結果による技術レベルを比較

しながら，今後のタイ人技術力形成と技術発展

のための方向性を検討する。

始めに，開発設計技術者に必要な技術力（業
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⑵ 日本政府側は経済産業省，日本貿易振興機構，財団法人海外技術者研修協会（AOTS），JICA。民間側は，日本

自動車工業会，バンコク日本人商工会議所，トヨタグループ，本田グループ，デンソーグループ，日産グループが

参加した。タイ側は，政府は，工業省，労働省，国家経済社会開発庁，タイ自動車研究所，民間は，タイ工業連盟，

タイ自動車工業会，タイ自動車部品製造者協会，タイ自動車技術者協会で構成されている。

⑶ JETROバンコク事務所，財団法人海外貿易開発協会（JODC）バンコク事務所にて 2008 年８月筆者聞き取り調

査



務内容）を検証する。自動車・自動車部品開発

部門の技術者に要求される能力を整理するた

め，設計開発に必要な一般的なプロセスを図４

にフローチャートとしてまとめた。図４は自動

車メーカーにおける新モデル立ち上げ時の設計

開発プロセスを設計，製造，実験の関わりで示

している。タイの部品企業でも基本的な開発設

計プロセスは同様であると考える。

更に，自動車メーカーとのかかわりにおける

部品メーカーの設計開発業務の主要プロセスを

洗い出したものを図５にまとめた。

図５の主要プロセスに沿って，日本の自動車

メーカーがタイで新モデルを立ち上げるケース

を用いて，開発設計技術者の役割を解説し
(4)
，

部品サプライヤ技術力を判断するポイントを説

明する。

まず，自動車メーカーの設計部門は新モデル

に必要な部品仕様を検討し，新作するか，既存

部品を使うかを決める。自動車メーカーの調達

部門は，それらの部品について，タイ現地調達

の可能性を調査する。

タイ現地調達の場合，部品サプライヤ選定の

ため，自動車メーカーは見積り依頼書と見積用

部品図面を準備し，タイでその部品を生産可能

な部品サプライヤに対して見積もりを依頼す

る。この時点の図面には見積もりが可能な最低

限の技術要求仕様が記載されていればよく，ま

た見積依頼書には生産台数など各種の見積条件

が記載されている。

部品サプライヤは見積依頼書と見積用部品図

面をもとに単価，ツーリングコスト，開発コス

ト，生産化リードタイムなどを算出して自動車

メーカーに提出する。

自動車メーカーは相見積もりした各部品サプ

ライヤからの回答を確認し，候補に対しては詳

細に技術確認を行い，最終的には，コスト，品

質と納期の信頼性，量産実績等から採否を決定

する。この時点で，自動車メーカー側は部品サ

プライヤの生産現場を視察し，生産技術レベル，

品質保証体制等の評価を行うとともに，生産技

術改善案やコスト低減案，品質改良案などを協

議する。

部品サプライヤ技術力調査の第１の評価ポイ

ントは，この一連の過程において，部品単価，

ツーリングコスト，開発コスト，リードタイム

の見積書作成をどこが担当しているかというこ

とである。例えば，日系部品メーカーなら，日

本側が作成しているのか，日本からの駐在者が

タイ現地で作成しているのか，もしくはタイ人

が作成しているのかということを調査する。

部品サプライヤの選定後，自動車メーカーと

部品サプライヤは契約締結を交わし，両者間で

部品開発，生産準備のキックオフミーティング

を開き，技術仕様や開発スケジュール等を確認

する。この時点で，自動車メーカーは正式に発

注する部品の生産着工図面を承認する。図面は

簡単な構造の場合は自動車メーカー作成の貸与

図がそのまま使用されるが，多くの場合は自動

車メーカーから出る要求仕様図面からサプライ

ヤが量産用部品図面（承認図）を作成し，その

承認図を自動車メーカーが承認する形を取って

いる。ここでは，部品サプライヤが作成し自動

車メーカーが承認する図面を承認図と呼ぶ。

サプライヤ調査の第２の評価ポイントは，こ

の承認図をどこが作成するかという点である。

日系部品メーカーではほとんどの場合，日本側

で設計検討され作成された承認図で運用されて

いる。

承認図が自動車メーカーに承認された後，部

品サプライヤは自動車メーカーの試作発注を受

けて試作部品を製造する。第３の評価ポイント

はこの試作をどこがつくるかという点である。
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図４ 開発開発プロセスのフローチャート

出所：自動車工学全書（1997）を参考に筆者聞き取りにて加筆作成



自動車メーカー側で部品評価が実施され，量

産着工図面が承認された後，サプライヤは生産

ライン用の冶具および金型を製造する。第４の

評価ポイントはこの冶具や金型をどこが担当す

るのかという点である。日本で製作するのか，

タイ現地で製作しているのか，現地製作の場合

でもタイ技術者が担当しているのか，日本人駐

在者 /アドバイザーがかなりの部分を受け持っ

ているのかとの点である。

最後に，すべての生産工程が承認され，量産

が開始された後，部品サプライヤの重要な責任

として生産計画と品質の管理は言うまでもない

が，さらに自動車メーカーからは不具合発生時

の早急な対応が求められる。第５の評価ポイン

トは，生産後の不具合対応など技術的フォロー

はどこがしているかという点である。

以上の評価ポイントを以下 1∼ 5のとおりと

する。

１．部品，ツーリング，開発の各コスト，リー

ドタイム等の見積書作成は何処で（日本・

タイ），誰が（タイ人・日本人）担当してい

るのか。

２．承認図作成は何処で（日本・タイ），誰が

（タイ人・日本人）担当しているのか。

３．試作品製作は何処で（日本・タイ），誰が

（タイ人・日本人）担当しているのか。

４．生産冶具や金型の製作は何処で（日本・

タイ），誰が（タイ人・日本人）担当してい

るのか。

５．生産後の技術フォローは何処で（日本・

タイ），誰が（タイ人・日本人）担当してい

るのか。

これらの５項目を含む聞き取り調査を，タイ

のエンジン部品メーカー合計 23社に対し 2007

年５月，2008 年８月に実施し，さらに日本での

補足調査を 2009 年３月に実施した。なお調査

対象メーカーを以下の４種類に分け，企業形態

（日系企業，合弁企業，タイ独資企業）による
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図５ 開発設計の主要工程（自動車メーカー・部品サプライヤ）

出所：自動車メーカー聞き取りにより筆者作成



違いを明確にし，その要因分析を行った。

１．外資 100％企業 11 社

２．日タイ合弁企業 4社

３．タイ 100％日本技術提携企業 3社

４．タイ 100％技術提携なし 5社

５．現地企業調査結果

調査結果のまとめを表３「タイ自動車部品サ

プライヤの開発技術力分析調査」に示す。

⑴ 見積書作成

見積書作成は，タイ現地において入手すべき

データ（材料費，加工費）をもとに算出するた

め，タイ現地で作成する場合が多い。見積書作

成の担当者は営業部門の担当者であり，内容確

認と最終承認は営業部門長の責任である場合が

多い。

タイ自動車部品産業における現地タイ人技術者の設計技術力分析（佐土井）113

表３ タイ自動車部品サプライヤ開発技術力分析調査

R&D 技術者分析調査票

見積作成 承認図作成 試 作
金 型・

冶具製作
技術フォロー

日系100％企業

１ 電装品，噴射系，冷却系 J J J J J

２ 触媒 J J J J J

３ 金属パイプ J N J J J

４ エンジンメタル J N J T J

５ スロットルボディ J J J J J

６ 電装品 J J J J J

７ ターボチャージャ J J J J J

８ ベルトテンショナ J J J J J

９ アルミ鋳造品 J J J T J

10 樹脂パイプ J N T/J T J

11 ゴムホース J N T/J T J

日タイ合弁企業

12 金属パイプ J N T/J T J

13 エンジンバルブ T N J T T/J

14 板金小物 T N T/J T T/J

15 エアクリーナ J J J J J

タイ100％企業（技術提携あり）

16 金属パイプ T N T T T/J

17 板金部品，樹脂部品，燃料フィルタ T N/J T/J T J

18 鋳鉄部品 T N T T T

タイ100％企業（技術提携なし）

19 排気系 T N T T T

20 エンジンカバー T N T T T

21 金属パイプ T N T T T

22 燃料タンク，オイルパン T N T T T

23 板金小物 T N T T T

出所：筆者調査により作成

注：J＝日本人 T＝タイ人 N＝作成していない



日系企業（100％日本資本）の場合は調査対象

11 社すべてのケースにおいて日本人が担当し

ている。最終承認は 11 社すべてのケースにお

いて，日本側の親会社の承認をもって日本人駐

在者の営業部門長が承認している。

日本とタイの合弁企業の場合は，調査した４

社のうち２社がタイ人による承認で２社が日本

人による承認であった。

タイ 100％企業（技術支援あり）の３社，タイ

100％企業（技術支援なし）の５社はすべてタイ

人営業部長が担当している。

⑵ 承認図作成

表３で，「N」表示は承認図を作成していない

サプライヤで，自動車メーカー側の作成した貸

与図にて運用している。日タイ合弁企業，タイ

100％企業ではほとんどが承認図を出図してい

ない。

「J」表示は自動車メーカーからの要求仕様図

面をもとに日本側でサプライヤ図面を作成して

いるメーカーで，主に機能部品が対象であり，

最近は 3Dデータが主流となっている。今回の

調査ではタイで承認図を出図した現地サプライ

ヤは０社であったことになる。

⑶ 試作

日系 100％企業，日タイ合弁企業，タイ 100％

企業（日本企業との技術提携あり）では，試作

の製造と試験は日本の親会社の開発部門にて行

われている。これは，試作品の自動車メーカー

による試験が日本側の開発部門で実施されると

いうことも理由にあるが，たいていは試作の納

期が短いために日本側での対応しかできない

ケースが多い。

高い技術レベルを要求されないもので日程に

制約がある場合など選定メーカーとは全く関係

のない試作専用のメーカーに依頼することもあ

る。また型や冶具を日本からタイに送り，試作

品の製作はタイというケースもある。

タイ 100％企業で技術提携を持っていない場

合は，タイで試作・試験まで完結している。

⑷ 生産冶具，金型の製作

生産冶具および生産金型の製作は日本，タイ

両方の場合が見られる。日系 100％企業の約半

数でタイ R&Dにおいてタイ技術者により製作

されている。また，日タイ合弁企業，タイ 100％

（技術提携あり）企業のほとんどにおいて，タ

イ R&D で量産用冶具と金型はタイ技術者に

よって製作されていることがわかる。また，タ

イ 100％（技術提携なし）においても量産用冶

具と金型はタイ技術者にて製作されている。

このことから，タイ R&Dでの量産治具，金

型の製作技術習得度は高いといえる。

⑸ 量産後の技術フォロー

一般に日系企業の場合，不具合が自動車メー

カーの設計責任なら 100％日本側の開発が対策

処置に関わる。現地工場での製造不具合であれ

ば生産ラインでの改善対応となるが，日本へも

報告され歯止めのための工程改善が検討され

る。

基本的には設計段階が日本である企業や提携

を持っている企業は日本の開発部隊が全面対応

もしくはアドバイスをし，タイ 100％（技術提

携なし）の企業のみすべてタイでの対応となる。

６．分析

調査した日系 100％企業と日タイ合弁企業

は，日本での取引自動車メーカーがタイに進出

したことに伴い，タイに生産拠点を設けたケー

スがほとんどである。そのうち数社は現地進出

後，日本では取引のなかった他の日系自動車

メーカーにも部品納入を開始している。

調査対象の日系 100％企業はほとんど全て見
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積・契約関係，開発（設計・試験機能）品質管

理，技術フォローが日本側で管理されている。

タイ側は部品生産と納期，ライン品質を重点的

に管理している。ほとんどの場合，日本で実績

のある生産設備をタイに導入しているため，量

産ラインの品質確保や生産管理の方法はそのま

まタイでも適用される。今後の現地 R&D設立

の可能性については，エンジニアの日本研修な

どを進めているメーカーもあり十分にあり得る

と考えられる。

日タイ合弁企業は，同種の部品を生産してい

る日本メーカーと合弁しているタイ企業であ

り，型や治具を設計する R&Dはすでに存在し，

これらの開発はすべて社内で完結しているメー

カーが多い。自社商品の部品設計を主体とする

R&Dを将来的に設立するためには提携の日本

企業の協力が不可欠となる。

タイ 100％企業で日本メーカーと技術提携を

結んでいる企業は 2000 年以降自動車生産が急

増した後に提携したケースが多い。大手グルー

プの Thai Summit，Summit group，Somboon

group等がこれにあてはまる。これらの企業は

生産品の種別が多く，その種別によっていくつ

かの子会社に分かれており，複数の日系自動車

メーカーとの取引を拡大するため，生産する部

品ごとに同種部品の日系メーカーとの技術提携

を結んでいる。その結果として，数社から技術

供与を受け，その技術契約から部品の品質不具

合や技術トラブルの対応は日本側が担当してい

る。

タイ 100％企業で技術提携を結んでいないタ

イ企業は，主にプレス，板金，鋳造，機械加工，

熱処理，表面処理など比較的簡易な加工製品の

サプライヤで，要求された部品の図面をもとに

冶具，型の準備から量産管理まで自社対応して

いる。日本企業と技術提携は結んでいないが，

日本語が堪能なタイ人技術者か，日本人アドバ

イザーを雇用しており日本企業向けに対応して

いる。日系自動車メーカーもコスト低減の理由

から部品によりこの分類のタイ企業を選定して

いる。

今回の調査では，４タイプ全ての企業におい

て，中心となっている技術者のほとんどは 2000

年以降の生産量急増以降に雇用された社員で，

少なくとも５年以上の経験を持っていることが

わかった。また購買部門，営業部門には多くの

場合日本人アドバイザーがついているが，部長

などの主要ポジションにはタイ人が多いことも

わかった。

特に，今回の調査で明らかになった点は，金

型・冶具の設計がタイ現地で行われ，タイ人技

術者が主になって担当している点である。日系

100％企業では日本側が設計・製作している場

合が過半数を占めているが，タイ側に任せてい

る企業も 11 社の内４社ある。日タイ合弁企業，

タイ 100％企業では調査したすべてのケースに

おいて，タイ側でタイ人が担当している。

金型技術者の育成過程を検証してみる。金型

研修は，2004年から 2009 年の５カ年計画で，

タイ工業省が中心となって金型産業育成プロ

ジェクト
(5)
として開始された。タイ政府で閣

議決定され，５年間の予算総額 169000万バー

ツ（約 60億円）年間約 17億円という大型プロ

ジェクトである。新規金型技術者の育成及び既

存技術者のレベルアップを図ることを挙げ，目

標人数は 7700名とし，タイ国内で国際的に通

用する人材育成システムを確立することを目指

している。金型のモデル育成機関を５か所設立

し，既存の金型教育機関 20 か所のレベルアッ

プを図っている。民間企業の設備投資を促進さ

せ，開発から製造までの工程を見直し整備をし，

金型関連で 225件の追加投資を実現させようと
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している。

このための日本の役割として，財団法人 海

外貿易開発協会（JODC）JAPAN OVERSEAS

DEVELOPMENT CORPORATION がタイ金

型工業会に専門家を派遣し企業での巡回指導を

行っている。

図６に示すように，JODCが金型の専門家（具

体的には DENSOの金型技術者）を一名 2007

年と 2008 年の２年間タイ金型工業会（TDIA）

に派遣し，TDIAが決定した主要金型企業６社

A∼ Fへ巡回指導を行っている。これら６社

は，従業員 34 名から 250名まで幅広く，金型の

サイズや製造している金型用途も様々で，でき

るだけ多種にわたる企業技術指導を目指してい

る。

さらに，図７に示すように，JODCは専門家

をタイ金型 COE（Center of Excellence：大学）

にも派遣し，指導者の育成を 2008∼ 2009 年１

年間実施している。

派遣先大学は７大学
(6)
あり，各大学を鍛造，

プラスティック金型，ゴム金型，プレス金型，

金型材料技術，鋳造金型と専門別に COE 大学

として決定している。指導方法としては，大学

の講義の実技指導，大学教授へのアドバイス，

企業の問題解決法伝授，専門家が教授を同行し

金型現場で指導，日本産業研究や日本ものづく

り文化講座等である。

現在 JODC 専門家は１名のみが巡回してい

るが，常にタイ人のアシスタントが同行してい

る。そのアシスタントは JODC 専門家の指導

を OJTで受けているともいえるので，本人の

努力次第では，次期 JODC専門家にとって代わ

れるほどの実力を得ることが可能と考える。出

来ることなら，アシスタントは１名でなく，4・

5 名を同行させれば，効率的に次期指導者特別

コースを兼ねることができるのではと考える。

７．おわりに

本研究は，2000 年以降急発展したタイの自動
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図６ 金型企業への金型技術者巡回指導

図７ COE大学への巡回金型指導

⑹ タイ金型 COE7校は次のとおりである。Sheet & Bulk Metal Forming (KMUTT), Plastic Mould (KMITNB),

Rubber Mould (Kasetsart University), Stamping Die (Rajamangala U), Tools and Dies Surface Modification

(Chulalongkon U), Mould and Die Materials (Iron & Steel Institute of Thailand), Die Casting (MTEC).



車部品産業を取り上げ，労働集約的産業から知

識・技術集約的産業への変換期における技術力

向上過程の現状分析を試みた。

まず，研究背景として，タイ自動車産業政策

の変遷と自動車産業の概要について述べた。タ

イの輸入代替工業化政策から国産化政策，その

後の自由化政策と，一貫した外資導入政策の結

果，現在の日系企業中心自動車産業が形成され

ている。国民車政策をとらず，外資奨励と自由

化政策により，2000 年以降の日系企業による日

本車の輸出基地としての地位を築いたといえ

る。

知識・技術の波及はタイ進出の日系企業を中

心に活発化しているが，現状としては，タイの

自動車部品産業は裾野が狭く浅く，技術者の絶

対数と技術力が不足している。

本調査では，タイ技術者の技術力を測る方法

として，開発設計プロセスを分解分析し，主要

５項目である評価ポイントを決め，現地調査を

行った。その５項目は部品，ツーリング，開発

の各コスト，リードタイム等の見積書作成，承

認図作成，試作品製作，生産冶具や金型の製作，

生産後の技術フォローである。

調査結果から，日系サプライヤではほとんど

日本側でもしくは駐在の日本人が開発設計を担

当しており，タイ人の担当者はサポートをする

程度である。しかし，タイ日合弁やタイ 100％

企業においては，試作，金型・冶具設計製作に

おいてはタイ人技術者が担当し，技術力は確実

についてきているのがわかる。特に金型設計製

造技術者については，積極的な技術者育成プロ

グラムが実施され，技術者育成の成果を上げて

いるといえる。

タイの場合，発展の過程から見ても，日系企

業の影響力が非常に大きい。したがって，他新

興国の自動車産業にはないタイ特有の技術波及

効果があると考える。今後の課題として，個々

企業・技術者のケーススタディーを通して調査

を進める必要があると考える。例えば，タイの

サプライヤ構造が技術波及効果を高めていると

は考えられないだろうか。部品サプライヤは多

数の日系自動車メーカーに部品の納入し，その

部品品質保証やコスト低減のため，常に数社の

自動車メーカーからの技術指導や技術フォロー

を受けている。また，自動車部品といった「す

り合わせ技術」を必要とする技術力には日本的

仕事の進め方が必要要素とも考えられる。今後

タイ現地サプライヤが自社の商品設計の R&D

設立，技術者の能力向上をどのように進めてい

くのか，今後も継続して調査していきたい。
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