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タイ-日本国際交流プログラム及び 

タイの ICAE-7 に参加して 
 

小船達朗 （神奈川工科大学大学院） 

 

 

 

1． はじめに 

自動車技術会 関東支部が 2010 年度からスタートした国際交

流プログラムに参加しました。 

関東支部主催の学術研究講演会（ ICATYE： International 

Conference of Automotive Technology for Young Engineers）でタイ

の学生 4 名が発表を行い、日本からは私と東京大学大学院の宇

佐 美 雅 貴 さ ん 2 名 が タ イ に 渡 り ICAE-7(7th International 

Conference on Automotive Engineering)に参加しました。 

大まかなスケジュールは以下のとおりです。 
 

3 月 25 日 タイ着 

ウェルカムパーティー 

3 月 26 日 タイ学生によるアユタヤ案内 

3 月 27 日 タイ学生によるバンコク市内案内 

ワットポー、王宮、マーケットなど 

3 月 28 日 ICAE 開会式 

昼食会 

モーターショー見学 

TSAE プレジデントと食事 

3 月 29 日 ICAE Technical Session 

モーターショー見学 

泰日工業大学の先生方と食事 

3 月 30 日 タイ学生によるバンコク市内案内 

サイアムエリアなど 

3 月 31 日 タイ学生によるバンコク市内案内 

Churalongkorn University など 

 

2．ICAE とは 

ICAE とは TSAE(Society of Automotive Engineers, Thailand)が

開催する国際会議です。本年度はバンコク国際モーターショーの

行われている会場と同じバンコク近郊にある国際展示場 Impactで

開催されました。全 4 日間開催され Technical Session では 35 講

演が行われました。慶応大学で行われた ICATYE に参加したタイ

の学生４名も発表を行いました。スケジュールは Fig.1 に示しま

す。 
 

3．ICAE での発表を経験して 

私は「Research on steering reactive toque control using 
driving simulator」と題して発表を行いました(Fig.2 上図）。

宇佐美さんは学生チームとしてラリーモンテカルロに参加さ

れた経験、得られた教育的効果について発表されました(Fig.2 
下図)。私が行っている研究は世界でも十分通用するものだと

改めて感じ自信になりました。海外で行われる会議に参加す

ることが始めてのことでしたので大変貴重な経験になりまし

た。自らの語学力の乏しさを再認識いたしました。英語の発

表資料の準備は日本語の何倍も時間を費やしました。今回の

経験でやはりグローバルに活躍するためには語学力が必要だ

と強く感じました。 

Fig.1 ICAE-7 スケジュール 

 
 
 

 



 

2 

 

 
Fig.2 発表の様子 

4. バンコク国際モーターショー見学 

バンコクモーターショーは前回の日本のモーターショーに

匹敵する規模で BMW やメルセデスから日本の自動車メーカ

ー、アジアのメーカーなど世界中の自動車・バイクメーカー

が参加しており連日大盛況でした。日本のモーターショーと

大きく違う点は Fig.3 右図のようにステージ裏には商談をす

るスペースが設けられており、前年実績を 23％上回る 3 万

4243 台が販売されたそうです。 
日本では商用車のイメージが強い ISUZU ですがタイでは

ピックアップトラックや SUV などを販売し若者に大変人気

のあるブランドでした(Fig.4)。ピックアップトラックのワン

メイクレースも行われています。 
日本では見かけない中国のメーカーや、日本未発売の日本

メーカーのタイ戦略車など興味深い展示が多数ありました

(Fig.5)。 
このように昨今日本では若者の自動車離れが叫ばれる中ま

だまだ自動車が大変必要とされる環境は日本（特に首都圏で

は車なしで生活可能）ではなかなか体験できないことなので

カルチャーショックと自動車にかかわる研究の社会貢献可能

性を感じました。 
5. タイの自動車を取り巻く環境 

タイでは日本車が主に使用されていました。タイの人々の

日本車に対する信頼を感じました。公共交通機関があまり発

展しておらず自動車（タクシー等含む）が主な交通手段にな

っている。そのためバンコク市街では連日大渋滞が発生して

いました。バイク（スクーター）を利用する人も多数いまし

た(Fig.6)。 
タイではエアロパーツやホイール、エキゾースト等をアフ

ターマーケットのものに交換している車両が日本に比べ多い

印象でした。 
タイのガソリン価格は日本より少し安い程度（当時約 120

円）でタイの物価（タクシー初乗り 150 円）から考えると非

常に高価です。天然ガス CNG（compressed natural gas）は

ガソリンに比べ安価なので各自動車メーカーから CNG 車も

市販されていました。また、ガソリンエンジンから CNG へコ

ンバージョンするキットも販売されていました。CNG コンバ

ージョンに関する研究も ICAE で講演されていました。 
庶民の足そして観光客向けとして活躍しているトゥクトゥ

クを多数見かけました(Fig.7)。実際に乗ってみると非常にエ

キサイティングな乗り物でした。2 ストロークエンジンを使用

している車両もあり非常に速かったです。 
自動車中古部品マーケットも見学しました(Fig.8)。インタ

ビュー等行っていないので詳細は不明ですが、主に日本製の

ありとあらゆる自動車部品（エンジンミッション、ショック

アブソーバー、外装、ブレーキマスター、燃料タンク、ラッ

ク＆ピニオン、ステアリングホイール）が取り扱われていま

した。 
現地の方の話では維持費の高価なメルセデスのエンジンを

維持費の安い日本製のエンジンに載せかえることもあるそう

です。 
ボートに乗船した際に見かけた ISUZU 製のエンジンはこ

ういった中古マーケットで容易に入手することができるのだ

と推察します。 
世界の国ごとに自動車の使用される環境、使用される方法

等全く違うと感じました。このような経験は設計や開発をす

る際に重要であると感じました。 

 
Fig.3  バンコク国際モーターショーの様子 

 
Fig.4 バンコクモーターショーISUZU ブース 



 

3 

 
Fig.5  中国のメーカーのバンとMAZDA2 

 

Fig.6  バンコク名物渋滞とソイバイク(バイクタクシー) 

 
Fig.7 トゥクトゥク 

 
Fig.8 自動車中古部品マーケット 

 
Fig.9 ボートに積まれた ISUZU エンジン 

 

6. タイの学生と過ごした一週間 
タイの学生と共に過ごす時間が長かった点が非常に特徴的

で効果的だったと感じました。 
具体的には空港からホテルまでの案内や観光地での案内、

会場と宿泊場所の送迎等の面倒を見ていただき、毎日彼らと

行動をともにしました(Fig.10～13)。その中でタイの歴史や文

化を教えてもらったり、自分たちの研究のことや自動車の未

来、自分たちの将来の夢を語り合いました。日本でもそのよ

うな仲間と呼べるような存在はそうは簡単には作ることはで

きません。言葉の壁はもちろんありましたが、コミュニケー

ションの本質は語学力ではなく、人間的な魅力、互いに尊敬

し興味を持つことだと感じました。彼らのハングリー精神に

も影響を受けました。タイから見た日本観、日本人観は普段

日本にいる時には気づくことの出来ないものですので貴重な

意見でした。日本からのODA など国際協力（今回のプロジェ

クトも）に非常に感謝されました。こういった活動が東日本

大震災への支援や日本の商品及び企業への尊敬、親近感を生

んでいるのだと感じました。 

 

Fig.10 タイの学生との交流 

 
Fig.11 チュラロンコン大学工学部 

 
Fig.12 泰日工業大学の先生方との記念写真 
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Fig.13 タイの学生との記念写真 
 

7. 東日本大震災への募金活動など 

 私が日本から来たと言うと皆さん励ましの言葉を掛けてください

ました。また、街中いたるところに募金箱が設置され募金活動が

行われていました。（Fig.14,Fig15） 

泰日工業大学は「がんばれ日本」と印刷された T シャツを製作

され数百万円を募金していただいたそうです。 

チュラロンコン大学のスクールバスでは『ガンバッテネ スー・ト

ー・パイ』という曲が津波の映像とともに繰り返し放送されていまし

た。 

タイの人々は親日家だとよく言われておりますが、私の想像以

上でした。 

 

Fig.14 東日本大震災への募金箱 

 

Fig. 15 モーターショーで見かけたレースカー 
 

8. まとめ 

国内にいては気づくことが出来ないことが多数あります。情報

は簡単に入手できる世の中ですが実際に経験すること空気を感

じることは有意義な事だと感じました。今回の経験から他のアジア

の国々や世界にますます興味を持ちました。今後もさまざまな技

術、文化、人々とふれあい知見を増やしていきたいと思います。 
 

9. 謝辞 

このような機会を与えてくださった、加藤様はじめ自動車

技術会関東支部の方々、TSAE の方々、関係者の皆様にこの

場を借りて感謝します。この経験を生かして日本、世界の自

動車技術を高め、世界中の人々の生活を豊かに出来ればと考

えております。参加者として今後もこのような交流が行われ

ることを強く願います。 
参考 

http://www.newsclip.be/news/2011407_030523.html:new
sclip.be 
 

 
 


