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タイってどんな国！
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タイ国

バンコク

国土 日本の1.4倍 人口 約半分
立憲君主制、タイ族75%、華人14%、

ﾏﾚｰ族､ｸﾒｰﾙ族､ｶﾚﾝ族、ミャオ族、
モン族、ヤオ族、リズ族、アカ族など
11% 宗教 95%仏教、イスラム教
3.8%、キリスト教0.5% タイ語

物価：ほぼ３分の１、1人あたり
GDP：３､９２３ドル､失業率 1.4%､
在留邦人 45､000人、徴兵2年、兵
力30万人、柔軟な全方位外交、農
業就業者は40%だが､GDPは14%、
製造業就業者は、15%だが、GDP

は35%で輸出額の85%を占める。

女性が働ける環境が整っている。屋台文化と母系社会が基本。 出家すると社会人とし
の基本的権利は無くなり、環俗すると復帰する。 仏教を国王が推奨・保護している。



カセサート大学とＫＡＰＩについて
（ａｂｏｕｔ Ｋａｓｅｔｓａｒｔ Ｕｎｉｖ．&ＫＡＰＩ）
• ﾊﾞﾝｺｸの北に位置し、創立1917年の総合大学である。4つのキャンパスと26学部
を擁し、ﾊﾞﾝｺｸキャンパスには16学部がある。

• 私の所属するＫＡＰＩは、35名の職員で構成されるが、学生、アルバイトを含めて
常時65名程度が勤務している。

• 有機繊維の活用（長繊維は、繊維としての長所をブレンド技術で引き出し、酵素
を利用してナノセルロース化する研究も実施）、有機素材から抽出したエッセンシ
ャルオイルを化粧品等に応用する技術開発を行っている。

• 又近赤外線（Ｎ－ＩＲ）を利用した、非接触分析の応用研究も実施している
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テーマについて

１
１： Ｄｒ．Ｓｕｔｅｅｒａ

2： Ｍｒ．Ｃｈａｉｙａｐｏｒｎ

２

３

３： Ｍｒ．Ｗｕｔｔｉｎａｎｔ
Ｃｏｒｄｉｎａｔｏｒ

コーデイネーター
Ｃｏｒｄｉｎａｔｏｒ

Ｍｓ．Ｗａｒｕｎｅｅ

１．台湾より輸入されている果実袋の自製化（Ｄｒ．Suterra)

２．有機廃棄繊維とオフィス古紙からなる原紙に活性炭を坦持させ、輸出果物
の鮮度保持包装技術の確立（Ｍｒ．Ｃｈａｉｙａｐｏｒｎ）
３．非木材繊維の熱を使用しないで、繊維化する研究(コールドプロセス） Ｍｒ．
Ｗｕｔｔｉｎａｎｔ 4



非木材繊維の熱を使用しないで、繊維化する研究
(コールドプロセス） Ｍｒ．Ｗｕｔｔｉｎａｎｔ

• 目的 ： 省エネルギー 対象 ： 楮

• 手段 ： 薬品を効率よく使用する。

• 結果 ： 大学での実験室スケールでは、漬
物容器を用いて、熱を使用しないでの繊維を
得ることは可能と思われる。繊維収率、品質
はほぼ同等に結果を得られる。しかし実際の
農民への適用は、燃料が外部コストになり、
薬品コスト増の負担､及び新しい漬物容器の
設備投資が必要となるので、コスト的には合
わない。今後の薬品費の低減が待たれる。
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タイ農民の楮紙作成手順

原料貯蔵庫

事前水浸漬

ゴミ取
り

薬品で繊維を煮る

漂泊後パルプ

仕上げのゴミ取り

叩解をする

手漉きをする

天日乾燥をする 6



Ｊａｐａｎｅｓｅ ｓｔｙｌｅ ｍａｋｉｎｇ ｐａｐｅｒ

蒸気による蒸し

皮をはぎとる

原料の楮となる

薬品で煮る(熱が必要）

ゴミ取り

叩解工程

紙漉き

乾燥
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ＫＡＰＩでの実験方法(楮）

楮原料A ｸﾞﾚｰﾄﾞ150cm

一晩事前浸漬

薬品と一緒に煮る

一晩放置後

洗浄開始

過酸化水素による漂泊

漂泊後の楮パル
プ

叩解（繊維の分散）

紙漉き 8



世界で唯一非木材パルプ(アバカ：マニラ麻)をパ
ルプ化している装置の特許図面
ガラガラポン方式 フィリッピンにて稼働中

どの様な実験を実施すればいいのか？

6連式の反応釜 ⇒ ビニール袋 ⇒ 漬物法(5リットル）

液比維持できず不可 実用性に欠ける この方式に決定
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5リットルの漬物容器

16リットルのステンレス容器を
作成(JICA費用）

中規模実験を２０１０．10月からスタートさせる。
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中規模実験のフロー T-17

事前浸漬 漬物容器 脱水楮の投入

反応終了 ホーランダービーター処理

タイの紙漉き 自然乾燥 完成

洗浄
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楮の、漬物容器を用いた繊維化の結論

事前処理 楮を大量の水に浸し、出来るだけ汚れ、色を水に移行させておく

目安は、15kg/２０ｌの数日間(2-3日)毎日水を入れ替える。 電気伝導で､
500μ m程度が良い

反応処理
楮の大きさは、原寸（１５０ｃｍ）程度にした場合、液比１：３、苛性ソーダー濃
度40%、過酸化水素 4%、を、漬物容器に入れて、4日間処理する

(1日で漂泊は終了する）。

離解処理 ホーランダービーターを30分使用する。これで概ねほぐれればよい。

農民への応
用

当初、設備を新設せず、重し方式の検討も実施したが、液比が1：4以下にな
らず、苛性ソーダーが沢山必要になるので、実用的でない。

将来は？
ＫＡＰＩは、長い期間の浸漬で一応の結果(21日)が有るので、それによる薬品
軽減を考えるべきであろう。

欠点
繊維の嵩はへらせるが、その中の液を回流することが出来ない。そのイメー
ジから行くと、ガラガラポン方式も、候補に挙がる。

薬品(苛性ソーダー）の濃度を濃くする分がコスト負担になる。
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手漉きで出来た紙
T-25

白いテーブル上で撮影

バナナ

バナナ

稲藁

アバカ

パインアップル

パインアップル

稲藁

アバカ
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果実袋の代表例(日本の各メーカーのホームペイジより転載）

梨 新高梨 ブドウ

梨用果実袋 リンゴ用果実袋 14



結果 項目
1 原紙は、日本の処方の応用で出来そう。

2
塗布の部分は、テーブル実験の設備不十分
で塗布量を制御できない。

結論
テーブルテストでは、原紙は出来そうだが、
塗布量の制御が出来ず、これ以上の実験は
無理と判断される。

左図の様な、実験装置が無い
と塗布量の制御は難しい。今
後このプロジェクトに興味を示
す企業を探してゆく方向にな
る。 基礎情報は得られた。
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NO タイで行った事(主要事項）

1 日本の特許検索方法の伝授

カウンターパートに対して、日本の特許サイトの英語検索方法を明示し
て、そのマニュアルを作成配布した。(5名）

2
SVの依頼で、ノンタブリー市役所で日本の古紙回収と題して、日本語で
講演を1時間実施した。２０１０．６．９

3
SVの依頼で、ラチャモンコン工科大学の環境フェステｲバルで、日本の廃
棄物入門と古紙回収について講演を英語で実施した。 ２０１０．９．９

4
カウンターパート等については、日本からの見本取り寄せ其の解説を英
語で書いて配布・説明した。

対象 タウンﾀｰパート3名、プラス 別途依頼で1名

5
カウンターパートの研究目的について、日本の特許庁を利用しテーマ毎
に検索し、主要10特許について各々要旨を英訳して渡した。

6
カウンターパート及びその助手一名と、タイ語―英語―日本語の関係す
る技術用語集を1年かけてエクセルベースで作成した。
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良かった事

・ タイで仕事が出来た事、タイ人と一緒に働くとゆう意味が多少実感できた。

・ テレビがあっても、それがタイ語だけにしたので、読書の時間が出来た。

・ インターネットは、１００%使えるようにしたので、情報は総てネットから取った。

・ 日本から離れて、一人で生活したおかげで、日本を外から見る目が出来た。

・
インターネットは、色々な角度から発言している部分があり、物事の見る視点
が増えた。

・ バンコクでの各種セミナーに参加してから、色々な事を学ぶ機会を得た。

・ バンコクとゆう地の利を生かして、国内、国外へ移動し易かった。

・ バンコクにいて、SV委員会を通して色々な人と接する事が出来た。

悪かった事

・ ネットばかりに頼り過ぎて、考え無くなる傾向に気ずく。

・ あまりに恵まれた環境に置かれたので、少々楽（らく）しすぎる傾向があった。
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タイ国内旅行 (80日ﾊﾞﾝｺｸ日帰り含む)

タイのお祭り 象、蝋燭、水牛 15日
海遊び(おもに南部） 20日
山登り(ﾌﾟｰ･ｸﾗｯﾄﾞﾝ） 3日
ﾊﾞﾝｺｸとその周辺(ｸﾚｯﾄ島、他） 20日
遺跡(アユタヤ、ピーマイ、他） 12日
北部(ﾁｪﾝﾏｲ、その他） 10日

外国旅行 40日
１．エジプト 10日(同期ＳＶを訪ねて）
２．カンボジア ２回 7 日（アンコール

ワットと、同期ＳＶ，ＪＯＣＶ訪問）
３．ベトナム 7日(最高蜂ﾌｧﾝｼｰ・ﾊﾟﾝ山）
４． ラオス 5日 (ﾙｱﾝﾊﾞﾊﾟﾝとﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ）
５．マレーシア 4日(ペナン島満喫）
6.オーストラリア 7日（最高蜂とｴｱｰｽﾞﾛｯｸ）
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タイ在住の皆様にお世話に
なりました。

有難うございました。

風の爽やかなチャオプラヤ河です。
どんな季節に行っても、その風は気持
ちよく感じられます。
２０－４ ＳＶ

佐久間雅義 19


