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MEGA Tech was honored for having an opportunity to interview 
with Mr. Chirapan Oulapathorn, President of Sumipol Corporation 
Limited and the founder of Sumipol Institute of Manufacturing 
Technology (SIMTec). In this regard, Mr. Chirapan shared the 
strategic pillars upheld at SIMTec Institute. As a private technical 
learning academy, SIMTec was founded upon the collaborative 
efforts of the fourteen professional public and private establishments. 
In addition, SIMTec also received warm supports from twenty 
industrial machinery and equipment manufactures. These              
collective actions responded to growth and investment in the 
emerging Eastern Special Development (EEC) zoning, contributed 
to workforce skill development, and transformed Thailand into 
an Industry 4.0 economy at speed.
Mr. Chirapan recounted the early days at SIMTec, "The institute 

has opened since late 2019. At the time, we standardized the 
curriculums, and the student recruitments process was on,            
respectively. Just a few months later, the COVID-19 outbreak was 
onset. The situation has developed into a global pandemic crisis 
in late 2020. All classes suspended since the late second quarter 
of 2020. Specific ongoing collaborative programs continued with 
highly precautious conditions and limitations. For example, these 
were the government partnership training and the industrial 
workforce development programs. The latter were primarily 
employees in manufacturing sectors and the graduating students. 
Later on, we re-designed our training programs using combinatory 
learning logistics that delivered online and on-campus learning 
experiences. Its did not shut down to some extent since we         
managed to open specific programs. Apart from training   activities, 
the school also opened for visiting. It attracted an array of visitors 
from both private and public agencies. In the meantime, SIMTec 
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launched a major curriculum improvement initiative to align the 
training programs with the new normal according to the             
pandemic crisis developing and changes. Unfortunately, the 
COVID-19 crisis worsened due to its mutation resulting in rapid 
spreads, whereas the governmental administration failed to  
secure vaccinations during early 2021. Toward the end of 2021, 
the crisis slightly improved, and the ongoing collaborative        
programs were electronically conducted only. Perhaps, it is about 
time to resume our training services once for all. Therefore, we, 
the SIMTec team, have come together to streamline our training 
programs by employing the combinatory learning approach 
where learning experiences are primarily delivered online. To 
date, we have continued improving our curriculums and more 
than ever been ready to debut our three newly developed          
training program concentrations in 2022 onwards. While            
preserving our professional legacy and standards, 
1. Curriculum 1 has adapted to the COVID-19 pandemic 

crisis and technological changes. Still, machinery strategy,        
measuring innovation, and factory automation is at the                   
curriculum's heart.
2. Curriculum 2 results from academic collaboration among 

SIMTec and the selected public agencies to design specialized 
training programs concentrated on metrology and quality control 
systems. Mr. Nantawat Tanasarnsreniwanich, the program     
manager, delightedly recounted, "The recent training program 
was "Dimensional Measuring Instruments Operation and          
Maintenance," which heavily focused on the latest technologies 
and tools. The training programs were offered to vocational 
students nationwide, and participation was made through online 
registration. More than 2,100 students from 50 vocational college 
attended the event for three days. In addition, SIMTec handed 
out training achievement certificates upon completing the training 
assessments. The event was by far considered very successful.
 Mr. Chirapan also added, "individuals completing training 

program earn achievement certificates by submitting the feedback 
questionnaire to the event organizer, SIMTec. Analytical insights 
obtained from the feedback will utilize for training programs' 
quality and effectiveness in future events.
3. Curriculum 3 is specially and specifically designed by-and-

for SIMTec with an emphasis on intelligent manufacturing 
technology, reflecting SIMTec's technological roadmap and goal. 
Mr. Kiatisak Keshsathira, the Manager of the Service Engineering 
highlighted "This curriculum honestly answers to what the        
industrial entrepreneurs needs. With accumulating 33 years-and 
counting-of solid industrial manufacturing experience at Sumipol, 
we have mined industrial manufacturing expertise that offers 
solutions at work, particularly in machinery & equipment,       
measurement, and intelligent manufacturing.
 Moreover, our partnership with an array of technologically 

advanced diverse manufacturers from Japan has become a perfect 
complement to any emerging industrial challenges. By combining 
these three components with IoT and automation technologies, 
we are confident in delivering digital transformation solutions 
to our clients in every industrial sector. Mr. Pongphun Chaigul, 
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partnership development added technological perspectives,        
“The industrial domain experts in Japan have shared their             
advanced knowledge with our SIMTec engineering team, which 
collaborates with an extensive professional network of veterans 
from various industries and professors of practice affiliated with 
elite higher education institutes located in Thailand. With our 
human capital bank and access, we are empowered to incubate 
in-house mentoring trainers (the trainers who give training to 
trainers), providing necessary entrepreneurial and technical 
mentorship to local businesses. Now and then, this up-lift effort 
is thoughtfully contributed to Thailand’s ongoing Industry 4.0 
development.
 Mr. Chirapan went on that besides the three curriculums 

mentioned earlier, SIMTec also offers seasonal crafted training 
programs with sponsorships from public administration agencies. 
One of the programs was the "Digital Manufacturing Program," 
targeting (1) entrepreneurs and (2) academia.
(1.) Manufacturing system design and implementation introductory 

program sponsored by the Division of Innovation and Industrial 
Technology Development (DIITD) aimed at proactive entrepreneurial 
performances using reskilling and upskilling training approaches. 
(2.) The programs developed under the sponsorship from 

Digital Economy Promotion Agency (DEPA):
- Digital Manufacturing and IIoT programs at digital workforce 

readiness join the labor market.
- Literacy in Artificial Intelligence Technology aimed at digital 

workforce readiness in vocational education schools in ECC areas. 
The goal is to prepare vocational students in the EEC area to join 
the labor market.
 In the big picture, SIMTec services professional training with 

online and on-campus formats to the industrial manufacturing 
workforce and enthusiastic job seekers. Founded upon cooperation 
among governmental administrative agencies, universities, and 
educational institutions, notably the Thai-Nichi Institute of        
Technology (TNI), SIMTec has firmly continued co-developing 
curriculum and programs with the participating manufacturers 
to meet the industry's needs and expectations. In this regard, 
rigorous training assessment ensures the integrity and ability of 
the programs and the participants, so only those who met the 
80% requirement are qualified to earn the training achievement 
certificates endorsed by SIMTec.
Collaborative Programs with Japanese Agencies
Khun Chirapan continued, "SIMTec received sponsorship from 

the Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable 
Partnerships (AOTS) under the endorsement of Japan Ministry of 
Trade Economy (METI). The critical requirement was to address 
specific critical industrial manufacturing agendas in the programs. 
Low-cost automation programs, for instance, focused on investment 
and access to an automation system by introducing specific       
low-cost manufacturing processes. For another instance, Future 
inspection programs emphasized improving measurement process 
efficiency with a digital measurement approach instead of people.

หลักสูตรความรว่มมอืกับองค์กรญ่ีปุน่

ปณิธานอนัมุง่มัน่ของสุมพิลมาสู่ SIMTec 
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MEGA Techは、Sumipol Institute of         
Manufacturing Technology ‒ （以下「SIMTec」
と称する）を設立したSumipol Corporation Limited 
（スミポン）の社長、チラパン・ウンラパトーン様
に、インタビューをさせていただきました。チラパ
ン様は、SIMTecの戦略についてこうお話しました。               
SIMTecは、東部特別開発区（EEC）の成長にも、
新規投資にも支援して、既存、そして新しい事業者
の向上に迎えて、国の産業とインダストリー4.0の
発展に迅速に進行するため、14所の公的機関と民

間機関の協力による設立された民間テクノアカデミーで、20社ほどの工作機械・工具メー
カーからサポートしていただいてます。
チラパン様は、SIMTecは2019年末に開始した際には、標準研修コースを始め、さま

ざまなコースを追加し、研修生を募集しましたが、その何ヶ月後、新型コロナウイルスが
広まり、2020年まで激しく流行しました。その影響で、2020年の第2四半期に開催中の
コースを一時的に中止されることになりました。しかし、いくつかの活動は、部分的に行
われた。例えば、政府機関との協力においてさまざまな業界の働いている人、卒業して労
働年齢に入る学生たちのために、さまざまな制限に従って合同研修会を行うことができま
した。その上、ハイブリッドというカリキュラムに変更し、On-siteでもOnlineでも、研修
を行います。それは、全ての研修が中止されているわけではありません。また、勉強目的

These collaborative programs aim to recruit 3,000 fundamental and 800 
advanced training students annually. Each course has a duration of 1 to 5 days 
as appropriate. In addition, SIMTec Institute receives partial funding from         
external organizations that have cooperated with the long-term course. These funds 
are used to develop quality personnel. and prepare to work in the next order.”
From Customer satisfaction to social responsibility
Khun Chirapan went back to SIMTec's origin, "The idea on foundling SIMTec 

emerged at Sumipol. As a manager assigned to industrial manufacturing machinery 
distribution, which offered an extensive array of equipment and tools,  it was 
my responsibility to advocate and educate customers on products and their 
functions. Sumipol has always taken seriously human capital development. We 
have known for our outstanding training programs in industrial manufacturing, 
quality control, cost-effectiveness, and manufacturing optimization. Therefore, 
it was just about time that the decision to found SIMTec was made. The prime 
objective was to develop well-rounded professionals in response to the market 
and contribute to Thailand's social, economic, and technological development 
policies. 
Toward the end of the interview session, Khun Chirapan made her final  

remark, "nowadays, competition is fierce and intense and worsened by technology 
disruption. Nevertheless, we have always committed to sustainability and growth 
as a priority for consumer social responsibility, reflecting our missions and 
corporate identity. At Sumipol, we count not only machinery, training, and service 
but also people at the heart of our business so that you can always count on us."
Upon the interview sessions ended, Khun Chirapan kindly shared with us 

that "Sumipol has deployed short-termed and intermediate-termed business 
plans; we, however, have shifted our 2022 plans  to position ourselves as a 
"Technology-led Company."  This change led to our new slogan from "Tool Professional" 
to "Agile Technology," which reflects agility and the ability to adapt to technological 
changes like a tech company. Also, we plan to increase the technical engineering 
workforce and educate our staff to master their knowledge on the products the 
company carries. We are collectively and creatively thinking and acting as a 
team since Team Sumipol's DNA will always allow customers to thrive. 
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1.製造業の設計やシステム開発に関わる方向けの養成コースです。                    
Division of Innovation and Industrial Technology Development（DIITD）
と協力して作業者をUpskillとReskillする目的です。
2. デジタル経済庁(depa)と協力して編成されたコースです。
- 「Digital Manufacturing and IIoT Program」というコース目的は、

デジタル人材を育てるすることです。
-「人工知能技術（AI）の先取り準備」というコース目的は、EEC地域に

ある職業学生の労働市場に参入するための準備です。　
全体として、SIMTecは、無職あるいは、既に製造で職に就いていて、

学習意欲がある方々のために研修を開催しました。政府機関、大学、教育機関、
特に、泰日工業大学（TNI）との間で協力してOnsite と Onlineによって研
修を行います。製造業界のニーズに満たすために、協賛頂いた取引メーカー
と共同開発したコースもあります。そして、厳格な成績評価を設定し、試験
の合格基準は総得点の80％以上のみ受講証明書を発行しており、世間で知識
や能力を備えた人材であることが証明できるようになります。
日本の組織と協力したコース
チラパン様は、大事なポイントについてこのように述べていました。

「SIMTecは、日本の経済産業省（METI）の支援を通じて、日本政府機関の
「AOTS」The Association for Overseas Technical Cooperation and 
Sustainable Partnershipsよりご提供していただいた低コスト且つ、自動化
に取り入れやすい「Low Cost Automation」コース編成した他に、「Future 
Inspection」コースという人の代わりにDigital Measurementを使用するこ
とによって効率を高めるための計測プロセス、そして、自動化設計と測定器
の効率まで含まれています。
このプログラムは、基礎コースに年間3,000人、Advance Technology

のコースに、800人が参加されると期待しています。その上、それぞれのコースは、
適切に1～5日間で行われますが、質の高い人材を育成する目的でSIMTecは、
外部組織から融通して頂いた資金で長期コースも開発しております。
スミポンからSIMTecのコミットメントまで
工作機械・工具を
チラパン様は、SIMTecの始まりについて、次のように述べています。

生産プロセスに使用される産業用工作機械・工具を販売している代理店として
設立されたスミポンに製品の正しい使い方のアドバイスや、問題解決などの
役割は日常的に行っており、スミポンは、いつも人の能力を伸ばすことを大
事にして来ました。生産技術トレーニング、品質管理、コスト削減、生産効
率など、長い間、お客様へ提供し続けて来ました。それに従って、国にも利
益をもたらして産業界の人材に成長させるためにSIMTecを設立することに
なりました。」また、最後にチラパン様は、このようにおしゃいました。      
「現在のビジネス業界では、競争はますます激しくなり、急速に変化してい
ます。スミポンは、「技術組織」という会社としてのレベルを上げ、概念へ
の考えを変更するために、Tool ProfessionalからAgile Technologyへの新
しいスローガンを設定しました。それは、Tech Companyと同じように敏捷
性そして、テクノロジー機会による適応可能という意味です。技術の工学分
野の人材を増やす計画を持っています。人材から会社まで、使用情報や販売
している製品の理解に関して知識が伸ばせるように上達しています。最もお
世話になっている顧客への利益をもたらすために、チームワークの考えを作り、
同じ方針を持ちながら移動します。」

やSIMTecに興味がある方々のために、本施設を見学することがで
きます。政府機関や民間機関は、たくさん訪ねてきました。その
同時に、SIMTecは、新型コロナの激しい状況が良くなるさいに対
応できるように、新型コロナの流行に応じて、既存カリキュラム
を改善しながら新しいコースを作成します。しかし、残念ながら、
新型コロナが変異して、より速く流行しました。それに対して、
政府が手配したワクチンが予定通りに確保することができなかっ
たので、2021年の前半を通して激しく流行しました。2021年の
末に新型コロナ状況がよくなり、オンライン形式のみに限ります
が研修を行うことができました。近い将来、本格的に始める機会
が見えて来ましたので、SIMTecのチームは、研修のカリキュラム
を改善し、より多くオンライン研修を行うことになる計画を立て
ました。さまざまなコースは、改善し続けて、2022年から開始す
る予定です。研修のコースは、3グループに分かれています。
① 最初のコースは、。当初に編成されたMachining Strategy, 

Measuring Innovation そして、 Factory Automationの既存     
コースを、現在の技術のトレンドに合わせたコースに改善しました。
②2番目のコースは、SIMTecとさまざまな政府機関と協力し

て作成した、計測および品質管理システム向けの専門的な研修コ
ースです。プロジェクトマネージャーのナッタワット・タナサラ
セラニーワニット様は、「最近、高等専門学校を対象にした参加
者50校、2100人以上の学生達に、最新技術の測定器を用いた        
「寸法測定器の使用と保守」というテーマのオンライン研修を3日
間行いました。更に、ご参加頂いた方にはSIMTecが発行した受講
証明書もお渡しし、研修会が無事終了しました。」とおっしゃい
ました。その上、チラパン様は、「各の研修コースの効果を維持
しつつ、より高い基準の研修会にするため、受講証明書を取得で
きるかどうか、参加者ご本人によります。SIMTecが用意した評価
フォームがあり、参加者には本研修会のフィードバックをして頂
きます。最終的にSIMTecが評価の結果をまとめます。」と説明を
加えました。
③3番目のコースは、将来的なSIMTecの目標にして、Smart 

Manufacturingという生産システム向けてSIMTec独自に開発し
た特別なカリキュラムです。
サービス・エンジニアのマネージャー、キアテイサック・      

ケーサテイーン様は、「このコースは、産業者を対象としています。         
33年以上経験したスミポンから、製造業における私たちの専門知
識をもたらし、さまざまな現場の問題を解決できます。特に      
Machining Solution、Measurement Solution、そして Smart 
Manufacturing Solutionです。さらに、業界のニーズにも応える
ために、さまざまTechnology Partnerがあり、日本から最新技
術を提供してい頂いております。これらの3つのコンポーネントを、      
IoTと自動化を組み合わせて、あらゆる業種のお客様にデジタルト
ランスフォーメーションを通じたソリューションをご提供してい
ます。」と詳しく説明されました。
パートナーデベロップメントのマネージャー、ポンパン・チ

ャイヤクン様は、「SIMTecは、今後、タイのインダストリー4.0
推進に向けて、日本の専門家から共用して頂いた有用な知識を活
かすために、SIMTecのエンジニアチームとタイ製造業界に関わる
教師達とコラボして、マスタートレーナーを増やし、数多くの職
場の人間にそれらの知識やスキルを与えることができるでしょう。」
と追加でおっしゃいました。
チラパン様は、「その3つのコース以外、SIMTecには、さま

ざまな政府機関と連携して開発した、特別なコースもあります。
例えば、「Digital Manufacturing Program」というデジタルテ
クノロジー向けのカリキュラムです。そのコースは、企業向けか
アカデミア向けの2つの部分かれています。
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IoTと自動化を組組み合わせて、あらゆる業種のお客客様にデジタルト 役割は日常的に行っており、スミポンは、いつも人のの能力を伸ばすことを大

供提供術 供術術を して術術 供供提提術 提術術 頂頂 すり頂 まてお まいい お頂いい頂 す頂頂 お 。 ポれ。 ら 3 のの ンコこ つ ポポのの ンこ ら ポポーネントを、 設立されたスミ 品ミポンに製品品の正しい使い方のアドドバイスや、問題題解決などの
、 ざた ままめ さに eた Tままにめめた に ざざ echnology Partneerがあり、日本から最最新技 生産プロセスに使用用される産業用工作機機械・工具を販販売している代理理店として

Manufacturing Solutionです。さらにに、業界のニーズににも応える 様様 、チラ はは Sン TMIパパ は様ンパパ Mラ M 始始 りま に てe のc ま始 いつに いの始e 始 に 、次 述ようにのよ に述次の 述述次次 に述う 述 。すま 。て まいべ い すべべ
Machining Solutiion、Measurement Solution、そして Smart 工作機械・工具具を
識をもたらし、さまざまな現場場の問題題を解決できます。特に

外部組織織から融通通して頂いた資資金で長期期コースも開発しております。験年 経以 験経上経33 以 経年 験験験経以 験経験したスミポンンから、製造業における私たちの専専門知
間切 日適 に 51に 日適適切適 ～ 日間に適適 間 行行間 すれわ まで間 ま間 す間でで間 行 が間 行 が、質の高い人材を育成する目的でSIMTecは、ケーサテイーン様は、「こののコースは、産業者を対象としています。

サービス・エンジニアののマネージャー、キアテイサッック・ のコースに、800人が参加されると期待しています。その上、それぞれが参加されると期期待しています。その上、それぞれのコースは、
このプログラムは、基基礎コースに年間間3,000人、Advance Technologyた特別なカリキュラムです。
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きます。最終終的にSIMTecがが評価の結結果をまとめます。」と説明を に取り入れやすい「Loow Cost Automatioon」コース編成したた他に、「Future
Sustainable Partnershipsよりご提供していただだいた低コスト且つ、自動化自動化参、 加ォ あり 加がフ ム あ 参あ 参参がー 参がが 研修本者 修研はには者 はに加 研者 修修研修に 修会のフィードバックをして頂
「AOTS」The Associiation for Overseas Technical Cooperation andきるかどうか、参加加者ご本人によります。SIMTecが用意意した評価価

高、 基りよし 高よ いつつ 高 基い基高高 基基高 準 研修修研の 修研の準 修準準 修研準準 修準準 会 、するために たるに修 めす め 受た会会 受に 講講受 証講講講受講講証講証講講証講講証講 取明証 書 取を書証明書 取明書明 取明明書 取書 取得で 「SIMTecは、日本の経経済産業省省（METI）の支援を通じて、日本政府府機関の
チラパン様は、大事事なポイントについいてこのように述べべていました。、。 チ上そ ラたま 。し のた パパま のた パパラ 研様 各様 、 研はは のン 各は 研の様 各「 研ン様 各 果修 効効修 スのコ修修 の修 ー 効修 効修 果果効 維維持持を維維維持維維果果
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間行いました 参た。更に、ご参参加頂いた方にはSIMTecが発行行した受講講 や能力を備えたた人材であることが証明できるよようになります。
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修 行修 。行 すまを 。まい修修 い修 す修修 行行 界業界製造 の造 の造製製 界界造製 業 ニ造 界界 満満 すたたにズ たにニ すー 満 たた満にズ 満ズ 賛賛協、協協めにた に 賛賛め 賛め 賛賛賛協に 取頂頂 引取引頂 たたい頂い 取頂 取頂 取た頂 取 メーカーカー様様 、ットラ はワ はセ はニニ 様ッー ッ 様ニニラ 「最近、高等専門学校校を対象にした参参加
。す クプ。 ジでス ェロロす ジでー で ジジプ ジ ャネ タット ナ ワジマ のの ッッジ ーー ッジジジ ット・タナサラ 業特 泰、 大日泰泰に 工に 日特 泰泰泰日泰 業に ）学（TNI）との間でで協力してOnsite と OOnlineによって研

て作成した、計測測および品品質管理理システム向けの専専門的な研修コ 研修習学 意意意習習意意意習習習習学 意習習意 方欲欲 あるが 々のる意欲 ああが欲欲欲がが 修研た をめにた に 修修研めの 修め 修た 研修に 催催開開開 たましし催 ま催開催 た開開催開開 機府 関機政府政府。 関府。た 府政 機機機関関関 機機育教、学、 関大 教育教育機機機学 育関 関、
②2番目のコースはは、SIMTecとさまざまなな政府機関関と協力し 体体 、、全 はし はて ecSと TMMI は 無e全 M 無職あるいは、既に製製造で職職に就いていて、

現 技在 技、 術術在をス のコ 現 の技現ー 現 術現 術のトレンドに合合わせたコースに改善しまました。 ある職業学生の労働市場に参入するためのの準備です。
Measuring Innovaation そして、 Factory Automationの既既存 -「人工知能技術術（AI）の先取り準準備」といううコース目的は、EEC地域に
① 最初のコースはは、。当初に編編成されたMachining Strategy, デジタル人材を育てるすることです。

- 「Digital Manufacturing and IIoT Program」というコース目的は、研修。定予 す 研る 。でる 研修すで 修で 研定 修修のコースは、3グループプに分かれています。
2. デジタル経済庁(depa)と 編編協協協 成編力 さし 編て編編編編協 編成編 れたコースです。ました。さまざまなコースは、改善し続続けて、2022年から開開始開始す

p業作協 作 者協協力 をして U sと 者 p者協 業 killとReskillする目的です。多改善 、 くり オよ ラを し ン善 よ改改善 多 ンラ 研修 行修 行研イ をン 修修研修修研ン 修 行う行 計計う なるにと る計なこ にな 計計なこ に 計計画を立て
Division of Innoovation and Industrial Technologgy Development（DIITD）が見えて来ましたのので、SIMTecのチームは、研修のカリキュララム
1.製造業の設設計やシステム開開発に関わる方向けの養成コースです。研修 行修 行研が を修修研修が 修研修 行がが 行 。う き たまが しで たとこ まがでで たこ がう が 格将来 本、将近。 い将近い 来将将将 格近 将 格 始的 始的 るめに る格 始に的 め的 始め始的に 機会機機機機会会

新末 新 状状型 ナに ロコに ロ型型新 状新に 型新 状況がよくなり、オンライン形式のみにに限ります
たので、2021年の前前半を通して激激しく流行しました。2021年の
政府が手配したたワクチンが予定通りに確保することができなかっ
新型コロナが変変異して、より速速く流行しましたた。それに対して、
を改善しながら新新しいコースを作成します。。しかし、残念ながら、

新、応応 ようきる にで るよ応 に応でで応 にう 新 流流型 流ナのロコ のロ型 流流型新新型 流新 流行に応じて、既既存カリキュラム
同時に、SIMTecは、新型コロナの激激しい状況が良が良くなるさいに対対
きます。政府機関関や民間機機関は、たくさん機関は た 訪ねてきました。その
やSIMTecに興味味がある方々のためが に、本施設を見見学することがでが
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