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▲

要　 旨　

１．タイでは、�970年代から90年代初頭にかけて民政移管とクーデターによる軍政化が繰り返された後、民政
化が前進し、200�年に強固な基盤を持つタクシン政権が誕生した。しかし、2006年にタクシン氏が失脚し
た後は、再び政治混乱の時代を迎えている。

２．200�年に成立したタクシン政権は、低所得の農村への支援策によって大票田の支持を固めることで、強力
なリーダーシップを発揮した。これに対し、既得権益を突き崩された都市エリート層の不満が募り、農村
を基盤とするタクシン派と、都市を基盤とする反タクシン派の対立が深刻化した。

３．タクシン政権の経済政策の特徴は、農村支援による所得格差是正を通じた内需振興と、国際競争力向上に
よる外需開拓を両輪とする「デュアルトラックポリシー」の成長戦略にあった。競争力向上については、
強力なリーダーシップで自由貿易協定（FTA）締結と外資誘致を推進し、輸出と投資を中心に成長率を
押し上げることに成功した。一方、所得格差是正の効果があったとは評価し難く、むしろポピュリズム的
な農村政策が現在まで定着するきっかけを作った。その後はインラック政権に至るまで、政治混乱で有効
な成長戦略が実行されず、経済が停滞する一方、人気取りのポピュリズム政策が横行した。

４．こうした経緯から、タイでは所得格差の問題がいぜん残されており、政治混乱の繰り返しが懸念される。
一方、政策面では急速に進む少子高齢化への対応が遅れており、20�8年から生産年齢人口の減少が予想さ
れる中、早期に成長戦略を打ち出さなければ中長期的な成長率の低下が危惧される。

５．少子高齢化と所得格差に直面するタイには、新たな成長戦略と、社会政策の実行が求められている。しか
し、求められる具体的な改革課題のそれぞれについて早期の取り組みは期待できず、これを基に2020年ま
でのタイ経済を中期展望すると、少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口減少の影響を免れることができず、
タイの趨勢的な成長率は現状の年率＋3％強から2020年には＋2％台にまで鈍化すると予想される。所得格
差については、今までになかった所得再分配政策の導入が予定されていることから、一定の改善は期待さ
れる。しかし、根本的な解決には至らないと予想される。農村と都市の対立の火種は残るため、政権の基
盤は安定せず、改革のスピードアップは期待しにくい。

６．2020年よりさらに先を展望すると、ようやく改革が実を結び産業高度化が進展するポテンシャルはある。
一方で、低廉な労働力を有するミャンマーやラオス、カンボジアといったインドシナ半島の周辺国も立ち
上がってくるだろう。これらの条件が整えば、タイが周辺国との補完性を生かして国際分業体制を構築し、
タイ・プラスワンの経済連携に活路を開く可能性が出てくると言えよう。
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１．はじめに

タイでは、2006年に軍のクーデターでタクシン政
権が倒れて以降、政治的に不安定な状況が続き、
20�4年5月にもタクシン氏の実妹のインラック政権
がクーデターで崩壊した。このような政治状況の背
景には、タクシン政権下で政治的に台頭した農民・
貧困層と、既得権益を突き崩された都市部エリート
層の間の対立の先鋭化がある。

タイ経済の現況に目を転じると、�970年代初頭に
政府が進めた人口抑制策（国家人口政策）の影響に
より少子高齢化が急速に進展しており、経済の活力
が低下している。20�8年からは、生産年齢人口（�5〜
64歳）が減少する局面を迎えるため、それに備え、
成長戦略がいち早く確立されるべきところ、政治混
乱により貴重な時間が浪費された。

政治混乱の影響で、経済成長を促進する有効な政
策は打たれなかった。逆に、歴代政権によって人気
取りのポピュリズム政策が行われ、経済競争力の低
下を招く結果となった。

今後、タイは少子高齢化の進展と生産年齢人口の
減少に対応した新たな成長戦略に取り組み、安定的
に成長を続けることができるだろうか。あるいは、
所得格差に根差した社会対立が解消されず、政治混
乱は深まって、それどころではないのだろうか。

このような問題意識から、本稿ではタイ経済の中
期展望を行う。第2節では、タイ憲政史上稀にみる
強固な基盤を持ったタクシン政権が誕生するに至っ
た経緯を振り返り、タクシン氏の失脚から現在に至
るまでの政治混乱について、低所得の農村を地盤と
するタクシン派と、豊かな都市を地盤とする反タク
シン派の対立を軸に整理し、今後の政治の展開を検
討する。第3節では、タクシン政権以降の経済政策
を振り返り、農村支援策は都市との格差を解消でき

なかったこと、成長戦略への取り組みは不十分に終
わったことを分析する。第4節では、これまでの不
十分な取り組みの結果、今後に対応を迫られている
問題として、農村と都市の所得格差と、少子高齢化
を論じる。第5節では、これらの問題に求められる
改革課題を整理した上で、その実現性を展望する。
これを踏まえて、タイ経済の中期的な姿を最後に予
測する。
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２．現在に至る政治情勢の整理と今後の
展望

⑴　タクシン政権の登場に至るまでの経緯

まず、軍上層部の強い政治志向を反映して、民政
移管とクーデターによる軍政化が繰り返されてきた
�970年代から、タイ憲政史上初めての強固な基盤を
持つ文民政権であるタクシン政権が成立するまでの
経緯を振り返る（図表1）。

タイでは、戦後しばらくは軍部による独裁政治が
敷かれたが、軍の長期政治支配への反発から、73年
に市民・学生を主体とする大規模デモが発生した。
これを契機にいったんは民政移行が果たされたが、
共産主義勢力の台頭を受け、市民・学生も穏健派と
急進派に分裂し、闘争が繰り広げられて社会不安が
高まった。この状況を見て、軍がクーデターを起こ

し、タイは軍政に回帰した。その後、80年から首相
を務めたプレーム陸軍司令官が、88年に首相指名を
辞退したことで、タイは文民政権に移行したものの、
9�年にスチンダー陸軍司令官がクーデターを起こ
し、軍が政権を奪取した。

民政化が前進するようになったのは、90年代に
入ってからのことだった。スチンダー軍事政権に対
する激しい民主化運動を受け、国王の調停で民政が
復帰したのである。

もっとも、90年代初頭の文民政権は不安定だった。
中選挙区制（�選挙区から3人選出）に起因して小党
が分立したからだ。また、内閣に対する不信任案の
提出が容易であったことも、政権の頻繁な交代をも
たらした。政党乱立の弊害を改め、軍の政治介入を
防ぐために、強い政党政治の確立が求められるよう
になっていった。

このような中で、タイ史上最も民主的と言われる

図表1：1973〜2005年の主な政治史

年月 政権の変遷
（主なイベント）

与党を構成
する政党数

第一党の議
席占有率

民政 1973年10月 10月14日事件 民主化を求める学生と警察が衝突し、軍政が崩壊

軍政
77年10月 クーデター クリアンサック国軍最高司令官によるクーデター

80年3月 プレーム 8年首相を務めたのち首相指名を辞退し、88年に文民政権へ移行

民政 88年8月 チャートチャーイ 政権基盤は安定せず、汚職が横行 6党 24.4%

軍政

91年2月 クーデター スチンダー陸軍司令官によるクーデター

3月 アナン 国内外の批判を抑えるため、文民である元外務次官のアナンが首相に就任

92年4月 スチンダー スチンダー自ら首相に就任

5月 5月流血事件 スチンダーの首相就任に反対する市民に軍が発砲し、多数の死傷者。国王の
調停のもと、スチンダーは退陣、反政府運動は中止

6月 アナン 総選挙までの暫定政権

民政

9月 チュワン 総選挙で民主党が第一党に躍進 5党 21.9%

95年7月 バンハーン チュワンが野党の汚職追及を逃れるため行った解散総選挙で政権交代 7党 23.5%

96年11月 チャワリット バンハーン内閣不信任案の提出を受け行われた解散総選挙で政権交代 7党 31.8%

97年10月 97年憲法発布 選挙制度を大幅に変更

11月 チュワン 辞任したチャワリットの後を引き継ぐ形で、選挙を経ずに第2次政権を樹立

2001年2月 タクシン 97年憲法に基づく初の総選挙で、タクシン率いるタイ愛国党が勝利 4党 49.6%

2005年3月 第2次タクシン タイ愛国党が単独過半数を獲得 1党 75.4%

（資料）アジア経済研究所「アジア動向年報」各年版、「東南アジアの比較政治学」、末廣（2009）より、みずほ総合研究所作成
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97年憲法が制定された（図表2）。主な改正点は、①
選挙制度を小選挙区比例代表並立制（�人区より選
出される議員400名、政党の得票数に応じて選出さ
れる議員�00名）に変更したこと、②国王による任
命制で軍人や官僚 OB が固定化した上院議員を、直
接選挙制に変更したこと、③閣僚と下院議員の兼任
を禁止し、首相の裁量で民間人登用を行えるように
したこと、④内閣不信任案の提出条件を厳格化した
こと、である。①は政党数を削減し、小党乱立を防
ぐことになった。②は軍や官僚による政治介入を遮
断し、国王・軍主導の政治から政党主導の文民統治
への移行をもたらした。③は首相が自らに近い人物
で内閣を固めることを可能とし、④は野党による内
閣不信任案提出のけん制を狙いとした。

⑵　タクシン政権の登場と崩壊

�997年憲法下で初めて行われた200�年の総選挙で
は、タクシン氏の率いるタイ愛国党が過半数近い
248議席を獲得し勝利した（前掲図表1）。97年憲法
による小選挙区制の導入は、大多数の支持を集める
政党の大勝を可能としたが、なぜタクシン派は支持

を集めることができたのだろうか。
第一の勝因は、豊富な資金力で選挙を戦ったこと

だ。タクシン氏は87年に警察を退職し、その後に興
した通信事業に成功して、豊富な資金源を誇った。

第二に、マニフェストで国民の関心を引き付ける
ことに成功した。タクシン氏は、農村支援や輸出産
業の振興など具体的な政策を掲げて選挙戦に臨ん
だ。政党がマニフェストを掲げるのは、タイの選挙
史上初めての試みだった。

タイ愛国党は選挙後、いくつかの政党と連立を組
み、500議席中339議席を占めるという強固な政権基
盤を築いた。過半数の賛成を必要とする法案可決が
容易となり、内閣不信任案提出（必要定数200に対
して野党�6�議席）の可能性も封じ込められた。

こうした状況下で、まず、タクシン氏は政治や軍
に対する自らの影響力を拡大するために強行に施策
を推し進めた。閣僚人事をみると、従来は連立を構
成する各政党に閣僚ポストを割り当てていたのに対
して、タクシン氏は、各政党の一部の閣僚候補を拒
否し、経験不足にもかかわらず、自らが創業した通
信会社の役員を務めたソムキット氏を財務相に、政

図表2：憲法の変遷
1991年憲法 1997年憲法 2007年憲法

制定の背景 クーデターで実権を掌握した軍が制定 軍の政治介入と小党分立を防ぐ目的 1997年憲法下で強大な権力を持つ政治
家、政党が誕生したことへの反省

制定目的 軍政の正当性を強化 ・強い政党政治の確立
・強い首相の擁立 政党・首相の弱体化

主
な
内
容

選
挙
・
政
治
制
度

下院 中選挙区制 小選挙区比例代表並立制 中選挙区制に戻す

上院 国王が任命。実質的には、軍、警察、官僚な
どの枠がほぼ固定化 任命制から直接選挙（小選挙区制）へ 議席の半数を任命制に戻す

首相 資格に関する規程なし 下院議員でなければならないと明記
（軍人や官僚の首相就任を排除） 任期導入（2期8年まで）

内閣 内閣不信任案の提出に必要な議席は全議
席の5分の1

・現役議員の閣僚就任禁止
・�内閣不信任案の提出に必要な議席を、
全議席の5分の1から5分の2に厳格化

内閣不信任案の提出に必要な議席を、5分
の1に戻す

独立機関 機能が形骸化した機関 憲法裁判所、選挙管理委員会などの機関
創設

憲法裁判所の権限を強化
（選挙違反を理由とした政党解体、公民権
剥奪を明記）

（資料）アジア経済研究所「東南アジアの比較政治学」、末廣（2009）、各種報道より、みずほ総合研究所作成
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界入り以来の盟友であるスダラット氏を厚労相に任
命するなど親しい人物を重用した。官僚改革は、省
庁を再編するとともに、官僚に成果主義を導入し、
予算割り当ての条件も厳しくした。軍に対しては、
軍事予算を圧縮するとともに、軍の人事に介入した。
具体的には、任期満了前に国軍司令官を解職し、自
らの親族を後継者に任命した。国営企業や警察など
の組織においても、自らに親しい人物を要職に就け、
権力基盤を強固にした。

こうした体制の下でタクシン氏が推進した経済政
策は、国民から高い人気を集めた。タクシン氏はデュ
アルトラックポリシー（第3節参照）を掲げ、まずは、
農村と都市の所得格差という根深い問題に着目し、
農村や低所得層を支援して政権への支持を固め、そ
の後は次第に産業振興や輸出支援など企業の支援を
拡充した。

2005年に行われた総選挙では、タイ愛国党が単独
過半数をおさえ、第2次タクシン政権が発足した。

しかし、タクシン政権の下で農民や低所得層が台
頭したことに対し、軍人や官僚、都市中間層などの
エリート層は不満を強めていた。その結果、タクシ
ン氏の親族による不正な株取引疑惑が明るみになっ
たことを契機に、反タクシン勢力によるタクシン氏
追い落としの動きが表面化した。反タクシン勢力は
反タクシン連合「民主主義のための人民連合」

（PAD）を結成し、デモを展開した。事態を打開す
るため、タクシン氏は解散総選挙に踏み切った。
2006年4月に行われた総選挙は、野党がボイコット
する中、タイ愛国党が圧勝したものの、憲法裁判所
が選挙無効の判決を下したことで白紙となった。そ
して、再選挙を模索する最中の同年9月、タクシン
氏が米国に外遊中に、ソンティ陸軍司令官率いる軍
がクーデターを起こし、タクシン派政権は崩壊した。

実権を掌握した軍は、新たな憲法（2007年憲法）

の制定に着手した（前掲図表2）。2007年憲法の目
的は、97年憲法により強大化した政党・首相の弱体
化にあった。主な改正点の第一は、小選挙区制を中
選挙区制に戻したことである。第二に、首相の任期
を導入した（最長2期8年）。タクシン氏は、少なく
とも20年はタクシン派政権が続くという趣旨の発言
を行っていたため、タクシン氏のような独裁的指導
者による政権長期化を防ぐ狙いがあった。第三に、
独立機関の権力を強化した。憲法裁判所は、選挙違
反を理由として、政党に解党命令を出す権限を得た。

⑶　タクシン氏失脚以降の政治混乱と2014年クー

デター

タクシン氏の失脚を契機に、タイの政治勢力は大
きく二分化した。地方の農民や都市貧困層を中心と
するタクシン系勢力（赤シャツ派）と、都市部の住
民・軍や官僚等のエリート層を中心とする反タクシ
ン系勢力（黄シャツ派）の対立である（図表3）。

以後、タイの政治は、有権者の多い農村を地盤と
して選挙に勝てるタクシン派と、選挙では勝てない
反タクシン派の攻防が続いている。攻防のパターン

（資料）みずほ総合研究所

図表3：対立の構図

反タクシン派
（黄シャツ派）

タクシン派
（赤シャツ派）

民主党
タイ矜持党
母なる大地党

平和を守る党 など

都市部住民、
実業家、官僚

（首都圏、南部など）

タイ貢献党
（旧タイ愛国党、旧国民の力党）

タイ開発国民党
国家貢献開発国民党

大衆党
新民主党 など

農村部住民、
低所得層

（北部、東北部など）

対立
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として、まずは大票田を押さえるタクシン派が選挙
に勝利して政権を樹立する。次に、選挙に不利な反
タクシン派が選挙以外の方法で政権を奪取する。こ
れに対し、再びタクシン派が選挙に持ち込むという
プロセスが繰り返されている（図表4）。

軍政後のプロセスを振り返ってみよう。民政復帰
のため、2007年憲法下で行われた同年�2月の選挙で、
タクシン派が勝利して、サマック政権が発足した�）。
中選挙区制に戻すなどの制度改革が行われたにもか
かわらず、反タクシン派が勝利できなかったのは、
タクシン政権による農村政策で恩恵を受けた農民・
低所得層が政治意識に目覚め、大票田として影響力
を行使するようになったからである。

こうした状況に対し、反タクシン派は司法を通じて、
タクシン派政権の崩壊を図った2）。2008年�2月、タク
シン派の与党3党に、票の買収などの選挙違反を理由
に、憲法裁判所による解党命令が下されたのである。

その後、タクシン派と連立を構成していた政党の
一部が反タクシン派に寝返り、選挙を経ない形で反

タクシン派のアピシット民主党政権が発足した。
しかし、選挙を経ないで成立したアピシット政権

に対して、タクシン派は不満をつのらせ大規模デモ
を展開した。2009年にはタイで予定されていた
ASEAN 首脳会議がタクシン派の反政府デモで中止
に追い込まれ、20�0年にはデモ隊と治安部隊の衝突
で死者が9�名に上る事態となった。

その後も選挙を求める声は強く、アピシット政権
は、任期満了前の20��年7月に解散総選挙に踏み切
らざるをえなくなった。その結果、タクシン派が勝
利してタクシン氏の実妹であるインラック氏が首相
に就任した。

インラック政権の下で、しばらくは政治安定が続い
たが、20�3年秋に再び政治混乱が生じた。きっかけ
となったのは、2006年のクーデター後に国外へ事実
上逃亡していたタクシン氏の帰国を可能とするため、
恩赦法案の成立を政府が画策したことである。反タ
クシン派は、恩赦法案の成立を阻止すべくデモを展
開し、このことがインラック政権倒閣の動きに拡大し

た。政治混乱を乗り切るため、
インラック氏は20�3年�2月に議
会を解散し、総選挙に打って出
た。しかし、20�4年2月に行わ
れた選挙では、反タクシン派の
デモ隊が投票所を閉鎖し、多く
の選挙区で投票ができない事態
となった。このため、3月に憲
法裁判所が選挙無効の判決を下
し、混乱に拍車がかかった。

20�4年5月、司法が再び政治
に介入した。介入の理由となっ
たのは、インラック政権による

	 �）	 タイ愛国党は、2007年、前年の解散総選挙における選挙違反を理由に解党されたが、新たに設立された国民の力党がタイ愛国党党
員の受け皿となりタクシン派を継承した。国民の力党が233議席を獲得する一方、民主党は�65議席にとどまった。

	 2）	 司法は、反タクシン派寄りと位置づけられる。憲法裁判所は、2007年5月、2008年�2月とタクシン派政党に解党命令を出した一方で、
20�0年�2月、反タクシン派の民主党による政府交付金の不正流用疑惑などを巡る裁判では、公訴手続きが違法だったとして内容を
審議せずに訴えを棄却し、民主党には解党命令を出さなかった。

（資料）国際投信投資顧問、各種報道より、みずほ総合研究所作成 

図表4：政治パターン

タクシン派政権
の成立

選挙によらず
タクシン派政権

崩壊

反タクシン派
政権の成立

総選挙の実施

2005年2月
タクシン政権
２期目

2006年9月
軍事クーデター

2006年10月
暫定政権
（軍政）

2007年12月
総選挙

2008年1月
タクシン派
サマック政権

2008年12月
憲法裁判所が
タクシン派政党に
解党命令

2008年12月
反タクシン派
アピシット政権

2011年7月
総選挙

2011年7月
タクシン派
インラック政権

2014年5月
憲法裁判所が首
相に失職命令
軍事クーデター

2014年9月
暫定政権
（軍政）

2016年頃？
総選挙

パターン
実際の動き
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政府高官人事である3）。憲法裁判所は、人事権濫用
があったとして、インラック氏と閣僚9名に対して
即時失職の判決を下した。

その後、暫定首相の下、再選挙を模索するタクシ
ン派政権と、選挙に反対する反タクシン派の対立が
続いた。両派によるデモの展開を受け、武力衝突へ
の懸念が高まる中、軍が同20日、戒厳令を発布し、
両派による協議の場を設けた。しかし、同22日、両
派の歩み寄りがみられないことを理由に、軍はクー
デター宣言を行い、タクシン派政権は崩壊した。

⑷　軍政の動向

軍は政権掌握後、民政移管へのロードマップを発
表し、これに沿って着々と政治改革を進めている（図
表5）。20�4年8月に国民会議、9月に暫定首相擁立4）

と内閣発足、�0月に国家改革評議会、��月に憲法起

草委員会が成立している。今後は、同委員会が2007
年憲法に代わる新しい憲法の起草に着手していくこ
とになる。そして、新憲法による新しい選挙制度の
下での総選挙を経て、20�5年中に民政移管が行われ
るというのがロードマップの示す政治日程である。

経済面では、政治混乱で滞っていた20�5年度予算
編成、大型投資案件の認可再開を軍は実施した。国
営企業の役員特権廃止といった改革の一方、政治混
乱で滞っていた農家への補助金支給なども行って、
タクシン派有権者への配慮も示している。今後につ
いても、軍政は、税制改革、インフラ整備、新投資
誘致政策などの経済政策を途切れなく進める方針を
示している。

⑸　今後の政治展望

軍政の高官発言5）によると、民政移管はロード
マップより遅れ、20�6年頃となる可能性が高い。そ
の後は、軍政の影響が強い次期新政権が出来ると想
定する。軍政は、王室を中心とする民主政治を支持
する保守的な立場であり、強力なタクシン派政権の
再来に対する警戒をあらわしているからだ。軍主導
の憲法改正や選挙制度改革は、反タクシン派に有利
なものになるとみられる。

しかし、次期新政権の政権基盤は脆弱だろう。今
後もタクシン派、反タクシン派の対立構図が続くとみ
られるためだ。選挙制度などを変更して軍部に近い
勢力が勝利しても、今後もタクシン派による大規模デ
モが発生するリスクが残る。そうした事態を回避す
るため、次期政権には、反タクシン派とタクシン派
双方に配慮した政策運営を余儀なくされ、リーダー
シップを発揮するのは容易でないことが予見される。

	 3）	 20��年、インラック政権は、国家安全保障会議のタウィン事務局長を更迭して首相府付顧問に異動させ、警察庁長官のウィチェー
ン氏を後任に、タクシン元首相の義兄プリュウバン氏を警察庁長官に昇格させる人事を行った。タウィン氏は、民主党政権時の
20�0年、タクシン派によるデモが発生した際、実務のトップとして治安維持にあたっており、報復的な意味合いと、インラック氏
の個人的な情実を反映させた人事権濫用と受け止められた。

	 4）	 クーデター主導者であるプラユット陸軍司令官が、国民会議の承認を経て首相に就任した。
	 5）	 �0月�5日、プラユット首相は、改革の進展次第で総選挙が20�6年にずれ込む可能性に言及。同�7日には、ウィサヌ副首相が、20�5

年9〜�0月に新憲法が公布され、総選挙は20�6年初めに実施されることになるだろうと発言した。

（資料）各種報道より、みずほ総合研究所作成

図表5：民政移管に向けたロードマップ
2014年

5月 プラユット陸軍司令官率いる
国家平和秩序評議会（NCPO）発足

暫定憲法施行
↓

国民会議設置
↓

暫定首相擁立・内閣発足
↓

国家改革評議会 創設
↓

憲法起草委員会 設置

7月

8月

9月

10月

11月
2015年

7月 新憲法公布
↓

10月頃 総選挙
↓

～年末 民政移管実施

↓

時
期
が
後
ず
れ

す
る
可
能
性
あ
り



9

みずほ総研論集　2014年Ⅲ号

3．タクシン政権以降の経済政策

本節では、タクシン政権からインラック政権の経
済政策の推移を概観し、タイの経済政策の変遷と現
在抱える課題について確認したい。

⑴　タクシノミクスの「功罪」

初めにタクシン政権時代の経済政策について概観
しよう。

タクシン氏が首相に就任する前までのタイでは、
経済成長を最優先することで貧困を含めたさまざま
な問題の解決を図ろうとする「トリクルダウン」の
発想の下、経済政策が実施されていた。すなわち、
都市部工業化を優先して経済発展の果実（所得）を
得た製造業やサービス業から、農村部など他のセク
ターにもその果実を浸透させるという方針である。
トリクルダウンの方針の下、タイ政府がバンコク周
辺部のインフラ整備を進めて外資導入・輸出振興策
を強化した結果、都市部や製造業・サービス業は発
展を遂げた。一方、農村部・貧困層向けの政策は不
十分で、成長による果実（所得）が社会全体に十分
に分配されたとは言えず、97年のアジア通貨危機で
経済成長率が急激に悪化したことも重なり、2000年
初頭のタイは新たな成長モデルを模索していた。

このような状況下、200�年の総選挙でタクシン氏
率いるタイ愛国党は、これまでのトリクルダウンの
方針の下で発展が後回しにされてきた農村開発や貧
困層支援による所得格差是正策を通じた内需振興を
経済政策の目玉として掲げたことで農村部・貧困層
の支持を獲得し、選挙で大勝した。タクシン政権は、
こうした内需活性化策に加え、タイ経済の競争力向
上による外需開拓策を両輪とした「デュアルトラッ
クポリシー」を掲げた。この方針の下、実施された
経済政策は「タクシノミクス」と呼ばれ、従来とは

異なる画期的な政策と評された6）。
タクシノミクスの最大の功績は、アジア通貨危機

で急落していた成長率を、民間投資および輸出主導
で大きく押し上げたことである。需要項目別の実質
GDP をみると、タクシン政権期では、まず民間投
資が大きく加速、それに伴って輸出が徐々に拡大し
たことが明らかである（図表6）。

民間投資、輸出が大きく増加した背景には、「デュ
アルトラックポリシー」の方針に基づいた外需開拓
策として特定産業の競争力強化を意図した外資系企
業の投資誘致策や、自由貿易協定（FTA）の積極
的締結が寄与したと推察される。グローバル化や中
国経済の台頭、ICT（情報通信技術）化の進展など
国際経済環境が急速に変動するなか、タイがその変
化に対応して成長を維持していくためには、タクシ
ン氏はタイ独自の強みを作り出すことが重要である
と考え、ピックアップトラックや食品加工など、タ
イが比較優位を有する見込みのある分野を戦略産業
に指定、競争力強化を図った。例えば、減税などに
よる外資系企業の投資誘致策が実施された。また、

	 6）	 例えば、経済産業省（2004）は、「これまでの欧米型の経済成長モデルや、日本、韓国等の東アジアにおける雁行型経済成長モデル
とは異なるアプローチを意識している」と評価している。

2000 02 04 06 08 10 12
（年）

（注）2002年基準の連鎖方式による実質化。
（資料）タイ国家経済社会開発委員会

図表6：需要項目別実質GDP
（2000年＝100）
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タクシン氏は自身の影響力が強く反映されるように
対外政策に関わる組織を再編することで、タイ－
オーストラリア FTA など二国間 FTA 締結を実現
させた。こうした二国間 FTA 締結は自動車などの
輸出拡大に寄与した7）。

一般に、タイのような途上国では、競争力強化策
としてインフラ整備が有効な施策として真っ先に挙
げられる。タクシン政権も、2005年の任期満了に伴
う総選挙により、議席数をさらに伸ばして政権基盤
をさらに盤石にした後、歳出規模の�.5倍にも及ぶ
大規模なインフラ投資計画「メガプロジェクト」を
打ち出した。しかし、2006年の軍事クーデターによ
り、計画は頓挫してしまった8）。

前掲図表6をみると、公共投資が他項目と比べて
拡大しておらず、タクシン政権下では公需による成
長率への寄与度は小さかったことがわかる。タクシ
ン氏は、200�年の総選挙時に公的債務残高を名目
GDP 比60％以下に抑制することを公約しており、
財政収支均衡予算を目指して、無駄な歳出削減と景
気拡大に伴う歳入強化に取り組んだ。実際、タクシ
ン政権下では2002年の景気後退期までは減税を優先

したこともあって財政赤字が拡大したものの、2003
年以降は景気拡大に伴って財政収支が黒字転化し
た。公的債務残高も返済前倒しと新規借入抑制に努
めた結果、減少傾向で推移した（図表7）。200�年
の総選挙時に農村開発・貧困層支援を全面に出した
ことで、タクシン政権ではばらまき色の強い経済政
策を実施したイメージが一般的には強い面もあろう
が、実際には公需によらず民需主導の成長を達成し
たことは評価されよう。

一方、タクシノミクスでは、タクシン政権初期に
農村開発や貧困層支援による所得格差是正策を打ち
出したものの、実際には都市部ビジネスに大きく恩
恵が渡り、所得格差は大きく是正されなかった可能
性がある。ジニ係数をみると、タクシン政権下では
おおむね横ばいで推移している（図表8）。

また、都市部、農村部それぞれのジニ係数をみる
と、農村部のジニ係数がタクシン政権下では上昇し
ており、農村部内ではむしろタクシン政権下で格差
が拡大した結果となっている。この背景には、タク
シン政権下では30バーツ医療制度9）や農民の多重債
務解消といった、いわゆるばらまき色が強いポピュ

	 7）	 特に、タイ－オーストラリア FTA では自動車輸出の効果が大きかった。また、タイ－インド FTA は一部品目のみの自由化にとど
まったものの、FTA 発効後の2005年に対インド貿易収支が赤字から黒字に転換した。

	 8）	 インフラ投資のうち、地方での公共事業については競争力強化というよりも、ばらまき色の強いポピュリズム政策として捉えられ
る場合もあるが、「メガプロジェクト」では地方の道路・鉄道網整備だけでなく、バンコク地下鉄拡張、バンコクとレムチャバン港
を結ぶ海運プロジェクトなども含まれており、競争力強化策に資するものと言えよう。

	 9）	 公務員健康保険などの対象外である農民や自営業者、零細商人などを対象として、毎回30バーツで公立病院での治療が受けられる制度。

2000 02 04 06 08 10 12
（年）

（資料）IMF

図表7：財政収支、政府債務残高（名目GDP比）
（％） （％）
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（資料）タイ国家経済社会開発委員会

図表8：ジニ係数
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リズム政策が実施される一方で、農村部にも競争原
理を導入することで生産性向上を図る政策も一部に
実施された。その結果、一部大規模農家の所得が向
上したことにより、農村部全体の格差はそれほど是
正されなかったことが考えられる。

ジニ係数だけで、タクシン政権の所得格差是正策
の評価を下すことは困難ではあるものの、少なくと
もタクシン政権が強くうたったほど格差が是正され
たとは言い難い。結局、タクシン政権下での農村部・
貧困層の所得格差是正策は、大票田の農村部での支
持拡充策として大きく貢献したものの、「デュアル
トラックポリシー」の両輪である外需開拓策ほどの
経済効果は生み出さなかったと言えよう。供給項目
別の実質 GDP をみても、鉱工業の伸びが顕著であ
る一方、農業は2002年以降、伸び悩んでいる（図表9）。

むしろ、タクシン政権下での所得格差是正策の実
施により、農村部・貧困層の支持を得るためのポピュ
リズム政策が定着する契機となったことは、タクシ
ノミクスの罪科であるとも言えよう。この点につい
ては、次節で詳しく言及する。

⑵　タクシン政権以降の経済政策

次に、2006年の軍事クーデターによるタクシン政
権崩壊後の経済政策を概観しよう。

タクシン政権が崩壊した背景には、タクシン氏あ
るいは一族の不正行為による蓄財、ポピュリズム政
策と評価された農村開発や貧困層支援策を積極化し
たことで、富裕層や官僚、知識層など既得権益者か
ら首相の強引な政治手法への反発があったことなど
が契機となったと推察される。

しかし、タクシン政権時に実施された農村部・貧
困層支援策は、実際にはその後の政権でもほぼ全て
継続されている（図表10）。

クーデター直後のスラユット軍事政権や、その後に
民政復帰したサマック氏、ソムチャイ氏のタクシン派
政権は期間が短かったため、こうした政策に大きな
変更がなかったことは不自然ではない。しかし、
2008年に発足した反タクシン派のアピシット民主党政
権下であっても、こうしたポピュリズム政策の大部
分が継続し、改革が進まなかった点は注目されよう。

アピシット政権下でもポピュリズム政策の見直しが
着手されなかった背景には、総選挙を経た上で誕生
した政権ではなかったためタクシン派の反政府デモ
が過激化したこと、民主党一党だけでは下院の過半
数を有していなかったことから、農村部・貧困層に

2000 02 04 06 08 10 12
（年）

（注）2002年基準の連鎖方式による実質化。
（資料）タイ国家経済社会開発委員会

図表9：供給項目別実質GDP
（2000年＝100）
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図表10：タクシン政権以降の農村部・貧困層支援策

タクシン政権 スラユット
政権

サマック、
ソムチャイ政権

アピシット
政権

インラック
政権

30バーツ
健康医療保険 ○ ○ ○ ○

OTOP（一村一品） ○ ○ ○ ○
人民銀行 ○ ○ ○ ○
農家負債返済猶予 × ○ ○ ○
村落基金 ○ ○ ○ ○
SML
（村落事業資金供与） ○ ○ ○ ○

ウア・アートン
低価格住宅 ○ ○ ○ ○

一郡一奨学金 ▲ ○ × ○

（注）○は継続または復活、▲は見直し、×は中止を表す。
（資料）重富（2010）、各種報道資料、ヒアリングより、みずほ総合研究所作成
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配慮する政策を打たざるを得なかったとみられる。
さらに、2008年のリーマン・ショックによる景気

後退により、大規模な景気刺激策が実施されたこと
で、財政収支は2009年に急激に悪化して2002年以来
の赤字となり、20�0年も赤字を続けた（前掲図表7）。

アピシット政権後に発足したタクシン派のタイ貢
献党・インラック政権も、20��年の総選挙時にコメ
担保融資制度などの大規模なばらまき策を公約して
勝利したため、そうした政策が選挙後に次々と実施
されたことで財政収支を悪化させた。この点は次節
で詳しく言及する。

他方で、タクシノミクスの功績であった競争力強
化策は、タクシン政権以降、有効な施策が実施され
たと評価することは困難である。スラユット軍事政
権やサマック、ソムチャイ政権といった短期間の政
権では、中長期的観点からの競争力強化策の進展は
みられず、その後のアピシット、インラック両政権
も、タクシン政権ほど目立った競争力強化策を実施
できなかったと言える。両政権とも競争力強化に全
く関心がなかったわけではなく、アピシット政権で
は「ストロング・タイ」と呼ばれるインフラ投資計
画、インラック政権ではメガプロジェクトに類似す
る大型インフラ整備計画や、タイ投資委員会による

「新投資戦略」といった競争力強化に資する構想は
あった。しかし、そうした政策は本格的な実施には
至らなかった。また、タクシン政権時の特徴であっ
た二国間 FTA についても、20��年のペルーとの間
でアーリーハーベスト（一部品目における早期関税
引き下げ措置）を発効したのみである。

こうした背景には、第2節で述べたように、タク
シン政権時の特徴であった首相の強いリーダーシッ
プが、2007年の憲法改正で弱体化されたことが挙げ
られよう。また、2007年�2月の民政移管以降、反政
府デモが頻発したことで政府が政局対応に追われる

ようになったこと、2008年のリーマン・ショックと
20��年の大洪水による景気急減速により、政府が早
急の対応を余儀なくされたことも、中長期的観点か
らの競争力強化策が停滞した一因として挙げられ
る。

以上みてきたタクシン政権以降の経済政策をまと
めると、外資誘致策や二国間 FTA といった競争力
強化策が、憲法改正による首相の権限低下や反政府
デモの頻発などにより停滞した。一方、農村部・貧
困層支援策は継続され、政権基盤強化に向けたばら
まき策として定着してしまった。ばらまき策に加え、
リーマン・ショック、大洪水と経済ショックが続いた
結果、短期的な景気刺激策を余儀なくされ、財政が
悪化して赤字体質になったことも大きな変化だろう。

⑶　インラック政権による負の遺産

最後に、20��年に発足したインラック政権の経済
政策を改めて概観し、それがタイ経済にもたらした
影響を考察しよう。

まず、インラック政権では、20��年の総選挙で公
約されたばらまきのポピュリズム政策が次々に実施
され、大洪水後の復興支援も重なった結果、20�2年
に財政赤字は大きく増加し、政府債務残高も拡大し
た（前掲図表7）�0）。なかでも、コメ担保融資制度は
特に財政負担が大きかったと言えよう。同制度は、
実質的には政府による農家からのコメ買い取り政策
であり、市場価格よりも高い価格で政府が農家から
コメを買い取った結果、コメ農家の収入は増加した
一方、財政支出が急増した。価格高騰により輸出も
減少して政府のコメ在庫が積み上がり、国庫に巨額
の損失が発生することとなった。

さらに、大洪水後の復興支援策やファーストカー
スキーム（�台目の自動車を購入する際に物品税を還
付する政策）により、個人消費が促進された一方で、

	�0）	 20�3年に財政赤字が縮小したことについては、コメ担保融資制度によるコメ買い取りが資金調達難から延期されたことや、政治混
乱で予算執行率が低下したことなど特殊要因が作用したとみられる。
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家計債務残高が急増した。ファーストカースキーム
終了後は、自動車需要の先食いによる反動減に加え、
家計債務の増加による利払い負担増も重なったこと
で、20�3年以降の個人消費は一転して弱含んだ。

さらに、全国一律300バーツへの最低賃金引き上
げにより人件費が高騰したことで、食品や宝飾品加
工業など労働集約的産業の競争力が低下して、輸出
が減少し、貿易収支が悪化した��）。単位労働コスト
が、インラック政権誕生以降の20��年に急激に上昇
する一方、リーマン・ショック期を除けば趨勢的に
増加していた工業品輸出が、20��年以降は伸び悩ん
でいる（図表11）。

今後、タイでは少子高齢化の進展により、労働コ
ストがますます上昇することが予想される。そのた
め、生産性向上に向けた改革が政治混乱などにより
停滞すれば、成長率の低下は避けられないだろう。

また、インラック政権のばらまき的政策が輸出競
争力の低下を招いて貿易収支を悪化させた結果、経
常収支が20�2年には2005年以来の赤字となり、財
政・経常収支の「双子の赤字」を抱えることになっ

た（図表12）。
他方で、前述したように、インラック政権下では

競争力強化に資するような政策については、本格実
施には至らなかった。「新投資戦略」による特定産
業の競争力強化の構想は打ち出されていたものの、
結局、インラック政権時には実行に至らなかった。
また、バンコクと地方都市を結ぶ高速鉄道網の整備
など2兆バーツにも及ぶ大型インフラ投資や洪水対
策を兼ねた灌漑設備整備計画も、構想はあったが実
行に移されなかった。更に、FTA など自由貿易協
定交渉についても、環太平洋経済連携協定（TPP）
交渉参加の検討を表明したことがあったが、正式に
交渉参加の意志を表明することはなく、他の国・地
域とも二国間 FTA の発効に至っていない。

こうした競争力強化策が実行されなかった背景と
して、①大洪水による景気減速や政治混乱や、コメ
担保融資制度を巡る汚職など不正行為疑惑への対応
に追われたこと、②20��年の総選挙時に低所得者層
支援策を公約として前面に押し出したことなどか
ら、ばらまき色の強い政策を改革よりも優先せざる

	��）	 その他に、IT（情報技術）市場の構造変化（パソコンからスマホ、タブレット PC への需要シフト）や自動車の主要輸出先であるイ
ンドネシアの生産能力増強に伴う輸入依存度の低下などにより、ハードディスク駆動装置（HDD）や自動車といった主力品の輸出
も伸び悩んでいる。詳細は稲垣・宮嶋（20�3、20�4	b）を参照。

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
（年）

（注）1. 単位労働コストは4期後方移動平均値。
　　2. 工業品輸出数量指数は季節調整値。
（資料）タイ中央銀行

図表11：単位労働コストと工業品輸出
（2001年=100） （2012年=100）
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（注）2005年は原油価格高騰による輸入増加を主因に経常収支赤字となった。
（資料）タイ中央銀行、タイ国家経済社会開発委員会

図表12：経常収支
（億米ドル） （対名目GDP比、％）
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を得なかったことなどがある。
以上のように、インラック政権では、タクシン政

権期を超えるばらまき要素の強いポピュリズム政策
が集中的に行われる一方で、タクシン政権期のよう
な競争力強化策は実施されなかったことで、タイの
成長力が大きく低下してしまったと言えよう。タク
シン政権期の200�年から2006年は平均＋5％を超え
る高成長を記録したが、インラック政権期の20��〜
�3年の成長率は平均＋3.2％まで落ち込んだ。20�4
年の成長率についても、みずほ総合研究所では＋�％
程度の低成長にとどまったと見込んでおり、前回の
軍事クーデターが起こった2006年の成長率（＋5.�％）
と比較して、かなり低い。政治混乱によるマインド
の冷え込みなどに加え、輸出競争力の低下など構造
的要因による下押しも重なって、タイの成長率は大
きく低下してしまったと言えよう。

4．残された経済問題

⑴　依然解消されない所得格差

タイにおける地域間の所得格差は、かねてから非
常に大きい。発展が目覚ましい首都バンコク周辺は、
下位先進国に迫るほどの所得の高さを誇るが、貧し
い農村部の所得水準は、極めて低い状況にある。

この問題に対し、タクシン以降の政権がばらまき
的な農村政策を行ってきたことは第3節で述べたと
おりである。

しかし、こうした農村政策の実施にもかかわらず、
格差は解消されずに残った。前掲図表8でジニ係数
を既にみたが、ここでは�人当たり名目 GDP を地
域別に比較すると、首都バンコク周辺や工業地帯の
東部に比して、地方を含む全国平均は半分以下に過
ぎない（図表13）。特に、タクシン派が基盤とする
北部や東北部は、極端な低水準にとどまっている。
ばらまきにより、農村部の消費は増えたかもしれな
いが、それに伴う農村部での生産活動の促進効果は

（資料）NESDB

図表13：地域別1人当たりGDP（2012年）
（バンコク周辺=100）
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限定的だったということであろう。
農村部への所得移転政策は、格差解消に関して成

果を上げなかったばかりか、以下のような弊害もも
たらした。

第一に、農業の体質強化を妨げ、産業構造の転換
を進ませなかった。農村からの労働力移動が滞り、
都市部の産業への労働供給が制約を受けた。20�0年
に全従業者の4割を切っていた農業従事者の比率は、
インラック政権がコメ担保融資を拡充してからは高
まり、20�3年には4割を超えた。

第二に、財政の悪化である。財政収支は2007年以
降赤字化し、大型の景気対策が打ち出された2009年
には財務赤字の GDP 比が約4％に達した。

農村部への所得移転では経済活性化が実現せず、
この結果、農民は引き続き所得移転に依存する傾向
を強めた。一方で、都市部住民やエリート層などは、
タクシン氏の汚職体質とともに、このような農村部
への巨額の所得移転に反発するようになった。

以上のような対立構図が定着し、長引く政治対立
の種がまかれてしまったということになる。

⑵　少子高齢化

タイでの少子高齢化が、アジア諸国の中では比較
的早期に始まることは、国連人口推計などにおいて
かねてから指摘されてきた。20�3年後半の反政府デ
モ発生以降、政治混乱による経済への悪影響が注目
されがちだが、少子高齢化問題の方が、長期的にタ
イ経済を下押しする大きな問題と言える。

しかし、これまでのところ、同問題への政府の対
応は、遅れ気味であったと言わざるをえない。以下、
少子高齢化がなぜ経済成長を阻害する要因となるの
か、確認していきたい。

少子高齢化を受け、タイの生産年齢（�5〜64歳）
人口増加率は既に急速に低下している（図表14）。

そして国連推計（中位）によると、20�8年には、こ
の増加率はついにマイナスに転じることとなる。生
産年齢人口減少は、遠い将来の出来事ではなく、も
はや数年後の話だ。また従属人口指数（非生産年齢
人口÷生産年齢人口）も、低下局面は20�8年に終わ
り、20�9年には上昇に転じる見通しである。同指数
の上昇は、生産年齢人口による非生産年齢人口を支
える負担が増し、経済成長に下押し圧力が加わるこ
とを意味する。

同じく少子高齢化に悩まされている現在の日本の
ように、タイ経済への下押し圧力は、今後ますます
強まっていくだろう。少子高齢化の具体的な弊害は、
以下の通りである。

第一に、労働力の供給不足が、経済成長の制約要
因となることだ。タイでは、かねてから労働力不足
が指摘され、漁業、建設業、食品、衣料、電子・電
気などの製造業、小売・卸売、サービス業など幅広
い産業から、人材の確保が難しいこと、それに伴っ
て賃金が上昇していることへの悲鳴が上がってい
た。生産年齢人口が減るということは、この問題が

2000 05 10 15 20 25
（年）

（注）従属人口指数＝非生産年齢人口÷生産年齢人口×100。
（資料）タイ国家統計局、国際連合

図表14：生産年齢人口と従属人口指数
（前年比、％） （％）
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今後ますます深刻化することを意味している。これ
がまさに、少子高齢化に伴う最大の弊害と言える。

第二に、生産年齢人口は個人消費の主力世代と
なっているため、需要面からも経済に下押し圧力が
かかることだ。自動車、バイク、食品・飲料、スポー
ツ用品など、多くの品目において、この世代は消費
のけん引役となっている。少子高齢化により、今後
は様々な国内市場が縮小圧力にさらされることにな
るだろう。この結果、内需の拡大に依存した経済成
長を続けることは、おそらく相当難しくなる。実際、
自動車需要の喚起を狙ったファーストカースキーム
は、単なる需要の先食いに終わってしまった。現在
不振に陥っている輸出の基盤を、再度強化していく
ことが必要となっている。

第三に、社会保障が膨らみ、財政を悪化させるこ
とだ。少子高齢化が進むということは、これまでの
ように家族に依存した高齢者扶養を続けることが難
しくなることを意味する。ところが現状、公務員や
民間企業従業員向けの年金制度は存在するが、農民
や自営業者向けの年金制度は存在しない。こうした
層向けに新たに年金制度を拡充させようとすれば、
莫大な財源が必要となるだろう。

5．改革の課題と実現性

⑴　新たな成長モデルと改革のグランドデザイン

少子高齢化と所得格差に直面するタイは、安定的
に成長を続けることはできるのだろうか。以下では、
安定成長に向けた政策モデルを整理し、その中での
具体的な改革課題の全体像を論じる。

具体的には、少子高齢化と生産年齢人口の減少に
対応した成長戦略の在り方を論じる。また、成長戦
略を推進するためには政治的安定を確保する必要が
あるが、政治・社会の不安定化につながっている所
得格差をいかに解消すべきかについても論じる。

まず、成長戦略として、当面は既に進行している
労働力不足による製造業の競争力低下に歯止めをか
けるため、労働力確保を図る必要がある。その上で、
生産年齢人口減少に伴う労働コスト上昇が今後も続
くことを念頭に置き、中期的施策として、産業高度
化による生産性向上を図る必要がある。また、
ASEAN の製造業ハブとしてのタイの競争力を高め
る観点から、FTA などの対外連携への取り組みの
再強化と周辺国との分業体制構築に向けた対外投資
の促進も必要である。

労働力の確保については、①外国人雇用の規制緩
和、②農業に固定化された労働力を解放する農政改
革がある。

生産性向上については、高度産業の投資誘致と、
これと表裏一体のこととして高度産業を担う人材育
成が挙げられる。

対外連携については、欧米との FTA に取り組み、
国外の巨大市場への連結を強化することが重要であ
る。また、ASEAN 経済共同体（AEC）の枠組み
を活用し、生産性の低い工程は人件費の低い周辺国
に移転し、タイは生産性の高い工程に特化して、垂
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直的な国際分業を行うタイ・プラスワン戦略を実現
することも期待される。また、これらグローバル化
の前提として、国外とのコネクティビティ（連結）を
強化する物流インフラも整備しなければならない。

次に、社会政策としては、所得再分配で格差拡大
を防ぐことが挙げられる。高齢者の年金改革も検討
すべきテーマである。加えて、低所得者の所得を引
き上げるためには、賃金の高い雇用を創出する観点
からも、先述の人材の育成が二重の意味で重要であ
る（図表15）。

以上の論点の中には、既に軍政が改革の方向性を
打ち出しているものが多い�2）。次項以降では、各論
点についてどこまで改革に踏み込めるのか、その実
現性を展望する。

なお、その際の前提条件として、改革を実行する
政権の枠組みに関し、第2節の見通しを用いる。す
なわち、軍政が20�6年まで続き、民政移管後は軍政
の影響が強い次期政権が成立するというものだ。し
かし、次期政権の基盤は脆弱で、タクシン派と反タ
クシン派の対立する構図は続くため、双方に配慮し
た慎重な政策運営を強いられると想定する。

⑵　成長戦略の行方

a．少子高齢化による労働力不足への対応

タイでは、漁業、建設業、食品、衣料、電子・電
気などの製造業や、小売・卸売、サービス業など幅広
い業種において労働力が不足している�3）。対応策と
して考えられるのは、外国人労働者の活用である�4）。

タイ労働省雇用局の発表によると、20�4年5月時
点で、タイにおける登録済みの外国人労働者数は
230万人にのぼり、ミャンマー（�70万人と最大）、カ
ンボジア、ラオスといった周辺国からの出稼ぎ労働
者が大半を占める。この他にも登録されていない不
法労働者が約200万人いるとされる�5）。これら外国
人のほとんどは、農業、漁業、建設、家事労働といっ
た業種で働いている。

少子高齢化による労働力不足を控え、産業界から
は、2008年外国人就労法の改正を求める声がある。
ミャンマー、ラオス、カンボジアからの非熟練労働
者については、同法で最長就労期間が4年と定めら
れていること、90日ごとの届出義務があることなど、
規制が厳しいからである。

歴代政権の外国人雇用政策を振り返ると、政府が
把握できない外国人労働者はタイ社会に悪影響を及
ぼすとの認識のもと、積極的に受け入れるというよ
りも、登録制による慎重な受け入れが図られてきた。
しかし、手続きの煩雑さなどから、外国人労働者の
多くは登録を完了しないまま、不法な立場で在留を
続けてきたのである。

軍政は、20�4年6月、不法就労者に対して一時就
労許可証を発行する暫定的な措置を取り、正規の労
働許可手続きを踏むよう促した。しかし、7月末以
降は、正規の手続きを行わなかった者や、不法就労
者を雇用する雇用者を罰するとしている。また、国
境付近の外国人労働者へのビザ発給にも着手した

	�2）	 20�4年�2月�5日時点。
	�3）	 タイ工業連盟のポンサー委員によると、製造業の労働力が3�万人不足している（クルンテープ・トゥラキット紙、20�4年�0月24日）。
	�4）	 チュラロンコン大学タナポン講師は、2030年に9�4万人の外国人非熟練労働者が必要との試算を出している。
	�5）	 City	News	Ciang	Mai、20�4年6月�9日。

図表15：改革の論点

成長戦略 社会政策

・外国人雇用規制緩和 ・所得再分配

・農政改革　 ・年金改革

・高度産業の投資誘致 ・（人材育成）

・人材育成

・FTAなど経済連携

・周辺国と国際分業

・インフラ整備

（資料）みずほ総合研究所
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が、これは国境の経済特区といった限られた地域に
おける労働者の雇用を想定したものである。このた
め、外国人労働者の活用が大きく進展することは見
込みがたい。

b．農業を効率化する農政改革

インラック前政権は、コメ担保融資制度（第2節
参照）を農業政策の軸に据え置いた�6）。コメ担保融
資制度は、財政悪化だけでなく、非効率な農業でも
確実に収入が得られたため、農村に労働力を滞留さ
せた。全従業者に農業従事者が占める割合は、20�0
年には4割を切っていたが、制度開始後の20��年以
降は4割を超える水準に高まった。

以下では、このような農業の問題に対して、軍政
がどのような農業政策を実施しているのか検討する

（図表16）。
まず、軍政は20�4年6月に、政治混乱の影響で農

家への支払いが滞っていたコメ担保融資制度の未納
金900億バーツの支給を行ったうえで、制度自体は
廃止すると表明した。しかし、実際には基準価格と

規模を変更する形でコメ担保融資制度が継続されて
いる�7）。また、価格下落で困窮する農家を救済する
として、稲作・ゴム農家に対して総額485億バーツ
の補助金も支給している�8）。また、農薬や肥料の価
格引き下げ、転作奨励の融資などを行っており、報
道によると48億バーツ拠出している。

以上を統合すると、現行の農業政策では約�,700
億バーツの支出となる。従来のコメ担保融資制度が
年間3,500億バーツの支出を伴ったため、支出削減
効果は約�,800億バーツ（20�3年の名目 GDP 比�.5％）
に相当し、財政負担の軽減が見込まれる。

今後の施策として、軍政が検討中の政策をみてみ
よう。土地を持たない小作農に対して、国有地を再
配分する計画を検討中との報道�9）もあり、これが実
現すれば農地に労働力を固定化し続けることにな
る。さらに、20�4年�0月に行った現地ヒアリングに
おいても、人口が多い農家の支持を集めるため、補
助金などの農家支援を継続せざるを得ないとの見方
が強かった。タクシン政権が続けてきた農村保護政
策は、軍政下においても大きく転換される兆しはみ

	�6）	 20��年�0月〜20�4年2月の2年半に約8,780億バーツを投じた。年間当たりでは約3,500億バーツで、これは20�3年の名目 GDP 比2.9％
に相当した。買い取ったコメの売却は一部しか進んでおらず、20�4年9月末時点で累計債務は5,880億バーツ（同4.9％）にのぼる。

	�7）	 20�4年��月〜20�5年2月に230億バーツを投じる予定。基準価格は、従来のコメ担保融資制度下では、ジャスミン米が2万バーツ、も
ち米が�万5,000バーツであったが、新制度ではそれぞれ�万5,000〜6,000バーツ、�万3,000バーツに設定された。

�8）	 �5ライ（�ライ＝�,600平方メートル）以上の農地を持つ稲作農家�60万世帯には一律�5,000バーツ、�5ライ未満の稲作農家�80万世帯と、
25ライ以下の農地を持つゴム農家85万世帯には�ライあたり�,000バーツを支給している。

	�9）	 「充足経済哲学で農村開発」（週刊タイ経済、20�4年�0月20日号）

図表16：軍政の主な農業政策

補助金の支給
2014年6月には農家への支払いが滞っていたコメ担保融資制度の未納金900億バー
ツ、10月には稲作農家340万世帯に400億バーツ、ゴム農家85万世帯に85億バーツの
補助金を支給

実質的なコメ買い上げ
市場価格が基準価格（ジャスミン米1万5,000～6,000バーツ、もち米1万3,000バーツ）
を下回る場合に無利子融資を実施。2014年11月～2015年2月、1農家あたり20トンま
でで最大30万バーツを給付。期間中価格が低迷する場合は国が買い取る方針

生産コストの引き下げと
融資サービスの拡充

1ライ当たり200バーツ生産コストを引き下げるため、肥料、農薬、小作料、種もみなど
の値下げ（5～10％）や、稲作に適さない地域の農家に転作を推奨するため、低利子融資
を実施

検
討
中

国有地の再配分 土地を持たない国民が作物を栽培できるよう全国の国有地を再配分する

ゴム作付削減 天然ゴムの価格低迷を防ぐため、作付面積を2,200万ライから7年かけて1,800万ライ
に削減する

（資料）各種報道より、みずほ総合研究所作成
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られない。
農村の余剰労働力を解放して都市部への労働移動

を促進するために農業の生産性を高める上では、米
国やオーストラリアなどのように大規模農園への集
約を進めることが有効である。しかし、それによる
失職に不安を抱く大多数の小作農や零細農家の反発
が予想されることから、そうした方向に農政改革が
進むことは見込みにくい。

c．高度産業の投資誘致策

生産年齢人口のピークが近づき、人件費の上昇が
著しいタイでは、従来の労働集約産業の発展が困難
となっている。こうした状況を受けて、低付加価値
型から高付加価値型へ産業構造を転換し、持続的な
成長を目指すとして、20�3年�月、インラック前政
権は新投資戦略の方針を打ち出した。新投資戦略は、
付加価値の高い業種や事業に、重点的に恩典を付与
する内容である。産業界からの反対や政治混乱の影
響で策定が遅れたが、軍政は、この戦略を踏襲し、
恩典付与対象業種や戦略期間（5カ年→7カ年）の見
直しを加えた上で、20�4年8月半ばに大枠を承認し、
�2月中旬に詳細を明らかにした。

新投資戦略と従来の投資誘致策との違いは、第一
に恩典を付与する業種が見直された点である。特に
優遇される経済活動は�5に絞られ（図表17）、これ以
外のものについては付与される恩典が部分的にとど
められる。第二に、地方に投資を行う企業への恩典
を厚くする現行のゾーン制20）を原則的に廃止し、地域
集約的に産業クラスターの形成を支援する点である。

みずほ総合研究所が現地の識者に行ったヒアリン
グによると、産業高度化を目指す新投資戦略の方向
性は正しいといった認識が共有されていた。

もっとも、d．で述べるように、高度人材の厚み

が十分ではないタイで（杉田（20�3a））、高付加価
値の産業構造に転換しようとしても、人材供給が追
い付かないと懸念される。

したがって、新投資戦略が目指す産業構造転換が
軌道に乗るには時間を要すると考えられる。

d．産業高度化に対応する高度人材の確保

付加価値の高い産業への構造転換を目指すタイで
は、高いスキルを有する人材が求められる。人材の
スキルを測る上で、ナノテクノロジー、IT などの
産業を担うための科学技術力、地域統括拠点などの
機能を担うためのマネジメントスキルや、本社・周
辺地域とのコミュニケーションツールとしての英語
力が重要なメルクマールとなる2�）。

それぞれのスキルについてみると、まず、英語力
については、民間の語学研修機関 EF	Education	
First が行った英語テスト（英語を母語としない世
界63カ国を対象）で48位となり、非常に低いとの評
価を受けている22）。次に、高度なマネジメント層を

	20）	 首都圏以外に企業を誘致するため、全国をゾーンに区分し、首都圏よりも地方への投資に恩典を厚くする制度。
	2�）	 求められる高度な人材とその評価については、杉田（20�3a）を参照。
	22）	 同調査において、マレーシアは�2位、シンガポールは�3位、中国は37位である。

（資料）タイ投資委員会

図表17： 新投資戦略で特に優遇される経済活動

・製品デザイン・開発センター
・航空産業
・電機・電子製品設計
・ソフトウェア
・廃棄物を利用した発電事業
・省エネ支援サービス
・経済特区開発
・コンピュータ・クラウドサービス
・研究開発事業
・バイオテクノロジー
・エンジニアリングデザイン
・科学研究
・精密測定サービス
・職業訓練センター
・森林プランテーション



20

タイ経済の中期展望

養成する機関として、マネジメントスクールの質を
みる。世界経済フォーラムの国際競争力レポート

（20�4年、全�44カ国）によると、タイは8�位と、既
に高度機能拠点として先行するシンガポール（6位）
やマレーシア（25位）に大きく差をつけられている。
また、同レポートの中で科学技術力に関する項目を
みると、理科・数学に関する教育の質は8�位、情報
リテラシーの高さの代理指標としてのインターネッ
ト普及率では96位、科学者・エンジニアの雇用のし
やすさは54位と、全体的に低評価に甘んじてい
る23）。さらに国連教育科学文化機関（UNESCO）
が発表する人口�00万人当たりの研究者数（2009年
時点）をみると、332人と、シンガポールの6,�50人、
マレーシアの�,065人と比べて、人材の厚みに劣っ
ている状況だ。

今後、英語教育の強化、マネジメントスキルの
向上、科学技術人材の厚みを増すことなどが求め
られるが、教育カリキュラムに問題を抱えてい
る24）との指摘もある中、教育改革に着手して国内
における人材養成に結びつけるまでは時間を要す
るだろう。

一方、国外から積極的に高度人材を受け入れる
ことで、国内の人材不足を補い産業高度化を促進
するという選択肢もあるが、進展は見込めるだろ
うか。20�5年�2月末に発足が予定される ASEAN
経済共同体（AEC）では、エンジニアリング技師
などの高度人材の移動の自由化が目標の一つとさ
れている。しかし、現状では、対象となる8分野の
専門家資格の相互承認条約が ASEAN 加盟国によ
り署名されているものの、�つも発効しておら
ず25）、自由化への取り組みは遅れていると思われ
る。タイ自身はタイ語での試験合格を受け入れの

条件に加えるなど、規制を設けており、積極的で
はない。このため、ASEAN 域内の高度人材をタ
イ国内で活用できるようになるまでにも、時間を
要するだろう。

e．FTAなど対外経済連携交渉

現状でタイの FTA カバー率（輸出全体に占める
FTA の発効・署名済み国の割合とする）は約58％
と、FTA 先行国ほどではないものの比較的高い

（図表18）。
今後、まだ FTA を締結していない国との交渉を

積極化して FTA カバー率をさらに上昇させてい
き、タイ製品の輸出促進を図ることは有効であろう。
特に、主要輸出先としてシェアの大きい米国、欧州
連合（EU）と FTA を締結して特恵関税が適用さ
れるようになれば、自動車を中心に輸出が増加する
余地があると言えよう。一方で、ASEAN の中では、
ベトナムが TPP 交渉に参加、EU との自由貿易協

	23）	 理科・数学に関する教育の質、インターネット普及率、科学者・エンジニアの雇用のしやすさはそれぞれ、シンガポールは�位、33位、
�6位、マレーシアは�6位、4�位、9位である。

	24）	 20�4年�0月に行った現地ヒアリングでは、教育カリキュラムにおいては、暗記型のカリキュラムになっていることや、科目数が多
すぎて広く浅くしか学べないこと、教師の質があまり高くないことなどが教育の問題として挙げられた。

	25）	 20�4年�0月24日時点。

（注）1. FTAカバー率は、輸出全体に占めるFTAの発効・署名済み国の割合とした。
　　2. 「その他発効・署名済み国」はバングラデシュ、ブータン、ネパール、スリラン

カ、バーレーンの合計値。
（資料）タイ商務省より、みずほ総合研究所作成

図表18：FTAカバー率
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26）	 AFTA による関税削減が進展した結果、例えば日系家電メーカーでは生産拠点をタイに集約化する動きがみられた。詳細は苅込・
宮嶋（20�4）を参照。

	27）	 例えば、ベトナムの場合、完成車に対する輸入関税は現在50％に設定されており、20�8年に0％になる見込みである。

定も年内中に交渉が妥結する可能性があると言われ
ており、両協定の締結が実現した場合、労働集約製
品を中心にベトナムの輸出が増加することで、タイ
からの輸出が代替されてしまう可能性もある。こう
した事態を避けるためにも、タイがベトナムと同様
に TPP 交渉参加や EU との FTA 交渉を積極化さ
せることは重要である。

しかし、現時点では TPP への参加や EU との
FTA 交渉を進めることはタイにとってハードルが
高い。なぜなら、米国や EU が、民政ではない軍事
政権下での交渉に反対する可能性が極めて高いため
である。民政移管後に TPP 交渉参加が認められる
可能性もあるが、少なくとも民政移管までの�年間
は FTA 交渉が加速する可能性は小さく、アジアを
中心に FTA 交渉が活発化する中、交渉出遅れによ
る影響は小さくない。

また、今後タイ政府に TPP や EU との FTA 交
渉を妥結させるようなリーダーシップを期待するこ
とも現実的ではない。前述したように、タクシン政
権下で二国間 FTA 締結が実現した背景には、盤石
な政権基盤の下、強いリーダーシップを発揮する首
相によるトップダウン形式の政策運営スタイルが
あった。しかし、2006年の軍事クーデター後の憲法
改正による首相の権限弱体化により、スピード感の
ある FTA 交渉を実施できる政治体制ではなくなっ
た。軍政下で進められている憲法改正についても、
タクシン型の強力な政権ができにくい内容になると
想定される。

以上から、新規の FTA 交渉の推進強化は当然な
がら重要な課題であるが、現状ではハードルは高く、
展望は明るくないと言えよう。

一方で、すでにタイが参加済みである AFTA を
核として進められている AEC については、20�5年

中の発足が見込まれており、ASEAN 後発国の
CLMV 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、
ベトナム）の関税撤廃が進むことなどにより、既に
産業集積を有しているタイに生産拠点がさらに集約
化されて輸出が促進される期待がある26）。また、労
働集約型の低付加価値産業については、タイから
CLMV 諸国に移管され、タイ国内の産業構造転換
が促されることも期待される。ただし、① CLMV
の重要品目27）は例外措置が適用されて関税撤廃が遅
れること、②非関税障壁が残存すること、③投資や
人の移動、サービス面での自由化も各国の利害関係
の調整が難航しており早期の実現は困難であること
などもあって、短期的には市場統合のメリットは限
定的であろう。

f．対外 FDI 支援策

従来、直接投資受け入れ国であったタイであるが、
近年は地場企業を中心にタイからの対外直接投資

（FDI）も増加しつつある（図表19）。
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（資料）タイ中央銀行

図表19：対内・対外直接投資額
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	28）	 タイ・プラスワン戦略による投資の実例などについては、大泉（20�3）、小野澤（20�3）、カンヤラット（20�3）、Chachavalpong-
pun（20�4）が詳しい。

29）	 ミャンマーへの直接投資額は2008、2009年に値が大きく上振れしており、傾向をつかみにくい推移となっている。この背景には、
天然ガスなど鉱業部門の大規模投資の実施があるとみられる。

30）	 タイのロジスティックコスト（GDP 比）は20％で、米国9.9％、日本�0.6％、EU8〜9％、シンガポール8％、マレーシア�3％と比べ
て割高である。

タイからの対外 FDI が増加している背景には、
①経済発展に伴う企業の大規模化、②国内の少子高
齢化進展による労働力不足や賃金高騰、③鉱業部門
による資源開発投資の増加、④規制緩和、といった
要因が挙げられる。

対外 FDI の中でも、特に近年注目されているの
が、タイ・プラスワン戦略である。タイ・プラスワ
ン戦略とは、タイよりも人件費が安価である周辺国
のカンボジアやラオスに労働集約的工程を分散化
し、タイでは資本集約的、技術集約的な生産工程に
特化する投資戦略である。

タイの地場企業を中心に、タイ・プラスワン戦略
が少しずつ増えていると推察される28）。今後も、タ
イで人口減少、少子高齢化による労働力人口減少が
見込まれる一方、ラオス、カンボジアに加え、ミャ
ンマーでの工業団地や投資環境の整備が進んで、タ
イ・プラスワンの動きはますます強まるだろう。

タイ投資委員会も、対内 FDI だけでなく、対外
FDI についても、生産性向上に資する政策である
とし、政策支援の意向を表明している。政策支援の
具体的な内容については、現時点で不明なものの、
投資支援対象国としてはミャンマーやカンボジアな
ど周辺国が挙げられている。

こうした企業の事業最適化を目指した動きを支援
する体制を整えることは、タイ政府にとっても重要
な施策であると言えよう。支援策の中身について、
早期の策定が待たれる。

しかし、タイ・プラスワン戦略の認知度は高まりつ
つあるものの、実施例が大幅に増加しているわけで
はないと推察される。対カンボジア・ラオス直接投資
額をみても、インラック政権期で労働コストが急増
した20�2年以降、大きく増加したものの（図表20）、

金額はまだ小規模である29）。
その背景として、タイの周辺国ではハードのイン

フラやソフトの法規制の整備が遅れており、投資環
境が一部の地場企業の求める水準に達していないこ
とが考えられる。今後のタイ・プラスワン戦略促進
にあたっては、タイおよび周辺国政府が協力して投
資環境整備を進めていくことも重要だ。

g．周辺国との分業体制構築を促すインフラ整備

タイ政府は、鉄道の老朽化や、ロジスティックコ
ストの高さ30）が中長期的な成長の制約になると考え
てきた。インフラの向上により、こうした問題を解
消し、貿易と投資の円滑化を通じた国際連携促進を
目指している。

20�4年7月末、軍政は総額2.4兆バーツ（20�3年名
目 GDP 比20％）のインフラ計画を承認した（図表
21）。その内容は、鉄道の国境への延線、国境との
リンケージを高める道路整備、バンコク首都圏の輸
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（資料）タイ中央銀行

図表20：対カンボジア・ラオス直接投資額
（億米ドル）
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	3�）	 第��次国家開発計画（20�2〜�6年）が定めるインフラ開発戦略において、周辺国とのコネクティビティ強化により、国境貿易を年
�5％、投資を�0％拡大するとの目標がある。

	32）	 実質 GDP 成長率を年率＋4.5％と想定しており、成長率が伸び悩めば、公的債務が名目 GDP 比50％を超えることもありえよう。

送網整備、空路整備など多岐にわたる。こうしたイ
ンフラ整備が進展することで、周辺国とのコネク
ティビティ強化につながり、貿易や投資の拡大が見
込まれると評価できよう3�）。

インフラ計画の財源についてみると、2兆4,000億
バーツのうち45％を国営企業による資金調達、20％
を政府予算、20％を官民パートナーシップ（PPP）、
�0％を国営企業の収入、5％をインフラファンドで
賄う計画だ。

財務省は、2兆4,000億バーツのインフラ計画を推
進した場合であっても、公的債務は名目 GDP 比
50％を超えないとの試算を出している32）。

インフラ整備費の配分計画をみると、主に事業化
調査が中心となる20�5年は5％、20�6年は�0％と低
い配分となるが、20�7〜20年が70％、202�〜22年が
�5％となっている。したがって、インフラ工事が本
格化するのは20�7年以降と考えられ、整備が完了す
るのはそれよりも先になるとみられる。インフラ整
備の効果が具現化するには4〜5年程度の時間がかか
りそうだ。

⑶　所得格差是正策の行方

a．所得再分配政策

軍政は、所得格差の是正を目的として、税制改革
に着手している（図表22）。資産の移転と所有に課
税するものである。

まず、従来存在しなかった相続税・贈与税を新た
に導入する方針である。既に閣議決定されており、
軍政の影響下にある立法会議での議論と承認を経た
上で、20�5年半ばに施行される見通しである。

ただし、導入による所得移転効果は小さいとみら
れる。課税対象者数が33万人と少なく、税率が�0％
と低位にとどまる上、海外への資産移転などの抜け
道があるためだ。

次に、現行の土地家屋税、土地開発税を廃止し、
固定資産税を新たに導入する方針である。軍政は、
20�5年中の法案成立を目指している。所得移転効果は
相続税・贈与税より大きいと見込まれる。

しかし、土地評価額の査定に時間がかかり、猶予
期間が想定されており、実行されるのは20�5年の法
案成立から2〜5年ほど先になる見込みである。

これらの改革と同時に、低所得層を対象に現金を

図表21：インフラ計画の概要
分野 主な内容 金額 割合

バンコク首都圏の
大量輸送機関整備

・バンコクの大量輸送機関（地下鉄、バンコクスカイトレイン）の拡張
・バスのサービス及び安全性の質の向上 9,000億バーツ 37.5%

鉄道整備 ・6つの主要路線の複線化と国境への延線
・老朽化した鉄道のアップグレード 6,700億バーツ 27.9%

道路整備
・経済特区と国境とのリンケージを高めるために主要国道の4車線化
・新たな高速道路の建設
・主要道路沿いにおけるコンテナヤードなどの施設設置

6,400億バーツ 26.7%

水路整備 ・タイ湾及びアンダマン海における港の環境改善 1,000億バーツ 4.2%

空路整備 ・地域のハブとなるため主要空港（スワンナプーム、ドンムアンなど）の拡張
・航空産業団地の設置 900億バーツ 3.7%

合計　 2兆4,000億バーツ 100.0%

（資料）各種報道より、みずほ総合研究所作成
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	33）	 所得再分配策ではないものの、この他の税制改革として、消費税率を現行の7％から本則の�0％に20�5年�0月から段階的に引き上げ
る方針がある。�％ごとに400〜500億バーツの歳入増加が見込める。ただし、全国民に影響を及ぼすことや、景気低迷をもたらす恐
れがあることから、慎重に検討されている。長期株式投資信託（LTF）、個人退職年金型投資信託（RMF）における税制優遇の廃止、
コーヒーや緑茶への課税なども検討されている。

支給する負の所得税が検討されている。負の所得税
とは、もともとミルトン・フリードマンらによって
主張された政策である。内容としては、年収3万バー
ツ（9万5,400円）以下の者には年収の20％、年収3〜
8万バーツ（9万5,400〜25万4,400円）の者には年収
の2〜�2％が支給される。無就労者は支給の対象外
とされるため、就労インセンティブを高めて最下層
の所得を底上げする効果が期待される。一方で、対
象となる就労者については、給付によって所得向上
の意欲を妨げるとの見方もある。また、通常の所得
税とも共通の問題として、所得の過少申告による不
正受給を防ぐことが課題となろう。

従来の政権では実現できなかった、新たな税を導
入する方向性は評価に値する33）。ただし、相続税の
効果は小さく、固定資産税の実施には時間がかかり
そうである。負の所得税については、最下層のセー
フティーネットとして期待されるが、所得格差を根
本的に解決することまでは見込みがたい。根本的解
決のためには、所得水準の高い職業への低所得層の
就業を促す必要があるが、そのためには前述の教育
の課題に取り組む必要がある。

b．高齢化対策としての年金制度改革

現行の年金制度は、公務員、民間企業従業員、農
民・自営業者と3つの対象層に分かれている（図表
23）。公務員、民間企業従業員向けの年金制度は構
築されているが、農民・自営業者向けの年金制度は
存在せず、老齢手当てとして月600〜�,000バーツ（約
�,900〜3,�80円）支給されるのみである。この水準は、
�,500バーツ（4,770円）の貧困ラインを下回るもの
であり、こうした制度の下では高齢化の進展に伴っ
て貧富の差が拡大することが懸念される。

かつてのタクシン政権は、制度対象外である農民・

図表22：税制改革の概要
内容 対象者 導入時期

相続税・贈与税
●�5,000万バーツ（1億5,900万円）以上の相続財産（住宅、土地、自動車、債券、株
式など）に最高税率10％を課す 33万人 2015年半ば
●生前贈与から2年以内に死去した場合も課税対象となる

固定資産税

●�商業用不動産および遊休不動産には、その評価額の最高2％、居住用および農業用
には0.1％以下の税率を課す

不明

2015年中に
法案成立

施行から2～5年
猶予期間付与

●従来の土地開発税、土地家屋税を廃止
・算定評価額が低い上、遊休不動産や居住用不動産が課税対象から免除されていた

負の所得税
●低所得就労者に現金を支給
・年収3万バーツ（9万5,400円）以下には年収の20％
・年収3～8万バーツ（9万5,400～25万4,400円）には年収の2～12％

1,850万人
（全人口の
27％）

2015年中

（資料）The�Nation、Bangkok�Post、TDRI�など各種報道、レポートより、みずほ総合研究所作成

図表23：年金制度
公務員 民間企業従業員 農民・自営業者

給付構造
所得比例年金（1階）
＋本人と政府の拠出
型年金（2階）

所得比例年金
（1階のみ）

老齢手当
（年齢に応じて
月額600～1,000

バーツ）

財源
1階部分・2階部分の
政府負担保険料は国

庫負担

本人と雇用者による
保険料拠出で、国庫

負担なし
国庫負担

支給開始
年齢 規定なし 55歳 60歳

備考 1951年より支給
開始

1998年より積立
開始、2014年より

支給開始

・�2009 年 4月に導
入、2011年時点で
570万人受給
・�給付額は 1 , 5 0 0
バーツの貧困線を
下回る

（資料）各種報道より、みずほ総合研究所作成
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	34）	 これについて大泉（2008）は、「世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関がタイの年金制度構築支援のなかで、老齢年金基金が将
来的に破綻するシミュレーションを提示したことが影響を及ぼしていると考えられる」との見方を示している。

自営業者をカバーする国民皆年金制度の導入を検討
していたが、2003年以降その動きは縮小した34）。そ
の後政府は、国庫負担による年金制度の拡充ではな
く、地域社会、家族に依拠した高齢者福祉の確立を
基本的な考えとしてきた。

軍政も従来の政権と同様の方針であり、積極的に
年金を拡充する動きはみられない。高齢化進展に伴
う貧富の差拡大を回避する道筋はみえていない。

6．まとめ

第5節での分析を踏まえ、2020年までのタイ経済
の中期見通しについて概観しよう。

⑴　経済の中期展望

タイが直面する少子高齢化、生産年齢人口減少の
経済への影響として、成長率の鈍化は避けられない
と予想される。

生産年齢人口増加率は20�3年の前年比 +0.5％か
ら、2020年には▲0.3％に落ち込む見通しである。
それに伴う労働力不足を緩和するための外国人労働
者の受け入れには、慎重な姿勢が維持されると予想
される。農村に固定化した労働力を都市部の産業に
シフトすることについても、大型のばらまき政策で
あるコメ担保融資制度は廃止されたものの、これに
代わる補助金が小規模ながら残されており、農村に
とどまるインセンティブが完全に払拭されたわけで
はない。このため、生産年齢人口減少に伴う成長率
の低下を食い止めることは到底できない。

生産性を引き上げるために、軍政は20�5年から開
始する予定の新投資戦略を打ち出しているが、実際
に高付加価値産業を誘致しようとしても、その担い
手となる理系や専門職人材がタイでは不足してお
り、その育成には数年単位の時間を要するとみられ
る。

FTA などの対外連携策に関しては、軍政のまま
では欧米が交渉に慎重であり、また軍政が民政に移
管された後でも交渉を取りまとめる強力なリーダー
シップが期待できない。

また、タイ・プラスワンの国際分業に関しては、
軍政が国内の労働力不足を克服するために周辺国へ
の対外 FDI を支援する方針を打ち出したものの、
詳細は固まっていない。ASEAN の側でも、20�5年
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末に AEC を発足させる予定であり、域内分業は促
されると期待されているが、準備作業が遅れて20�5
年末の段階では部分的な市場統合になるとみられて
いる。

国外とのコネクティビティを強化するインフラ整
備に関しても、事業化調査を経て工事が本格化する
のは20�7年以降のスケジュールである。

以上を総合すると、2020年までの中期において、
生産年齢人口減少による成長率の下押しを相殺でき
るほどの生産性向上は見込みにくい。成長率は、現
在の水準から徐々に低下していくことが見込まれよ
う。

生産性向上は一定に保たれるという前提で、労働
力人口減少のみを考慮して、タイの趨勢的な成長率
を試算すると、現在は年率＋3％強程度と見込まれ
る。これは、Anand ほか（20�4）が試算した潜在
成長率の現状とおおむね一致する。試算を先延ばし
すると、趨勢的な成長率は2020年には＋2％台まで
下がることが見込まれる（図表24）。潜在成長率も、
これと同様に下がっていく可能性が高いと言えよ

う。政府は+4.5％の中期的な成長率目標を掲げるが、
その達成は困難と考えられる。

⑵　格差の改善を通じた社会対立緩和の行方

所得格差問題については、従来はばらまきによっ
て改善を図ったのに対し、今後はばらまきに頼らな
い所得再分配政策によって一定の改善は期待される
ものの、根本的な解決には至らないと予想される。

所得再分配政策として、従来なかった相続税と固
定資産税を軍政が導入する方針であることは、評価
すべき取り組みである。ただし、相続税については
所得再分配効果が乏しい内容であり、固定資産税に
ついては資産査定の必要があるため実施に2〜5年は
かかる見通しである。

また、軍政は負の所得税を新たに導入して、一定
の所得を下回る層には基本的な生活を保障する資金
を給付する方針である。所得がない限り給付されな
い制度設計なので、無職者に対して勤労を促し、最
下層の所得を底上げするセーフティーネット策とし
て評価することができる。

そして、根本的な格差解消策としては、産業構造
を転換して賃金の高い雇用を創出することが求めら
れる。しかし、そのために必要な低所得者層の教育
水準・スキルの向上は、既述の通り早急に実現され
るとは見込み難い。

現時点で、年金制度の対象外である農民・自営業
者をカバーする国民皆年金制度の導入が実現する見
込みはなく、今後、高齢化の進展に伴い貧富の差が
拡大する懸念もある。

以上のとおり、従来なかった再分配政策が導入さ
れることで、2020年にかけて、所得格差拡大には一
定の改善は期待される。しかし、格差の根本的な解
決には至らず、農村と都市の対立の火種は残るため、
中期的にも基盤の弱い政権が続き、改革のスピード

2000 05 10 14 20
（年）

（注）1. 巡航速度の成長率は2000～13年の１人当たり生産年齢人口成長率の平
均値が2014年以降も維持されると仮定したうえで、国連の生産年齢人口
伸び率予測値を用いて算出。

　　2. 巡航速度の成長率＝2000～13年の1人当たり生産年齢人口GDP成長率
　　　　　　　　　の平均値＋生産年齢人口伸び率予測値＋交絡項

（資料）IMF、国際連合　

図表24：巡航速度の成長率
（前年比、％）

▲3

9

▲2

▲1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

実質GDP成長率
巡航速度

予測



27

みずほ総研論集　2014年Ⅲ号

アップは期待しにくい。

⑶　2020年以降に残されたポテンシャル

このように、2020年までの中期を展望すると、タ
イ経済を楽観できる要素は多くない。

しかし、2020年よりも先を展望すると、成長戦略
の改革が少しずつ実を結ぶポテンシャルはある。周
辺国とのコネクティビティを強化するインフラプロ
ジェクトの工事が20�7〜20年に本格化するスケ
ジュールであることから、2020年以降にはインフラ
整備が進んでいる可能性が高い。20�5年からの7カ
年の新投資戦略も、2020年頃には投資案件実績も積
み上がっていると考えられる。同様に、専門的な知
識を習得するには十分な時間が経過しており、高度
人材の供給も増えていると期待される。

ASEAN の側でも、20�5年末時点で部分統合にと
どまりそうなAECは、20�8年のカンボジア、ラオス、
ミャンマー、ベナムの CLMV 諸国で関税が撤廃さ
れるスケジュールであり、2020年頃にはサービスと
労働市場も含めて統合は深化していると思われる。
ハードとソフトのインフラ整備も前進しているだろ
う。

これらの条件が整えば、タイが周辺国と連携し、
タイ・プラスワンの分業体制に活路を開く可能性が
出てくると言えよう。タイと国境を接する CLM 諸
国は、タイの6,700万人を上回る7,000万人強の人口
を有し、しかも賃金はアジアの最低水準であること
から、タイが CLM を活用しない手はない。タイ政
府高官も、タイ・プラスワン戦略が生き残りの道で
あることを認識している	。

タイ・プラスワン戦略が、長期的にタイのマクロ
経済を改善するかを論じることは現時点では難しい
ものの、ミクロレベルではタイを拠点に周辺国の
ネットワークを活用する企業が増えると思われる。

タイを CLM 諸国と一体的に捉え、その中でタイを
「陸の ASEAN」のハブとして活用するチャンスは
あると言えよう。
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