
どうなるタイの政治と民主主義  バンディット・ロッアラヤノン 泰日工業大学長 （Dr. Bandhit Rojarayanont） 
 
概要：2019年は民政復帰に向けた総選

挙が行われる。2014年 5月暫定軍事政

権になって 5年近くになるが、謳い文句

であった特権・金権・汚職排除などの功

罪、経済と生活への影響、アセアン・中

国・米国などとの関係、民政復帰と持続

的民主主義への展望について、分かり

やすく解説。なお、タイ政治が中心だが、

その背景として、タイ社会の特徴と、タイ

の民主主義に触れ、また経済状況他、

関係国との関係、政府のやるべきことも

コメントします。 

 

１．タイ社会の特徴 

• 農民国：第 1の特徴で、今でも 4割は

農業従事だが、過半が工員などの副業

を持つ。 

• 多民族の国：近代タイ国として百数十

年の歴史だが、以前はチェンマイや、東

北部、南部は別の国であり、ミャンマー

少数民族やラオスやベトナム民族出身

者もいる。 

• 王政の歴史が長い：王政がずっと続い

ているが、多民族統治のため中央集権

を強くする必要があった。 

• 人が優しい：聞こえが良い言葉だが、

朗らかな一方、厳しくなく、仕事上、カイ

ゼンを徹底する時は物足りなさもある。 

• 権力・権威・特権の社会：中央の支配

者がまとめた弊害的な面。 

• 支配者 (階層) の責任感が低い：日本

のサムライ時代の倫理観と違う。 

 

2. タイの民主主義 

• １９３２年に絶対王政から立憲君主制

に：90年近い歴史だが、官僚、軍部が主

体で、本当の国民は少なく、国民が団結

して得たわけではない。良い面は、多様

性があること。 

• 総選挙が２７回、クーデター成功が１３

回（未遂１１回） 

• ２０１７年成立した憲法は２０本目：平

均 4年ちょっとの寿命。 

• 最近のクーデターが発生した年は１９

７７年、１９９１年、２００６年、２０１４年：こ

の間の間隔は、4年、15年、8年。 

• 最近の３回はすべて民政政権の大規

模汚職に起因する：国民はしょうがないと

追認。 

 

３．暫定政権の評価➡実績 

• 東部経済回廊 (EEC) の政策を打ち出

し、５月に東部経済回廊特別法が施行さ

れた（法人・個人税の優遇、土地所有

権）：外国人の技術・研究者を呼び込む

ために最大所得税率を１７％とタイ人より

やや低い。人材育成は、うまくいっていな

い証拠。 

• タンマガーイ寺院の違法行為を制し

た：パトゥムターニー地区にあり、「寄付

すれば、より高い天国に行ける」の主張

で、数十万人の信者を集め、今まで規制

されなかった。  

• 公務員の標準作業票の作成と公示を

義務付ける法律を制定し良い評価を受

けた。 

• 王位の継承がスムーズに行われた：タ

イ社会は成熟し、平静であった。 

• 憲法をはじめ民主政を復活するのに

必要とする法律を制定した：しかし時間

はかなりかかった。 

 

３‐２．暫定政権の評価➡不満 

• 経済成長率は高くなっても貧困層は実

感しない 

• 汚職はまだ多い：政権内でも、減って

いない事例がある。 

• 貧困層の支援バウチャーは使いにく

い：月数百バーツで、特定の店しか利用

できない。 

• 公約した警察、行政、政治、教育など

の改革はほとんど進まない：自分たちの

権威を減らすことになり、結局描いた絵

の状態でやらない。 

• 総選挙の日程（ロードマップ）を何回も

遅らせた：現状は 2019年 2月末になっ

ている。 

• 政党の活動を選挙の３か月間前まで

許さないため総選挙の準備時間が足り

ない：この 90日間は、暫定政権が自分

たちに有利になる。 

 

４．各政党の準備と作戦 

• 現憲法と選挙法では有権者の投票を

全部無駄なく考慮する理念の下で全国

区の議員の割り当てはその党の得た票

を全部考慮する：前憲法では、小選挙区

と全国区各 1枚別々に選べてプアタイ党

に有利であった。今まである党が 10万

票とっても国政に参加できないこともあ

り、今回は両区で 1票のみで効率的で

考え方としては良い。 

• 有権者は 5,000 万人で投票率が

70％と想定すると 3,500 万票が投票さ

れる。これを総議員数 500で割って分配

するので各党は７万票を集めると（小選

挙区で１議席も取れない場合）必ず全国

区の枠で１議席が与えられることになる：

これは結果的にプアタイ党に不利にな

る。 

（１）プアタイ党(タイ貢献党）は小選挙区

の獲得議員数が得票率と対等かやや上

回るため全国区の当選者が出ない可能

性がある。そのために付属党を作って当

選されない選挙区から票を集める予定。 

（２）民主党は党首の選出で党員に投票

権を与えて本当の民衆の政党だと訴え

ている。首相の選出は政党指名者以外

の候補を支持しない(＝政党指名者でな

い候補に反対)：これまで２百数十万人の

党員は、今回数十万人の党になり、党の
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首相指名者はアピシット党首のほかにチ

ュアン元首相の案も出ている。 

（３）暫定政権が新設したパランプラチャ

ラット党(Phalang Pracharat Party人

民の国家党)は有望な元議員を集め、第

一か第二の政党を狙う➞可能性が薄い：

百近くの議員を集めたいが、今の状況は

厳しい状況。プラユット党首の可能性も

ある。 

（４）プームジャイタイ党(Bhumjaithai 

Partyタイ誇り党)は議員数を増やして選

挙後の連立政権の中核に昇格する➞ど

ちらが勝っても組閣に参加する。 

（５）ルアムパランプラチャチャートタイ党
(Action Coalition for Thailand Party

タイ団結国家開発党)は反タクシン体制

をとる：２０１３年タイ反政府デモのステー

プ氏が率いている。 

（６）アナコットマイ党(Future Forward 

Party新希望等)は行政改革、憲法改定

などを主張：サミットグループのタナコー

ン氏が新たな有権者になる若者層など 5

百数十万人に呼びかけている。 

• 残りの党は２０議席以下。 

 

５．総選挙後の成り行き 

• 総選挙の各党の予測議員数➡プアタ

イ党 200議席前後、民主党 100-120前

後、プランプラチャラット党 60前後、プー

ムジャイタイ党 60前後、アナコットマイ党

30前後、ルアムプランプラチャチャートタ

イ党 20前後：予測は今毎日変わる状況

で、最大の２党とも、組閣する数には足り

なく、連立政権になる可能性が大。 

• 現首相は上院議員２５０議席の支持は

あっても衆院議員２５０議席以上の支持

がないと不安定な政治運営になる。 

• 最近の調査結果 (9月) ➡一番首相に

なってほしい質問に対して、プラユット現

首相 24.7％、アピシット元首相 17.6％、

スダーラット氏 16.5％、タナコーン氏。

14.6％、タクシン元首相 13.5％：この状

況は前回予想とあまり変わらない。 

 

５‐２.  流動要素 

• プアタイ党が違法行為をしているため

選挙前に解党される可能性がある➞そ

のためプアタム党を結成した。解党が１１

月２６日以降だと党員はすべて立候補資

格を失う（選挙が２月２４日に設定された

場合、政党の所属は９０日間以上の条件

が満たされないため）：タクシン氏影響の

もと現政権を批判している。 

• 選挙結果によって反

軍部政党が 300/500議

席以上で大勝した場合、

民政政権になる可能性

がある➞民主党の支持

を必要とする場合は、民

主党の代表が首相にな

る可能性がある (アピッ

シット現党首に代わり

チュアン元首相の可能

性もあるープラユット暫

定首相派が過半数でないが、200を超え

る場合、また 1980年ごろのプレーム首

相時代と同様、自分の議員は一人もい

ず、さらに反軍部政党から与党に鞍替え

する議員の可能性もある）。 

• プアタイの付属党の争い➞赤シャツの

一部が自分の代表を全国区に当選させ

たい。さらに 11月 7日にタイラクサーチ

ャート党 (国家守り党) を付属等にした。 

 

６. 持続的な民主主義の展望 

• 選挙結果の如何にかからわず、政治

家が前回のような騒動を起こさない限り

クーデターは起こりにくい。 

• 汚職を防ぐために、現憲法の下で閣

僚、官僚、公社役員のすべては資産表を

作成し所定の機関に提出する義務がつ

けられている。（国立大の理事会の全員

も対象になっているために騒がれてい

る）➞大大学は 50-100億バーツの事業

費。 

• 言論の自由はソシャルメディアの普及

などで状況はよくなる。 

• １１方面の改革法に沿うことを実施す

るが義務づけられているため、ある程度

国民の生活水準を高めることが期待でき

る。 

 

７．経済状況 

• ２０１８年に入って、自動車など製造業

が回復している。 

• 輸出は平均 8.1%の成長だが９月は

減少した (やや不安な要素) 。 

• 観光業の成長は中国の観光客が予想

通りに増えないため鈍っている。 

• EECやインフラ整備の実施が遅れて

いる：高速列車の入札は遅れてやっと終

わったばかり。 

• GDPの成長は 4.3-4.4%程度にとど

まる。 

 

８．中国・米国・アセアンなどとの関係 

• 中国の影響力は貿易、投資、軍事面

で増えている：貿易では 1位中国、2位

北米 (米・加) 、3位日本の順。 

• 米国はタイの軍部政権を批判してい

る。タイの軍部への支援と共同演習はし

ているが、冷戦時代から規模は相当縮

小している。逆にタイの軍部は中国に近

寄っている：電気自動車などでもタイに中

国が入りつつあり、中国の影響が強くな

っている。 

• アセアンは国内政治に関与しないとい

う取り決めがあるため他の加盟国に批判

的な意見を出さない。貿易面ではアセア

ンが一番大きい市場にになった。（中国と

米国の合計よりもやや高い） 
 

９．政府のやるべきこと 

• 人材育成を強化すること➞タイランド

4.0強化の方向で、デジタル化を加速、

政府の私立支援が弱かった。 

• 産官学連携を強化すること➞研究開

発、イノベーション。 

• 中小企業支援を強化する。 

• 製造業やビジネスの営業に負担にな

る規定を改定すること：アンダーテーブル

をやめ、外部業者の委託を増やす。EEC

のみ絵が描けている状態。 

• 農村部の自立・持続を強化する：現暫

定政権の弱いところで、課題。 

• 行政、警察、教育などの改革を至急行

うこと。 

 

10.質疑応答 

①国王陛下の開会式と選挙の時期：今

のところ 12月か選挙 (2月 24日) 後の

予定で、近くまで発表されない。国民一

般に情報が提供されず、選挙も急に決定

され、この日やったとしても国会は 5月

末で 6月任命になる。 

②首相の支持率の低下と連立政党につ

いて：現在首相の支持率は 20％ぐらい

で、クーデター後の 60数％に遠く、今年

30％をきっている。首相他の候補評価は

５に示した通り。
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タイ社会や大学卒業生などを紹介する Jセミナーにご参加く

ださい。Jセミナーは、TNIのウエブサイトを参照してください。 



  TNIが提供する日系企業への研究開発協力 

チャートリー・ブッサバートーン TNI工学部講師（Dr. Chatree Budsabathon）

TNIでは、今年新設の国

際プログラムなどを含め

24課程の学部・大学院生

を育成するほか、人口知

能システム統合センターや 18の研究室

を中心に産学協力を実施。日系企業の皆

さんに提案したい研究協力・サービスをご

紹介します。 

1. 研究開発と産業サービス 

• タイ・日系企業との協力は 5 つ 【①イ

ンターンシップ（協同教育、企業実習）、

②就職（キャリアキャンパス、ジョブフェ

ア）③奨学金・機材協力、④J セミナー

（タイ社会状況、中核人材育成）、⑤研

究開発】があるが、本日は研究開発・

学術サービスをご紹介したい。 

• なお、これまでは、製造業中心にタイ

の課題（図参照）に取り組んできた。人

材養成では勉強だけでなく実際にやっ

てみることに力点を置いている。また

研究開発支援では、主としてタイ企業

に協力してきている。 

 

2. 学術サービス 

• 表は、産官学協力例である。 

• 工程改善等の開発費はタイ政府機関

補助金を受けているため、負担が軽減

される。 

• タイ政府の優遇措置（３倍の経費とし

て計上することができる）と産官学連

携の支援があり、TNI は 2016 年から

実施している。 

 

3. 政府機関とのプロジェット(＊数字は

2018年度) 

• 産業自動化とエレクトロニクスにおけ

る中小企業の改善：１７工場に実施、

工業省から開発補助金は 2.3 百万バ

ーツ。 

• 健康安全環境（HSE）:産業用 IoTによ

る品質管理：タイ研究財団から開発補

助金は 2.2百万バーツ。 

• 生産ライン用インテリジェントマニピュ

レータを

備えたタ

イ 製 標

準 化 多

機 能 産

業 選 択

的ロボッ

トアーム（SCARA）：タイ研究財団から

開発補助金は 3.2百万バーツ。 

 

4. CoE(Center of Excellence、研究開

発拠点） 

• TPA-TNIの今後のプロジェクト計画と

して次の研究開発拠点を設

置：①TQM (総合的品質経

営）の CoE（計画）、 ②

TPM(総合的生産経営）の

CoE （計画）、③人工知能シ

ステムの CoE（CoE-

ISI) （設置済）、④デ

ータサイエンスとアナ

リティクスの CoE （設

置中） 

① CoE-ISI（人工知

能システム統合センター：研究

開発拠点） 

• 2017 年に IES（知能システム研究室）

から新設、タイ政府のタイランド 4.0 の

持続可能な経済成長のためのデジタ

ル経済のロードマップに対応し、研究

とビジネス（R＆B）のコンセプトの下で

革新的な製品を開発する目的。 

• 学術サービス・コンサルティング研修

面でスタートアップ企業、公共および産

業部門にサービスを提供する。 

• 分野は人工知能、機械学習、ロボティ

クス、エキスパートシステム、ビッグデ

ータ解析、組み込みシステムと電子知

能、通信ネットワーク、クラウド・コンピ

ューティングとストレージ、知能コンピュ

ータ支援教育（ICAI）。 

②CoE-ISIの開発プロジェクトの例： 

 下の写真例をご参照。 

5. 工学部研究と研究テーマ 

下記９つの研究室を中心に産学協力を

実施：①IES（知能電子システム研究

室）、②FCL（燃料電池研究室）、③AMP

（先端材料加工研究室）、④AMM（応用

数学・メカニクス研究室）、⑤AMDRL（先

端マグネティクス・モーター運転研究

室）、⑥DREAM（電気・先端磁性力学研

究室）、⑦AIE&T（先端産業工学・技術研

究室）、⑧ADMT（応用設計・製造技術研

究室）、⑨CERT（コンピュータ工学・ロボ

ティクス・技術研究室） 

主要研究テーマ：①インテリジェントシス

テム、人工知能、機械学習、②無線セン

サ、制御システム、IoT、ロボティクス、③

燃料電池、先端材料加工、建築エネルギ

ー管理、④モーター駆動・制御、ソーラー

ファーム、医療用電子デバイス、⑤自動

化製造、精密測定、シミュレーションによ

るプロセス設計、TPM、TPS、TQM、⑥デ

ジタル機器技術、金型設計、プラスチック

射出と板金フォーミング、複合材料 

6. 情報技術学部の研究室と研究テーマ 

下記７つの研究室を中心に産学協力を実

施：①ICMT（革新的・創造的マルチメディ

ア技術）、②S2RL（ソフトウエア・サービス

研究室）、③ASET（応用ソフトウエア工

学・技術研究室）、④I’M MAP（知能メディ

ア管理、解析・処理）、⑤SIM-LAB（スマ

ートインフォーマティクス管理システム）、

⑥CN&IS（コンピュータネットワーク・知能

システム）、⑦DSRL（データサイエンス研

究室） 

主要研究テーマ：①経営管理のソフトウエ

ア開発、②モーバイルアプリ開発、③ウエ

ブ設計開発、④グラフィックデザイン・アニ

メ、⑤IT設計・システムレイアウト・革新技
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術・維持のコンサル、⑥ビッグデータ・アナ

リティクス 

7. 経営学部の研究室と研究テーマ 

下記 2

つの研

究室を

中心に

産学協

力を実

施：①
CBRS

（ビジネ

ス研究サービスセンター）、②ものづくり研

究センター 

主要研究テーマ：①トヨタ生産システム

(TPS)、流通システム、国際ビジネス管

理、②時間と動作の開発によるビジネス

管理の効率化、③デジタル技術による産

業管理、④企業診断と事業計画、段取り

削減、日本的人事管理、工業・技術経

営、⑤ものづくり経営の研究・開発と企業

協力 

8.  研究開発と技術サービスのハイライト 

①デジタル技術による TPS生産シミュレ

ーション 

• デジタル技術を利用し、TPS の生産方

式シミュレーション用アプリケーションを

製作 

• ジャストインタイムシステムにおける７つ

の手順で生産管理の改善を目指す 

• より良い生産管理プロセスを達成 

• 結果を自動的に記録し、リアルタイム表

示可能 

• 自己学習システムとより効果的な作業

応答 

②検索と救助のための衝突耐性飛行ク

ワッドコプター 

• 従来のクワッドコプターはバランス損失

の落下を避けるため、ターゲットに近づ

けない限界がある。 

• 保護ショックとフレーム構造 3D でのク

ワドコプターを設計する。 

• 3Ｄプリンタで製作し、関連エレクトロニ

クス部品をインストールする。 

• 従来より様々な環境で損失なく飛べ

る。 

③ＶＲ技術を用いたバ

ーチャルクラスルーム 

• 従来の e ラーニング

は個人学習であり、

魅力的ではない。 

• ＶＲ技術を用いたバ

ーチャルクラスルー

ムを実現する。 

• 教室環境を、他の学生が同じ教室に座

っているように再現する。 

• 学生が楽しく、勉強できるよう効率を向

上する。 

④IPv6対応スマートホームセキュリティ

システム 

• 無線火災センサ、ガスセンサ、連動セン

サとカメラなどを自宅（個人住宅）に設

置する。 

• ＩＰｖ6 を通じてセンサ・データをリアルタ

イムに監視する。 

• 異常（火災、ガス漏れ、泥棒）が起きた

場合、メール、電話などでユーザに通知

する。 

⑤モバイルアプリケーション開発 

• Android 上の電気機器の制御：センサ

とインターネットを通じて家庭用電子機

器を制御する（IoT)。 

• Android 上のプラント給水システム：土

壌水分センサによりユーザのプリセット

条件が満たされるまで給水を制御する。 

• リアルタイムタクシー料金計算機：ＧＰＳ

の位置情報と速度を利用し、タクシー代

を自動計算する。 

⑥バイオコーク開発 

• TNI と近畿大学

の共同開発プロ

ジェクト。 

• バイオコークは、バイオマス資源、農

業残留物および MSW（都市廃棄物）

からのバイオ固体燃料である。 

• 高い加熱値、高密度および強度を有

するバイオコールは、制御された形成

および成形条件下で製造することが

できる。 

• 500kg /日/ Biocokeの機械は、パイロ

ット規模の機械で製造できる。 

• ボーキサイトは、二酸化炭素(CO2)、

窒素酸化物(Nox)、酸化硫黄(Sox)排

出量を 20％削減したボイラーと炉で原

料炭を使用できる。 

• 石炭コークスとの共燃料として 30％ま

での Biocoke を、キューポラ炉を改造

することなく、使用できる。 

⑦電動三輪車開発（E-Tuk Tuk） 

• バッテリプールの管理と統合の開発で、

大規模な使用に適している。 FEA（有

限要素解析）はE-Tuk Tukの設計と構

造解析にも使用されている。 

⑧エネルギー政策で GISベース情報活

用 

• GISDA（タイ地理情報宇宙技術開発

機関）との協力の下、GIS（地理情報シ

ステム）ベースの情報は、特定のエネ

ルギー作物の適切な地域を特定する

ために使用される。 経済と経済力に

関する社会調査にも活用できる。 

⑨製造技術支援プログラム開発       

⑩材料加工開発 

 

 TNIニュースレター                タイの政治・TNIの研究開発                             4/4 

 

ものづくり研究センターを見学

する Jセミナー参加者 

Jセミナーでは、パネルと実際の展示紹

介も行われた。 


