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１．タイのＤＮＡ  

 タイ王国（以下、「タイ」と略称）の政治的混乱の現状を把握するために、まずタイが持

つＤＮＡについて観察してみたい。タイがどのような体質を持つ国かを見ることによって、

現在のタイの状況をある程度把握する手がかりとしたい。 

（１）国旗に見るタイの特徴 

 図にみるように、赤、青、白の三色旗である。赤は国民、青は

王室、白は仏教を表すと説明される。つまりタイは、国民と王室

と仏教で構成されていることを国旗で表現している。このうち国

民はどの国でも国の基礎なので別として、王室と仏教の存在が強

調されるのはタイの際立った特徴と言える。事実、王室を敬い、

仏教を尊崇することで、この国はよいまとまりを示してきた。とりわけ

現国王プミポン＝ラーマ 9 世の存在は長年タイの安定にとって重要な

役割を果たしてきた。 

 プミポン国王は、1946年６月９日から現在まで、在位６８年余。1927

年 12 月 5 日生まれなので、現在 86 歳である。現王朝は、チャクリ王

朝（別称、バンコク王朝、ラッタナコーシン王朝）と言われており、

1782年創設以来 232年になる。 

 現王朝以前タイは、スコータイ王朝（1238年~1350年）、アユタヤー王朝（1350年~1767

年）、トンブリー王朝（1767年～1782年）と 3代の王朝が続いていた。 
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 外国の植民地になったことはなく、国家創設以来、独立王国を維持してきた。 

 仏教については、インドからスリランカ経由伝えられた上座部仏教を信仰している。ス

コータイ王朝時代のことで、以来王室の保護を受け、約９５％の国民の尊崇のもとに隠然

たる勢力を維持してきた。タイの仏教を担う僧侶たちは、政治に関与しないという方針を

貫いている。国民の残り５％は、イスラム教徒とキリスト教徒である。 

（２）手作りの民主主義 

 前 3 代の王朝と同じく、チャクリ王朝も国王の絶対的権力により国を治めていた。とり

わけラーマ 4世（在位 1851年~1868年）ラーマ 5世（1868年~1910年）の時世では、両

国王の指導力がいかんなく発揮され、西欧帝国主義と対等に対応したことで、周辺諸国の

ように植民地になることがなかった。これがラーマ 7世（1925年~1935年）の時代に、タ

イ国内で、国王の絶対的権力に対する反発が頂点に達し、1932 年に立憲革命を迎えること

になる。西欧民主主義の影響を受けた若手の官僚と軍人を中心とするグループが国王に対

して立憲君主制への移行を迫り、ラーマ 7 世がこれを受け入れることにより、革命成就と

なった。 

 以来、タイは立憲君主制に基づく政治を基本として今日に至っている。この民主主義体

制はタイ人たちによる手作りの民主主義と言うことができる。 

 しかし、この民主主義の基本が時々の政治情勢に応じて、反故にされる。国軍によるク

ーデタによって、時の政権が倒されることがしばしば発生してきた。 

（３）タイ国軍の存在 

 1932 年の立憲革命のときに軍人たちの果たした役割は大きい。以来、タイの軍隊は国防

と国内の治安を担って、政治の分野でも多くの指導者を排出してきた。タイの軍隊は、陸

軍・海軍・空軍の 3 部門で構成されているが、警察も准軍隊扱いされている。陸海空の 3

軍で徴兵制が布かれており、18歳以上の成年男子は原則として徴兵検査を受け、21カ月（2

年 9か月）の兵役を経験しなければならない。 

 タイ王国軍の正規兵力は 30万 6600 人（陸軍 19 万人、海軍 7万 600 人、空軍 4万 6000

人）である。 

 幹部候補生を養成する陸海空の士官学校および警察士官学校はタイでも一流の国立大学

と並び称されるエリート養成校であり、とりわけ陸軍士官学校は多くの政治指導者を出し

ていることから人気が高い。軍人出身者は、退役後も最後の階級を名乗るのが普通で、タ

クシン元首相は警察中佐と呼ばれている。 

 どこの国でも軍隊（含む警察）の役割は国防と治安であるが、タイの軍人エリートたち

は 国内政治のほうにより多くの関心をもち、過去たびたびクーデタ方式で国政に関与し

てきた。タイはクーデタ頻発の国として国際的に知られてきた。 

 このため、タイの有識者たちは「タイは道半ばの民主主義（Halfway Democracy)の国」

と表現し、早くこの状態から脱出する必要性を主張してきた。軍隊による政治介入がない

国への脱皮を主張してきた。 
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 これが 1992年の政変「暗黒の 5月事件」を契機に達成されたと思われていた。 

 しかし、2006年に再度クーデタが発生し、政治的混乱の原因となっている。 

（４）タイ社会の特徴 

①新旧体制の混合 

 1932 年の立憲革命によって、近代化の道を歩み始めたとはいえ、立憲王政の下での旧体

制の特権は大きく崩れることなく継続している。王室はタイ最大の地主であり、旧貴族た

ちも大地主である。 

②人種的特徴 

 スコータイ王朝成立（1238）以前、タイはクメール王朝の領土だった。そこへ南中国か

らタイ族が南下してきて住み着き、タイ最初の王朝を創設した。彼らが最初のタイ民族で

あり、タイでは「タイ・テー」（純粋のタイ人）と呼ぶ。アユタヤー王朝時代、アユタヤー

は国際的な都市となり、中国人、日本人、欧州人などいろいろの人種が居を構えた。なか

でも華僑と呼ばれる中国人たちが海を経由して、続々と移住してきて、タイに中国人社会

を構成するようになる。タイの歴代王朝は商才のある中国人たちを重用し、米の仲買人と

か徴税吏として使うようになる。 

 時代の経過とともに、同じ仏教徒の華僑系中国人たちとタイ・テーたちとの間の婚姻が

進み両者の区分けもかなりあいまいになっている。華僑系中国人たちも 2世・3世の時代に

なり、中国語を解さない人々が増加し、タイでは華僑という言葉は死語になっている。華

僑系中国人たちの子孫は、「ルーク・チン」（中国人の子供）と呼ぶ。 

 タイの人口 6,593万人（2010国勢調査）のうち、タイ・テーの人口、ルーク・チンの人

口的区分けは難しく、公表されていない。 

 タイ・テーたちの意識の中には、先祖は中国人との思いがあり、ルーク・チンたちとの

対立は皆無といってよいだろう。人口の９５％がタイ・テーとルーク・チンであるタイは、

それゆえ中国の対外進出をまるで脅威と感じていない。 

 戦後、歴代のタイ政府はタイ・テーとルーク・チンで構成され、ルーク・チンの首相が

多く輩出している。選挙のとき、「自分はルーク・チンである」と言うほうが票が入りやす

いと言われている。ごく少数ながらイスラム系の政治家もいる。 

③農業社会 

 工業化が進展している今日でも、農村に全人口の６８％が居住し、農業雇用の割合も、

４４％と高い。第一次産業のＧＤＰ比率は１０％前後なので、農村の所得は都市住民の所

得に比較して少ない。それゆえ、タイ政府の農漁村対策は重要施策の一つである。 

 タイの農業はほとんど自作農で構成されているのが、もう一つの特徴である。 

 歴史的にタイの土地は王室のものである。けれども王室がタイ全土を隈なく管理してき

たわけではない。アユタヤー王朝時代、国王所有の全土を身分に応じて、臣民に貸し与え

る制度が成立した（サクディナー制度と呼ばれる）。貴族から奴隷に至るまで貸し与えられ

た。 
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 しかし、正確に測量されたわけではなく、土地が人口に比して広大なので、いわゆる無

主の土地が全国に存在するようになり、農民たちは勝手に無主の土地に入り、占有権を登

録して開墾し、自分の土地にすることが慣習になっていた。 

 戦後、工業化が進展する過程で、土地台帳の整備が進んだが、土地保有の状態について、

何らの改革はなく、アユタヤ時代の権利がなし崩し的に続いてきた。それゆえ貴族の末裔

の大地主から奴隷の末裔の小地主まで複雑な保有関係が成立している。家族単位の農業者

の中には生活に困り土地を手放す者も続出し、彼らは都市のスラムに移住したり、大地主

の小作人になったりしている。 

④能力尊重社会 

 王室への敬愛、旧体制から引き続いて存在する華族の存在などに対して、華僑たちが才

覚を発揮して重用されていた。農民・労働者たちは、そのような体制のなかで、社会の底

辺を構成しているが、教育の門は一応開かれていて、農民・労働者たちの子弟も能力次第

で高等教育を受けるチャンスがある。なかでも軍隊・警察の士官学校は学費無料で学習で

きる場を提供している。 

  社会のムードとして、「能力のある者が指導的立場に立つのは当然」という心理がある。 

 特別の技能・知識を持つ者はタイ人、外国人を問わず、尊重される文化がある。   

⑤利己的個人主義社会 

 ほとんどのタイ人たちは、自分の利益、親族の利益を中心に考え、行動している。一部、

社会奉仕をしているタイ人たちも存在するが、ごく少数である。どの国にも多かれ少なか

れ似たような傾向があるが、タイの場合、むしろ利己的な傾向がほかの国に比べて強いと

感じる。 

 一例として、私が 2013年 1月にタイを訪問したとき、東日本大震災でのある日本人の行

動が話題になっていた。日本に駐在するタイ人の記者の記事だったようだが、彼（彼女？）

が日本の東北地方を訪問したとき目にしたことを報じた中で、ある日本人の老夫婦が、瓦

礫の中から金庫を掘り出し、リヤカーに載せてどこかへ運ぶ光景に遭遇し、タイ人記者が

「どこへ持っていくのですか？」と聞いたところ、「これは私たちのモノではないので交番

に届けるのです」との答えに、タイ人記者が驚嘆した。タイ人記者は言う。これはタイで

はありえないことだ。タイなら他人所有の金庫でも持ち主が不明であれば、発見者は必ず

自分の家に持っていく。よしんば交番に届けたとすれば、今度は交番の巡査がそれを自分

の家にもっていく。日本人はすごい民族だ。とタイのメディアで報じたところ、大変な話

題になった。というのである。 

 私はこれを聞いて、逆にそんなことがどうして話題になるのか？と感じたが、タイでは

そうではなかったようだ。 

 この例から推測することは、タイ人たちは自分と親族以外の他人を信用していない、と

いう傾向があるのではないか？これをさらに広げれば、タイ人たちは国を信用していない、

ということになる。これは王室への尊崇の念と矛盾するようだが、「王室は別だ」という考
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え方であろう。王室の批判は不敬罪につながるということもある。 

（５）タイ経済の特徴 

 ①第一次産業（農林漁業） 

 戦後、タイは戦前の農業社会をベースに徐々に工業化を推進してきた。 

 タイのＧＤＰでの第一次産業の比率は、1950年代の３５％から、2010年には１０％を割

っている。（第二次産業は、２０％→４５％、第三次産業は、４５％前後で推移） 

これに対し、就業者数は、2011 年時点で、第一次産業：４０％ 第二次産業：２０％ 第

三次産業：４０％であり、農林漁業部門の生産性の低さが特徴である。 

 ②第二次産業 

 第二次世界大戦直後、タイに存在していた第二次産業は、マッチ製造、セメント製造、

精米業程度だったと言われている。それが現在のように第二次産業が大きなシェアを有す

るようになったのは、外国企業の投資に依存したことが大きい。タイ政府も政策的に外国

企業の誘致に努めてきた。とりわけ自動車、電器、繊維、化学品関連の日本企業の積極的

なタイ進出が際立っている。 

 また政府系企業の増加も特徴で、鉄道、航空、電力、資源開発分野で目立っている。 

 製造業の進展とともに、農村人口が労働力の供給源として機能してきた。もともとのん

びりした農村の生活をしてきた農民たちは、忍耐強くもあり、低賃金でよく働くと評価さ

れるようになった。 

③第三次産業 

 エネルギー、水道、情報通信、卸・小売、金融保険、不動産、医療福祉、教育などのシ

ェアは４５％前後で推移している。 

④貧富の格差について 

 ほかの東南アジア諸国に比べても大きい。最近のＧＩＮＩ係数は 0.53 であり、フィリピ

ンやマレーシアの 0.43に対して格差が大きいとされる。 

（参考：日本 0.33、スウェーデン 0.26、米国 0.33） 

（６）タイの税制の特徴  

①国税・地方税の内容 

 法人税 付加価値税 個人所得税 特定事業税 関税（輸出入税） 海外送金に対する

源泉徴収 石油所得税 印紙税 物品税 土地家屋税・地方開発税 看板税などで構成さ

れている。 

 このうち、農民に対しては耕作地は無税なので、個人で農業経営を行う場合の税金は、

個人所得税、付加価値税が主なものである。 

②税収の構成（以下、かなり大雑把な見方であるが） 

 直接税：間接税＝４０：６０であり、日本の６５：３５に対して、間接税の割合が大き

い。直接税のうち、法人税が約３０％、個人所得税が約１０％、間接税のうち付加価値税

（および物品税）が約４０％、残りが海外送金に対する源泉徴収ほかである。 
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 個人所得税を支払っているのは、国民の約３．４％＝２３０万人程度である。 最低年

収ラインの 15万バーツ以下の国民は、間接税を除きほとんど税金を払っていない。 

 農民たちは自作の米ほか農産物主体で生活しており、現金収入（表面）は最低年収ライ

ンを下回っている。 

 他方、固定資産税、相続税、贈与税がなく、金持ちはますます富裕になる傾向がある。 

 脱税が常識で富裕層はあらゆる手立てを尽くし、税逃れをしている。 

③タイ政府の財政収支（２０１３年） 

 歳入 ２兆８５７５億バーツ（約８兆５７２５億円） 歳出 ２兆８８１３億バーツ（約

８兆６４３９億円）でほぼ均衡している。 これはＧＤＰ約１２兆バーツ（３６兆円）の

２５％。である。 

 財政赤字は、－５％前後で推移。 一般政府部門の財政収支の対ＧＤＰ比率は、約４０％。 

 タイ国債のムーディーズによる格付けは「Ｂａａ１（安定的）」である。 

 

以上、概略ながらタイ王国の持つＤＮＡについて考察した。 

このＤＮＡは戦後底流として継続して機能しており、大きな変更はない。 

 

２．きょうのタイ 

 今日現在のタイの混乱の始まりをどう見るかについて、私は、２００１年９月に発足し

たタクシン・チナワット内閣からという観点に立つ。理由は、２００１年から２０１４年

６月までのタイの混乱（今までになかったまったく新しい混乱）の原因がここにあるとみ

るからである。結論から先にいうと、タクシンという人物の政治家としての出現は、きわ

めて有能かつ悪魔的な性格を持つ人間が、タイの根本を揺るがす大悪事を行い、果ては国

民を二分してタイを去った（追われた）が、その後始末はまだついていないまま現在に至

っているということである。 

（１）タクシン・チナワット（左下の写真）について 

略歴：１９４９年７月生まれ、６５歳。２００１年９月から５年間

タイの首相を務めた、２００６年９月にクーデタにより国外追放さ

れた。 

彼はタイ王国警察士官学校を首席で卒業し、

米国留学後タイで警察官として勤務、副業と

して、シルク販売、移動映画、不動産事業、

コンピューター販売などを手掛けたがすべ

て失敗。その後、携帯電話会社を立ち上げ大

成功した。１９９４年、パランタム（法の力）党に入党し、政治家

としての道を歩みだした。パランタム党党首は、チャムロン・スリ

ームアン（写真右）というタイでよく知られた清廉な人物で、陸軍



7 

 

少将（退役時）の肩書を持つが、生活は敬虔な仏教徒で草庵で粗末な服を着て生活してい

た。チャムロンは当初タクシンの悪魔性を見抜けず、彼を引き立て、連立内閣の外相に送

り込んだりした。パランタム党は、タイ人たちから清廉な政治家集団とみられたので、タ

クシンも清廉の仮面を被って政界にデビューしたわけである。パランタム党はチャムロン

が政治から手を引くと決意したため、１９９８年に内部崩壊、タクシンは自らタイ愛国党

を創設、カネの力で諸政党を合併し、２００１年の下院選挙でタイの歴史で初めて下院の

過半数を獲得、政権を担当することになった。 

（２）タクシン・チナワットの人間と思想・行動の根底にあるもの 

 私の推測も入るが、いろいろの情報を集約すると、次のようになる。 

＊タイ人のＤＮＡのひとつである利己的自己中心主義者で、己の欲求を国家的規模で実現

しようとした。 

＊彼自身が、タイ人の自己中心主義のＤＮＡを十分に理解し、利用した。 

＊選挙で多数党の党首になるための諸施策を講じた。 

＊表面的には、タイで最初の現代的感覚を持つ有能な政治家という役割を演出した。 

（３）タクシン・チナワットの施策： 

 上記（２）の欲求を達成するために、まず選挙に勝つだけでなく、下院で多数党の党首

になることが必要であると理解し、そのための施策を講じた。その施策は国の負担の増加

を伴うが、一切頓着しない。選挙に勝てさえすればよい、というスタンスを取った。タク

シンの支配する企業グループＳＣ（シン・コーポレーション）グループからの多額の政治

資金で新旧政治家たちを勧誘し、多数をタイ愛国党に加入させた。党員のなかには、以前

左翼的学生運動をしていた変り種もおり、彼らも頓着なく引き込んだ。 

 2001年の総選挙は、1997年 9月成立の「1997年憲法」で規定された小選挙区・比例代

表制が初めて採用される選挙で、下院でマジョリティを占める政党が出現しやすい土壌が

あった。 

 選挙のスローガンとして、大票田の農民層・労働者層・小規模事業者層の歓心を買う施

策を打ち出す。「30 バーツ（約 100 円）の医療制度」、「農民層の負債を 3 年間返済猶予」、

「村落基金の設置の 3本柱」である。 

 30 バーツの医療制度は、公務員や企業などの医療保険に加入していない国民が希望すれ

ば、1回 30バーツで医療が受けられるというもので、導入後全人口 6,600万人のうち 4,000

万人が受給希望者として登録されたと言われている。結果、今まで医者にかかったことが

ない人々が病院に殺到し、医師・看護師の負担増、待ち時間の長期化が問題化した。財源

として、政府は酒税・たばこ税を充当したとのことだが、このために酒税・たばこ税が増

税されたという情報はない。結果、政府の財政負担増となった。病院には、患者一人当た

り 1,600バーツ（約 5,330円）が支給された。 

 農民層の負債を 3 年間返済猶予は、タイ農業・協同組合銀行が農民に融資した金額につ

いて、3年間元利の返済を猶予し、その間の利息（約１０％）を政府が負担するというもの
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で、2001年 4月 1日～9月 30日の間で申請を受け付け、231万人、943億バーツ（約 2,829

億円）の申請が受理された。 

「村落基金」は、全国の 75,547の村落・都市コミュニティーを対象に、各コミュニティに、 

100 万バーツ（約 300 万円）を年３％の利子で貸し付ける制度で、73,089 コミュニティが

登録した。 

 いずれも、農民・労働者・小規模事業者に大歓迎され、タイ愛国党の圧勝につながった。 

（４）タクシン政権発足当初の国民的人気 

 彼の真意が不明の時期、タクシン政権は、「これまでにない画期的な実力政権」として、

農民・労働者・小規模事業者層のみならず、都市の経済界・財界からも高く評価された。 

 タクシン政権は、これまで遅々として進んできたタイを、行政、経済、社会の大改革に

より、一気に先進国へ移行させるための「タイ王国の現代化計画」実現のための画期的な

政策を公表した。 

 主な戦略・政策は以下のとおり。 

＊ＣＥＯ政府への移行： 

・国家を企業と同一視し、首相を企業のＣＥＯとする発想（首相への権力集中） 

・戦略とビジョンを重視する行政運営（⇒大幅な行政改革、公務員への評価制度の導入等） 

・大企業群と小規模事業者・農民・労働者への両面作戦政策の導入（タクシノミックス）  

＊社会の裏面部分への挑戦 

・麻薬取締作戦：麻薬ルートを暴き、地下組織を大々的に摘発⇒被疑者を殺害。 

・風俗営業取締作戦：風俗営業の時間制限などで圧力をかけた。 

（５）次第に化けの皮がはがれる 

＊僚友の離反 

 裏面的部分は、なかなか国民に分からず、しかし、次第にチャムロンを筆頭にタクシン

の仲間の中から離反者が出現。強硬な反タクシンキャンペーンを展開することになる。2006

年初めごろ、反タクシン派の民主市民連合（People's Alliance for Democracy:ＰＡＤ）＝黄

シャツ派が結成された。   

 タクシンの悪魔性を同じように見抜いたのがプミポン国王であった。国王は機会あるご

とにタクシンの政策を暗に批判したが、タクシンは聞く耳をもたなかった。結果、国王主

導のクーデタにつながる。その背景として、タクシンが王室の財産権を侵害したとの噂も

ある。また、タクシンの「タイ王国現代化計画」は、それまで国王が提唱していた「足る

を知る経済」への挑戦でもあり、この点でも国王の批判を受けていた。 

＊チェンマイ・フォーラム 

 2004年 1月に、タイの政治経済学者ほかがチェンマイでタクシン政権についての討論会

を開催し、タクシンのポピュリズムの危険な側面を問題にした。 

＜いくつかの具体例＞ 

＊ネポティズム（身内の者を軍や警察の幹部に登用）。  
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＊親族の会社への利益誘導。 

 一時、タクシン・ファミリーの保有株式はタイ証券取引所の時価総額の１０％を占める

に至るが、法律違反疑惑など多くの問題が発生した。（輸入通信機器の関税法違反、シン・

コーポレーションのシンガポール企業への売却に関する外国企業規制法違反疑惑と脱税容

疑、ｉＴＶ＝タクシンの民間ＴＶ局の不正等） 

＊メディアの支配（新聞、テレビ局の買収を画策した） 

＊麻薬取締の際の殺人（約２５００人が殺されたと言われている）、自分に逆らう者に対す

る虐待などである。裁判にもかけずに関係者らしき人々を殺害したとして、国王も不信感

を表明した。 

（麻薬・風俗営業などの業界と警察との癒着は、かねて公然の秘密だったので、これらの

ルートを摘発することで、警察幹部の悪事がばれ、腰砕けとなった。） 

＊イギリスのサッカーチームを、国が発行する宝くじで買収しようと提案した（2004/8)。 

 （チャムロン・シームアンは「国が賭博を奨励するのか」と猛反対し、反タクシン派結

成のきっかけとなる） 

 結果、2006年 9月の国外追放となった。 

（６）タクシン・チナワット追放以後のタイ政治 

 国民の大多数が曲がりなりにも支持した政権が崩壊する。 

 これに納得できないタクシン政権の支持派は反独裁民主戦線（United Front of 

Democracy against Dictatorship: ＵＤＤ）＝赤シャツ派を結成、反タクシン派の民主市民

連合（People's Alliance for Democracy:ＰＡＤ）＝黄シャツ派と対立を続けてようになった。 

 赤シャツ派は労働者階級と北部タイの農民を中心に構成されており、黄シャツ派は都市

住民の中間層・富裕層、官僚、軍上層部、司法および南部の農漁民などから構成されてお

り、新旧体制の対立と南北の地域対立の構図にまで発展した。国民が二分されてしまった

のである。 

 私は、この事態に、タクシン・チナワットの持つ先見性と悪魔性をみる。 

 先見性の面では、タイのＤＮＡの中にある旧体制そのものの利権に挑戦しようとした。

貧しい労働者・農民層に対するこれまでの消極的な政策から、国のおカネを使っての積極

的支援に乗り出した。推測だが、王制に対する見方も従来の政治家たちと違っていたよう

だ。高齢の国王の将来を考えたのかどうか？彼は、むしろ皇太子に近づいていたという噂

もある。もうひとつ、華僑の末裔として、中国ータイーシンガポール枢軸を目論んでいた

とも言われている。シンガポールのリー・クアンユーとは、同じ出自（客家）であり、相

通じるものがあったようだが、リー・クアンユーが、無借金国家、汚職皆無の国家を目指

したのに対して、対岸的な悪徳国家を目指したのは皮肉である。 

 悪魔性の面では、繰り返しになるが、国を自分のモノにしようとしたのではないか？と

の推測が成り立つ。国の支配者（除く、国王・枢密院）をタクシン・ファミリーで固めよ

うとしたのではないか？立憲民主主義のタイで、下院のマジョリティを抑えれば、怖いも
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のなしの存在である。 

 タイ愛国党→タイ貢献党につながる与党議員たちは、このようなタクシンの意図をどの

ように受け取っていたのか？いろいろの推測が可能であるが、彼らは選挙に強いタクシン

派をよりどころにせざるを得ず、タクシンの真意に目を瞑ったということではないだろう

か？ 

 タクシン派を支持する選挙民たちはどうだろうか？私は彼らのなかにタイ人の利己主義

を感じている。タクシンが選挙目当てに民衆に差し出した甘い汁をおおいに歓迎し、享受

した。これが独り歩きしたのである。タクシンが悪いことをしようがしまいが関係ない、

自分たちにこれだけいい思いをさせてくれた政治家はいままでにいなかった、ということ

であろうか。  

 黄色シャツ、赤シャツの対立は、２００６年９月から現在に至る８年間に、タクシン個

人を超えて、タイのＤＮＡの矛盾を露呈させ、根深い対立を残したまま、２０１４年５月

２２日の再度のクーデタに至る。 

＜2006年 9月 19日～2014年 5月 22日の間の主な出来事＞ 

2006/9/16 ソンティ・ブンヤラガリン陸軍司令官を議長とする「民主改革評議会」によ

るクーデタで、タクシン政権崩壊。 

2007/8/24 国民投票⇒国王の認可を経て、「2007年憲法」公布。 

（小選挙区制⇒中選挙区制、内閣の集団指導原則、充足経済原理、など） 

2007/12/23 下院議員選挙（定員 480名） 

（国民の力党＝タクシン派 233議席、民主党 165議席） 

2008/1/28 サマック内閣設立。反タクシン派（ＰＡＤ）の反政府運動激化⇒大規模デモ、

国会・政府包囲、バンコク中心部占拠、空港占拠⇒政府による強制排除。 

2008/12 アピシット（民主党）による連立政権。タクシン派（ＵＤＤ）による反政府

運動激化⇒バンコク中心部を占拠、東アジアサミット（於、パタヤ）妨害。 

2011/7 総選挙実施。タクシン派のタイ貢献党が第 1党になる。 

2011/8 インラック・チナワットタイ貢献党党首による内閣成立。 

タクシン・チナワットへの恩赦法案を提出⇒反タクシン派（ＰＡＤ）の反政

府運動激化 

2014/5/22 プラユット（Prayuth Chan-ocha）陸軍総司令官主導のクーデタ発生（タイ

の歴史で 19回目）⇒憲法停止⇒国家平和秩序評議会による国家秩序回復 

作業が進行している 
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（７）インラック内閣の功罪 

 就任当初から「タクシンの操り人形」と揶揄され、不安なスタートとなったが、閣僚な

どタイ貢献党の幹部に支えられ、3年弱政権を担当した。その間の主な動きは、 

＊兄の免罪に努力⇒失敗。 

＊2011年の大洪水対策に奔走⇒一定の評価。 

＊農業政策の失敗＝米価買い支えによる政府支出の増大。 

 兄の農業政策を引き継ぎ、さらに農民のための方策を導入した。「籾米担保融資制度」で

ある。基準融資価格を米の市場価格の 1.5倍とした。市場価格１ｔ＝１万バーツに対し、 

政府に１ｔ納めれば 1 万５千バーツの融資を受けられるので、農民たちは政府融資に向か

った。このため政府在庫の増大、政府の売り出し価格（＝市場価格）との値差の損失、コ

メ輸出競争力の減退、果ては周辺諸国の低級米まで買い上げてしまう不手際をなった。 

 コメの輸出では、すでに 2012 年には、インド（1038 万ｔ）ベトナム（772 万ｔ）を下

回り 673万ｔで第 3位となっていた。（2011年は、1070万ｔ） 

 インラックは現在、この制度で政府に 3000億バーツの損失をもたらした嫌疑を受けてい

る。 

＊最低賃金を 300バーツに引き上げ。 

 労働者層大歓迎＝タイの競争力の減退。 

  

３．きのうまでのタイ（２００１年までの歴史年表） 

西暦 主な出来事 

1240ごろ スコータイ王朝成立（それ以前は、クメールの支配地域であった） 

1279 第 3代 ラームカムヘン大王即位 

1351 アユタヤー王朝成立 

1438 スコータイ王朝滅亡 

インラック・チナワット 
プラユット・チャンオチャ 

陸軍総司令官 
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４．あすからのタイ 

 「今日のタイ＝2001/9～2014/5」で私はタイのＤＮＡの問題点を浮き彫りにした。 

 タクシン・チナワットが、タイ王国の現代化計画に着手したといっても、彼がこの計画

を、一人の良心的な本当にタイのことを思う政治家として、身を挺して邁進したのであれ

ば、それはタイのためによいことであったが、すでに述べたように、彼はあくまで利己的

動機に基づいてこれを進めたわけで、いかにも画期的な政治家の出現と国民に思わせなが

ら、国を欺いて、国を乗っ取ろうとした。その結果、国王と一部の国民を敵に回し、他方、

農民層・労働者層・中小規模企業者層に甘い汁を飲ませ、タクシン信者に仕立て上げるこ

とに成功した。そればかりでなく、選挙のたびに、タクシン派が多数党を維持していると

いうことは、多くの政治家がタクシン・チナワットの手法に賛同しているということにな

り、彼らはタクシンの悪魔性に目を閉じているということになる。 

そのため、タイ王国はかつてない新しい危機に直面している。 

 この現実を前提として、あすのタイを予測するのは、きわめて困難であるが、試みてみ

たい。 

①王室と国民の和解 

 今日、タイのことを一番よく知っている人物は、プミポン国王である。過去６８年タイ

のあらゆる分野を、国王の立場から見てきた人物であり、タイの長所・欠点・弱点を知り

1569 ビルマのタウングー朝により、アユタヤ陥落 

1584 ナレスアン王によるビルマからの独立 

1612ごろ 山田長政が朱印船でアユタヤへ 

1767 ビルマのコンバウン朝によりアユタヤー陥落→アユタヤ王朝滅亡 

1768 タクシンによるトンブリ王朝成立 

（タクシン・チナワットのタクシンと綴りが違う） 

1782 トンブリ王朝滅亡→バンコク王朝成立（ラーマ 1世～ラーマ 9世） 

1932 立憲革命 

（以来、議院内閣制→クーデタ→議院内閣制→クーデタの繰り返し） 

（1946） ラーマ 9世（プミポン）国王即位 

1992 5月の市民対軍隊の対立を国王が収拾。クーデタ時代の終焉と期待。 

1992~2001 

 

（1997/7) 

（1997/10） 

（1998/7） 

チュアン内閣（1992・9～）、バンハーン内閣（1995・7～）、チャバリット

内閣（1996・11～） 

アジア通貨危機。 

1997年憲法（“真に国民のための憲法”と評価された） 

タイ愛国党設立。 

2001・2 タクシン内閣（1997年憲法による初めての選挙により成立） 

2006・9 クーデタ 
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尽くしている人物であることは間違いない。しかも、過去何度も国の困難を解決してきた

実績もある。それが今回はおおきな動きをされていない。 

 巷には、「ご高齢でもあり、健康問題もあるため」と言われているが、それよりも、2006

年 9 月のクーデタが、曲がりなりにも、国民の大多数が選んだ民選の首相を追い出すとい

うタイでは初めて事態に国王が承認を与えたことに対して、国民の過半数が異議を唱えて

いることが原因ではないかと思われる。タイ国民として、国王を名指しで異議を唱えるこ

とは不可能であるが、タクシン派（赤シャツグループ）の心の中にそれがあると見る。 

 西欧民主主義を国の基本とするほとんどの国が同じように感じていても無理はない。 

 2014/5/22の再度のクーデタは、次善の解決策であると期待されたが、タクシン派は異議

を唱え続けている。問題解決になっていないのだ。 

 それゆえ、黄シャツ・赤シャツの対立をいかに解決するかが、国王に課された大きな課

題である。過去タイは混乱の収拾をすべてプミポン国王にゆだねてきた。ほかに解決でき

る人物が存在しないのが現実である。 

 再度のクーデタも効果なしとなれば、次に打つ手はなにか？ 

 一番望ましいのは、国王とタクシンの和解、国王と赤シャツ派の和解である。これが実

現し、黄シャツ派も納得すれば、国民の和解が成立する。 

 しかし、きわめて困難な課題である。 

 現在の国家平和秩序評議会が目指しているのもこの方向であろう。 

 私は、2006年 9月のクーデタのとき、クーデタでなく、国内でタクシンを訴追すること

で、彼の罪を問う（田中角栄元首相と同じように）方法がとれなかったものかと残念に思

った。しかし、それが可能であったのかどうか不明である。タクシンはしたたかに、在任

中、司法の分野にも自分の息のかかった人間を入れようと図ったふしがある。国王でも自

分に手を付けられないように画策したようだ。しかし、これは通じなかった。 

 枢密院議長のプレム・ティンスラーノン（93）（写真右）を敵に回

したのが致命的となった。彼は、1980～1988まで 8年間政権を担当

し、その後現職にあり、国王の信任厚い人物。彼の進言でタクシンを

追い出したのは公然の秘密である。 

 国王とタクシン・タクシン派の和解の方策があるとすれば、プレム

による根回しが必要となろう。 

＊国王交代のとき 

 現国王がなんらかの事情で退位された場合が次にタイに訪れる 

危機である。このことはかなり前から、タイ人の最大の関心事である。後継者として、現

皇太子とシリントーン王女の二人に王位継承権が付与されており、どちらに決まるのか、

注目されている。現国王がはっきり意思表示すればこれが最終決定となるが、それがなけ

れば、枢密院が国会に後継候補を提示し、国会が決める。 

 現国王がどう考えておられるのか？推測の域をでないが、王位継承権を 2 名に与えたこ
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とに問題の複雑さがある。巷間、国王はシリントーン王女を、シリキット王妃は皇太子を

考えていると言われていた。これが最近国王もやはり皇太子を後継に考えるようになって

いると噂されているが不明である。 

 タイの国王は、敬虔な仏教徒であり、国民の崇拝を受ける高潔な人物でなければならな

い。その点、現皇太子にはプミポン国王のような高潔さがないとタイ国民は見ている。 

シリントーン王女は、その点では申し分なく、国民の崇拝を受けうる人物だが、皇太子を

差し置いて国王になった場合、必ず反対派が出現するのは間違いない。 

②周辺諸国の発展 

 あすのタイにとって周辺諸国の発展は、まったく新しい状況である。東西回廊、南北回

廊などの幹線道路がほぼ貫通し、タイの工業製品・部品などが周辺諸国に輸出され、タイ

は潤っているが、周辺諸国は次第にタイの競争相手として台頭するであろう。 

 農業分野では、すでにベトナムがコメ輸出国として、タイを凌駕しつつあり、近い将来 

ミャンマーもコメ輸出に進出するであろう。 

 工業製品の分野では、中国産品との競合がすでに始まっており、これにミャンマー、ベ

トナム、ラオス、カンボジアが台頭してくる。 

 インド、バングラディッシュとの協調・競合も活発になるであろう。 

 その中で、アセアン経済圏は共同体としてまとまりつつあり、周辺諸国との関係も問題

が深刻化する前に協調していく素地ができていると見る。 

 タイ企業の周辺諸国への投資も活発であり、win-winの関係が構築されつつあると見るこ

とができるかもしれない。 

 日本は、タイについて東南アジア諸国の中で最も安定した国として、多数の企業進出を

実現してきたが、今回の政治的混乱でこれまでにない困難な環境に変わったという見方が

でており、今後の投資動向にブレーキがかかってくることが懸念される。 

以上 
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