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福岡県ベンチャービジネス支援協議会 

 

タイにおける現地情報 
      2021年 7月 12日  

 HS-TECH ENGINEERING（バンコク在住） 

橋 本 真 也  

【コロナ第三波との格闘（その 3）】 

⚫ 感染およびワクチンをめぐる情況 

３月下旬頃に勃発し、５月になって１００万人あたりの PCR 陽性者数および同・死者数の増加傾向がや

や緩やか（図・表１）になりかけた「コロナ第三波」は、6月中旬頃から再び増加に転じた。そして７月 10日、

日間・死者数が指数関数的増加ではないが、過去最悪の 86 人、同・PCR陽性者はワースト 2 で 9,539

人を記録した。しかもこの傾向はしばらく継続する気配だ1。 

これに対応すべくタイ

政府は 7 月 10 日（土）、

バンコク都およびその周

辺の 5 県並びにマレーシ

アとの国境に近い深南部

4県（図・表 2）に 7月 12

日(月)から当面の 14 日

間、従来よりも「厳しい措

置（第 27 号）2」を実施す

ることになった。また、バン

コク都も 10日、各種事 

業活動の規制に関する告

示 36号を発出した。 

 

在タイ日本国大使館か

らは速くも同日の 17：31

に 2 7 号の邦訳が、36

号の邦訳は 11 日（日）の正午前、電子メールで受信した。渦中にある在留邦人のひとりとして、頭が下がる

思いだ。以下、最前線の医療従事者やコロナ禍で心身共に疲弊している国民3の状況を踏まえて、タイのコ

ロナに関する現況を報告する。 

 

免疫学者の Prapaporn Pisitkun（国立マヒドン大学医学部ラマティボディー病院准教授）は、中国

製・SINOVAC ワクチン（以下、「SINOVAC」）を二回接種したにもかかわらず Covid-19 に感染した。

女史の中和抗体4はワクチンを 2 回接種してから二週間後に 92．9％、二か月後では 65．7％まで低下し

たことを自身の facebookで紹介した。 

 
1 首相も観光地・プーケット（島）滞在中、感染者との濃厚接触の疑いを受け、自主隔離中 
2 関係者への補償との兼ね合いもあり、政府は「ロックダウン」という用語は使用していない。 
3 タイ公衆衛生省メンタルヘルス局によれば、2019年の年間自殺者数は 4,419人で、人口 10万人あたり 6.64人、2020年

は対前年比で 16.6％増の 7．74人に達した。 
4 ウィルス粒子に結合し、ウィルスのヒト細胞への感染を防ぐ能力をもつ抗体, News release, 富山大学[https://www.u-
toyama.ac.jp/wp/wp-content/uploads/20210616.pdf] 

図・表 1 タイにおける人口百万人あたりの感染者（PCR陽性者）数、死者数推移 

（7月 10日時点まで） 出所：札幌医科大学のウェブサイトから引用、加筆 
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女史はさらに続ける。『中和抗体が65．7％程度では（タイでも主流になりつつある）デルタ型には充分と

は言えず、再接種あるいはｍRNA 型ワクチンを新たに接種すべきだ。SINOVAC は他に選択肢が無い

場合は受け入れざるを得ない。ただし、SINOVACでは国民はウィルスに感染し、その拡大は止まらない。

（丸括弧内筆者）』 

 

公衆衛生省は6月 30日、既にSINOVACを二回接種した医療

従事者5に対して、Pfizer ワクチン（以下、「Pfizer」）を新たに接種

することの是非に関して学識経験者と会議を行った。その席上、誰か

が『SINOVAC では（国民や医療従事者を）守れない。我々は

（SINOVAC を選定してしまったことの）弁解ができない。（丸括弧

内筆者）』と発言した議事録の一部が外部に漏れた6。これに対して

公衆衛生大臣は、発言があったことを認めつつも、昨年 11月に締結

した SINOVACの購入契約を破棄できないとしている。 

 

上記等を受け、医療従事者や国民は効果が不確かなSINOVAC

に頼り、Pfizerを手配7してこなかったとして、タイ政府に非難を浴び

せている。例えば、最前線で活動を行っている医療従事者等のネッ

トワークは mRNA ワクチンの接種に向けた請願キャンペーンを展開

中で、既に 20万筆以上（7月 6日時点）の署名を集めた。 

 

さらに悪い情報としてシンガポール政府は、SINOVAC を接種率

にカウントしないことになった。加えてインドネシアで 7 月 7 日、

SINOVAC接種トライアルを主導してきたインドネシア人第一人者（科

学者）がコロナと疑われる要因で死亡したと報道された8。タイでも

SINOVAC接種への不安が益々高まるだろう。 

 

この様な情況にあっても、政府はデルタ型へ対応すべく三回目の Booster shot（再接種）として約 70

万人の医療従事者および特定疾患を持つ国民には、相変わらず SINOVAC を接種する。ただし、米国か

ら無償提供される 150万接種分の Pfizer（8月中、タイに到着予定）との併用も検討中らしい。 

 

一方、我が国が無償供与した 105万接種分の日本産・アストラゼネカワクチンは 7月 9日(金)、タイ

に無事到着した。これらは高齢者（タイ人および在留外国人）向けとなるようだ。なお、タイから周辺各国や

台湾へも供給される、タイ産・アストラゼネカワクチンの供給状況に関しては、「6 月号：コロナ第三波との

格闘（その 2）」で報告して以降、特記すべき新たな情報を入手していない。 

 

ところで、タイ国内に限らず各国で各種変異型ウィルスに対するmRNAワクチン接種による予防効果の

持続性にも疑問が出てきている。当面、季節性インフルエンザのように、感染予防あるいは感染後の重症

化を回避するため、打たざるを得ない人は定期的に「種々のワクチン接種9」でしのぎ、効能の高い「予防薬

や治療薬」の出現を待つことになるのだろうか。 

 
5 タイでは医療従事者の９５％にあたる 679,276人に SINOVACの二回接種が完了している。 
6 地元紙電子版および CNN[https://edition.cnn.com/2021/07/05/asia/thailand-sinovac-vaccine-efficacy-intl-hnk/index.html] 
7 政府が調達する 2千万接種分の Pfizerは 12月末までにタイに到着するとの報道（7月 6日付）もある。 
8 [https://edition.cnn.com/2021/07/08/asia/sinovac-scientist-indonesia-dies-intl-hnk/index.html] 
9 つい最近、内閣は私立病院等が政府機関（Government Pharmacecutical Organization）を経由してModerna ワク

チンを調達することを承認した。接種を希望する場合は有料（例：3,300バーツ＝11,140円／2回、諸経費や保険を除く）となる。 

図・表 2 都県別・日間 PCR陽性者 

（7月 8日のスポット値） 

出所：COVID-19管理センターのデータから作成 
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深南部地域 

プーケット（島） 

人口が一極集するバンコク都周辺および 

宗教的要因も一因となり、深南部地域で 

PCR陽性者が多いと考えられる。 

バンコク都 
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⚫ タイは 10月（中旬）からの全面開国か!？ 

プラユット首相は 6月 16日、国民に向けてテレビメッセージを伝えた。『まさに、完全に国を開くときが来

た。国民の生活と国家経済を立て直すため、120 日以内に国境を開く。収入を得る術を失い生活に困窮し

ている国民の労苦を低減させる。それには、“綿密に考え抜かれた計画”の下、旅行者（ワクチン接種済み）

を受け入れる必要がある（以下省略）。』 

 

種々の条件10があるが、10月中旬頃までに、タイ国民の 50％が少なくとも一回のワクチンを接種してい

れば、タイはいよいよその頃からワクチンを接種した海外からの旅行者に隔離を求めない。これに先駆けて

観光地として有名なプーケット（島）（写真 1、図・表 2）では 7 月 1 日（木）から、全土における全面開国に

向けた問題点の洗い出し11を行うため、日本を含む低-中リスク国（７月８日時点で 68 ヶ国）のワクチン接

種済み旅行者を限定的に受け入れる「SandBoxパイロットプロジェクト12」を開始した。 

 

ただし、国民の多くは未だ海外からの旅行者受け入れに懐疑的だ。政府はワクチン接種による効果の持

続性や強弱に対する国民（外国人を含む）の不安を真摯に受け止め、弾力的な対応を行うことが不可欠だ。

そして計画通りに国を開いて欲しい。 

 
10 これ以外の条件（都・県間の越境移動等）もありそうだが、明確化されていないようだ。サムイ島は 7 月 15日から、チェンマイは 8 月から同様

のプロジェクトがスタートする。 
11 7月 6日、ドバイから直行便にてプーケット国際空港に到着した「１４人のグループ旅行客」に PCR検査を行ったところ、１人の陽性者が確認

されたため１４人全員が 14日の隔離に入った。隔離期間中の費用は自費とも、払い戻されるとの情報もある。保険の適用条件も気になるところ。

なお、１４人以外の搭乗者への措置は明かでないが、隔離されなかったようだ。 
12 逐次、受け入れ条件が更新されていることから、在タイ日本国大使館等の告知や在日本・タイ国領事部等で詳細を確認されたい。 
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⚫ タイの産業振興に重要なパートナー国とは？ 

2015 年、三菱 UFJ 銀行に経営統合されたアユタヤ銀行は、良質な経

済分析を提供するタイで資産規模国内第 5 位の市中銀行である。この銀

行のアナリスト13が考えるタイの産業振興および高度化に重要な第一優先

パートナー国（第一優先国）を図・表 3 に示した。我が国は「機械製品」、

「自動車」および「電気機器」の3業種で第一優先国に位置づけられたもの

の、シンガポールの 4業種の後塵を拝した。一方、中国は IT、ゴム・プラス

チック、建設、情報通信、非鉄金属、放送等、実に 10 業種で第一優先国と

評価された。親日のタイとはいえ総人口6,998万人（2021年）の約13％

が華人14といわれ、中国への「郷愁・親近感」を覚える国民が多いことも、こ

の結果に如実に現れている気がしてならない。さらに、主要優先パートナ

ー国と第三位までの優先順位付けを図・表 4に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：アユタヤ銀行のウェブサイトの資料（6月 28日付）を転用し、邦訳加工

 
13 残念ながら、アナリストに日本人らしき名前は見当たらない。
https://www.krungsri.com/en/research/industry 

14 本稿ではタイ国籍を取得し土着化した中国系住民を念頭に置いているが、二重国籍
者等をも含む「華僑」との厳密な区分で用いていない。 

図・表 3 タイの産業振興に重要な第一優先事項および第一優先パートナー国（業種別） 

 

春節時のバンコク銀行・支店 

（主な市中銀行も同様） 

https://hstecheng.com/
https://www.krungsri.com/en/research/research-intelligence/thailand-sectoral-potential-2021
https://www.krungsri.com/en/research/industry
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図・表 4 タイの産業振興に重要な主要優先パートナー国とその優先順位付け（業種別）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:図・表 3 と同じ

https://hstecheng.com/
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⚫ バンコク点描 

写真 2 は全て、バンコクの都心部から東へ数キロ離れた地域で撮影した。写真 2・上段右側にあったタ

イ飯屋は 6月末、高い賃借料（2,500バーツ＝8,630円／月・区画）を嫌って郊外の集落へ引っ越してし

まった。また、写真2・上段左側の賃貸料がさらに高い区画では、7月の平日にもかかわらず客足が少ない

ためか、全て商売をしていなかった。また、撮影時点では「足のみ」で営業が許可されていたマッサージ店

には、「ワクチンを接種しました。」との張り紙があった。ただしこのマッサージ店も、前述したバンコク都・告

示 36号により 7月 12日(月)以降、営業禁止となる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

緑：コロナ前、紫：コロナ禍中（2021年 6－7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑：コロナ以前に撮影、紫：６-７月撮影（プーケットを除く） 

以上 

ワクチンを接種しました 

看板娘 

料理はテークアウトのみ 

母親 

マッサージ店 

賃借料 2,500 バーツ／月・区画

シャッターなし 

賃借料 5,000バーツ／月・区画 

（平日なのに全店閉店） 

タイ飯屋街・約一年前までは土間 

（ネズミもあまり見かけなくなった。） 移転前の屋台料理屋 

タイ飯屋 

写真 2 バンコク都内 
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