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タイは、エネルギー、材料、バイオ化学品セクターにおける東南アジアの主要な投資先
Thailand, the Southeast Asia's prime destination for Energy, Material and Biochemical sector

18位世界有数の高い

生物多様性を誇る
most bio-diverse country in the world

1位キャッサバの世界的な輸出国
World’s exporter of cassava

生物多様性
Biodiversity

人的資本
Human Capital

インフラ
Infrastructure

出典：国立遺伝子工学研究センター（BIOTEC）、BOI、国際砂糖機構、Krungsri Research、 TBIA
Source: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), BOI, International Sugar Organization, Krungsri Research, TBIA

5位

1位アセアントップの
バイオディーゼル生産国

ASEAN’s top biodiesel producer

世界有数の
バイオディーゼル生産国

World’s top biodiesel producer

4位 世界有数の砂糖生産国
World’s largest sugar producer

世界有数の精米の
総収穫量
World’s top total yield of milled rice

6位

3位 バイオプラスチック
の世界的な輸出国
World’s exporter of bioplastics
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タイの持続可能な開発のためのBCGモデルの採用
Adopting BCG Model for Sustainable Development of Thailand 

C

B

G

循環型経済
Circular

Economy

バイオ経済
Bioeconomy

グリーン
経済

Green Economy

BCGはタイの主要な経済基盤となり、今後6年間で4.4兆バーツ（GDPの24％）の価値を生み出す

BCG will be Thailand’s main economic base, generating a value of 4.4 trillion baht (24% of GDP) over the next 6 years.

出典：タイ投資委員会（2020）、国立高等教育科学研究革新政策評議会（2021）
Sources: Thailand Board of Investment (2020), National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (2021)

タイ20ヵ年
国家戦略

Thailand’s 20-Year National 

Strategy

BCG

経済モデル
BCG Economy Model

持続可能な
開発目標

Sustainable Development 

Goals 

タイの取り組みと目標に合致していること
Consistent with Thailand’s Commitments and Goals

• 2030年までにGHGを20-25%削減
GHG Reduction by 20-25% by 2030

• 2050年までにカーボンニュートラルを実現
Carbon Neutrality by 2050

• 2065年までに炭素排出をゼロに
Net Zero Carbon Emissions by 2065

以下の内容に沿ったものです
In line with

• 日本のグリーン成長戦略
Japan’s Green Growth Strategy

• 持続可能な開発目標(SDGs)

以下をサポートしています
Supporting

• ESG（環境、社会、ガバナンス）の概念
ESG (Environment, Social, Governance) Concept
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グリーン成長戦略に沿ったBCG経済モデル
BCG Economic Model in line with Green Growth Strategy

食料・農林水産業 Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

- スマートアグリカルチャー、ブルーカーボン smart-agriculture, blue carbon

資源循環 Resource Circulation

- バイオマテリアル、リサイクル素材 biomaterials, recycled materials

カーボンリサイクル Carbon Recycling

- コンクリート、バイオ燃料、プラスチック材料 concrete, biofuel, plastic materials

水素 Hydrogen

- 発電用タービン turbines for power generation

モビリティ&バッテリー Mobility & Battery

- EV、FCV（燃料電池車）次世代電池 EV, FCV (Fuel Cell Vehicle), next-generation battery

洋上風力発電 Offshore Wind Power

- 風力発電機、部品、浮体式風力発電機 wind turbines, parts, floating wind turbines

半導体&ICT Semiconductor & ICT

- データセンター、省エネ半導体 data centers, energy-saving semiconductors

バイオ経済 BIO ECONOMY

再生可能な生物資源の生産と、これら資源の付加価値製品への転換を含む
involves the production of renewable biological resources and the conversion of these resources into value 

added products

グリーン経済 GREEN ECONOMY

経済・社会・環境のバランスを保ち、持続可能な発展を目指す
determines to keep economy, society and the environment, in balance, leading to sustainable development

例 i.e.

• 再生可能エネルギー Renewable energy

• 省エネ Energy saving

循環型経済 CIRCULAR ECONOMY

資源の再利用とリサイクルを目指す
aims at reusing and recycling resources

2050年までにカーボンニュートラルの同じ目標を共有する
Sharing the same goal of Carbon Neutrality by 2050

BCG経済モデル
BCG Economic Model

グリーン成長戦略
Green Growth Strategy

コラボレーションの機会を創出
Creating opportunities for collaboration 
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BCGにおける総投資申請額は増加傾向
Total Investment Applications In BCG shows a positive trend

84,003
88,462

127,201

55,059

100,179

68,443

152,434

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BCGへの投資額 単位：百万バーツ
Investments Made to BCG in THB Million

出典 BOI Source: BOI

0.5%
7.7%

10.7%

11.8%

6.5%

8.5%

0.7%BCG分野の総投資申請額における日本のシェア
Japanese Share in Total Value of BCG Applications
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日本企業が手掛けるBCG産業におけるプロジェクトの例
Examples of Japanese Projects in BCG Industries

醸造プロテインパウダー
Brewed Protein Powders

• バイオテクノロジーの
スタートアップ企業
Biotech startup

• 海外初の工場であるラヨーン工場は、
構造タンパク質の発酵・精製技術の研究
開発拠点となっている
The plant in Rayong, its first plant outside 

Japan, serves as an R&D base in fermentation 

and purification technologies for structural 

protein.

スパイバー（タイランド）
Spiber (Thailand)

ヒトミルクオリゴ糖(HMO)
Human Milk Oligosaccharide (HMO)

• 日本のキリンホールディングス傘下の
バイオテクノロジー企業
Biotech company affiliated to Japan’s Kirin Holdings

• タイの工場では、乳児と成人向けの粉乳のプレ
バイオティクスで重要な成分であるヒトミルク
オリゴ糖（HMO）を生産し、免疫力の強化に
役立てている
The plant in Thailand will produce Human Milk 

Oligosaccharide (HMO), a prebiotic and key ingredient in milk 

powder for infants and adults, helping to build immunity. 

タイ協和
バイオテクノロジー

Thai Kyowa Biotechnologies

セルロース糖の研究開発
R&D in Cellulosic Sugar 

• 東レと三井製糖ホールの合弁会社
A joint venture between Toray Industries and 

Mitsui Sugar

• 余剰バガスからセルロース糖を製造する
技術的実現可能性の研究開発と実証
R&D and demonstration of the technological 

feasibility of manufacturing cellulosic sugar from 

the surplus bagasse 

CBT
Cellulosic Biomass Technology
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BCG産業の会社例
Examples of Companies in BCG Industries
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支援機関 (Supporting Institutions)

etc.

産業、政策、知識面の支援と促進
Industrial, Policy and Knowledge Support & Promotion

協会・業界クラブ
Association/ industry club

etc.

研究センター・ファシリテーション
Research center/facilitation

etc.

出典：BOI、プラスチック研究所、タイ国政府観光庁（TAT）、NSTDA、国立遺伝子工学研究センター（BIOTEC）、高等教育科学研究革新省
Source: BOI, Plastic Institutes, Tourism Authority of Thailand (TAT), NSTDA, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), Ministry of Higher 

Education, Science, Research and Innovation  
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出典:BOI

Sources: BOI

9

BOIの投資恩典制度
BOI Investment Incentive Scheme

標準的な恩典
Standard Incentives

追加恩典
Additional Incentives

業種に基づく恩典
Activity-based Incentives

• バイオ・医療産業
Bio and Medical Industries

• 先端製造業
Advanced Manufacturing Industries

• 基礎・裾野産業
Basic and Supporting Industries

• デジタル、クリエイティブ、
高付加価値サービス
Digital, Creative Industries, and 
High Value Services

1

2 技術に基づく恩典
Technology-based Incentives

• バイオテクノロジー
Biotechnology

• ナノテクノロジー
Nanotechnology

• 先進素材技術
Advanced Material Technology

• デジタルテクノロジー
Digital Technology

最長8年間法人所得税を免除
≤ 8 YEARS CIT EXEMPTION

最長10年間法人所得税を免除
10 YEARS CIT EXEMPTION

競争力強化のためのメリットに基づく恩典
Merit-based Incentives for Competitiveness Enhancement

+

3

5

4

• 研究開発（R&D ）
Research & Development (R&D)

• 学術・研究機関、技術・人材育成
基金への支援
Support academic / research 

institutes, or technology and HR

development fund

• 知的財産権ライセンス料
IP licensing fee

• 高度技術研修
Advanced technology training

• 現地サプライヤーの開発
Development of local suppliers

• 製品・パッケージのデザイン
Product and packaging design

• 技術・人材育成基金への寄付
Donations to technology & 

human resource development 

funds

立地に基づく恩典
Area-based Incentives

• 東部経済回廊 3県
EEC 3 provinces

• 特別経済開発区10県
SEZ 10 provinces

• 南部国境地域
Southern border provinces 

• 所得の低い20県
20 provinces with the 
lowest income

アジェンダに基づく恩典
Agenda-based Incentives

• タイ証券取引所（SET）およびオルタナティブ投資市場
（MAI）上場企業への投資促進策
Investment promotion measures for companies listed in 
the Stock Exchange Of Thailand (SET) and the Market for 
Alternative Investment (MAI)    

Standard Addition

• 所得の低い20県
20 provinces with the lowest 
income

• 工業団地・奨励を受けた
工業区
Industrial Estates/Zones

• 科学技術区
Science and Technology 
zones (TSP, Food Innopolis, 
Space Krenovation Park)

• 効率向上のための措置
Efficiency enhancement measure

• 草の根経済発展支援策
Measures to Support Grassroot Economy 
Development
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出典:BOI

Sources: BOI
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業種に基づく恩典のパッケージ
Standard Activity-Based Incentive Packages

※恩典は、製品、技術レベル、サプライチェーンにおける役割など、
いくつかの重要な要素に基づいて付与される

Incentives are based on several key factors including product, level of technology, and role in supply chain.

8
years

0
year

法
人
所
得
税
免
除

C
IT

e
x
e
m

p
ti

o
n

B2 ✓
✓-

国の競争力を向上させるデザインや、研究開発（R&D)に主眼を置いた知識ベースの事業
Knowledge-based activities focusing on  R&D and design to enhance thecountry’s  competitivenessA1 ✓

✓
✓8

年間

国の発展に貢献するインフラ事業、タイ国内投資が少ないか、
またはまだ投資が行われておらず、付加価値の創出に高度技術を使用する事業
Infrastructure activities for the country’s  development, activities using technology to  create value-added, 
with no or veryexisting  investments in Thailand

A2 ✓
✓

✓8
既にタイ国内に生産拠点が少数あるものの、国の発展にとって重要な
高度技術を使用する事業
High technology activities which are important  to the development of the country, with a few  investments 

already existing in Thailand

A3 ✓
✓

✓

年間
5

技術がA1-A3ほど高度でないものの、国内原材料の付加価値を高め、サプライチェーン
を強化する事業
Activities with lower technology than A1- A3 but which add value to domestic  resources and strengthen 

the supply chain

A4 ✓
✓

✓

年間
3

高度技術を使用していないものの、バリューチェーンにとって重要な裾野産業
Supporting industry that does not use high  technology, but is still important to the  value chainB1 ✓

✓
✓-

-

年間
+メリット

+メリット
(上限なし)

高度技術を使用していないものの、バリューチェーンにとって重要な裾野産業
Supporting industry that does not use high  technology, but is still important to the  value chain

法人所得税の
免除

Exception

CIT

機械輸入税の免除
Exception Import

duties on Machinery

原材料輸入税の免除
Exception Import

duties on raw materials

税制以外の恩典
Non-Tax Incentives

+メリット

+メリット

+メリット
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A1

A2

A3

バイオエネルギー・バイオ燃料
Bioenergy & Biofuels

BCG経済の投資恩典 :バイオ経済
Investment Incentives for BCG Economy: Bioeconomy

追加の条件はBOIガイドをご参照のこと https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_2021_JP.pdf

出典/Source: Thailand Board of Investment

バイオテクノロジー・研究開発
Biotechnology R&D

農業
Agriculture

動植物
Plant & Animal

• バイオテクノロジーを活用した
研究開発活動
R&D activity using biotechnology 

• 分子生物学的研究開発のための原材料
および/または必須材料
Raw materials and/or  essential materials for  

molecular biological R&D

• 生体物質分析および関連業務Biological 

substance analysis  and/or relevant activities

• バイオテクノロジーを利用した
種子、植物、動物の研究開発活動
および/または製造
R&D activity and/or manufacturing of 

seed, plant or animal using biotechnology

• 商用材木の植林（ユーカリを除く）
Economical forest plantation (Excluding 

eucalyptus)

• 植物工場
Plant factory

• 植物や動物の繁殖
Breeding of plants or animals

• 深海漁業
Deep sea fishery

• 皮革なめしまたは皮革仕上げ
Tanneries or leather finishing

• 天然素材由来の有効成分
Active ingredients from natural raw materials

• 医療用食品
Medical food 

• ハイテク天然抽出物
High-tech natural extract

• ゴム製品
Rubber product

• 植物、花、果実の、高度な技術による
品質選別、包装、保存
Grading, packing and storage of plant, flower or 

fruit using advanced technology

8年間法人所得税を
免除（上限なし）

8 years CIT exemption  (No Cap)

• 生物学的肥料、有機肥料、生物農薬
Biological fertilizer, organic fertilizer, Biopesticide

• 動物飼育または家畜
Animal breeding or livestock

• 食品、飲料、食品添加物
Food, beverages, food additives

• 植物または動物由来の油脂
Oil or fat from plant or animal

• 澱粉・化工澱粉
Starch or modified starch 

• スマート農業
Smart farming

• 農産品取引センター
Trading Center for agricultural goods

• ハーブ製品
Product from Herb

• バイオマスや蒸気からの電気
Electricity from biomass or steam

• 農作物由来の燃料
Fuel from agricultural  products

11

8年間法人所得税を免除
8 years CIT exemption

5年間所得税を免除
5 years CIT exemption
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A1

A2

A3

• ごみまたはごみ固形燃料からの
電気または電気・蒸気
Electricity or electricity and steam from 

garbage or refuse derived fuel

循環型エネルギー・燃料
Circular energy & fuels

See additional conditions at https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-A%20Guide_EN.pdf (English ver.) or https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf (Thai ver.)

出典/Source: Thailand Board of Investment

廃棄物・リサイクル処理
Waste & recycling management

• 農業廃棄物、ゴミ、廃棄物を原
料とする燃料
Fuel from agricultural  scrap or garbage or 

waste

循環型プロセスから生まれた
製品

Products from circular process

廃棄物とリサイクル
Waste & recycling

• Industrial zone for 

environmental production

• 廃棄物の処理または処分
Waste treatment or disposal

• 不要物のリサイクル・再利用
Recycling and reuse of unwanted materials

5 years CIT exemption  

A4

• 農業副産物または廃棄物
Agricultural by-products or waste products

• 再生プラスチックペレット
Recycled plastic pellets

• 再生繊維
Recycled fiber

• 古紙パルプを原料とする製品
Products from recycled pulp

• 環境保全のための工業地帯
Industrial zone for environmental 

protection 

• バイオマスブリケット、ペレット
Biomass briquettes and  pellets

• バージン樹脂ペレットと同等の特性
を持つリサイクル樹脂ペレット
Recycled plastic pellets with properties 

equivalent to virgin plastic pellets

• プロジェクトで研究開発されたリサ
イクルパルプ
Recycled pulp with R&D process in the project

• リサイクルパルプ
Recycled pulp

8年間CIT免除（上限なし）
8 years CIT exemption （No cap）

8年間CIT免除
8 years CIT exemption

5年間CIT免除
5 years CIT exemption

3年間CIT免除
3 years CIT exemption

BCG経済の投資恩典: 循環経済
Investment Incentives for BCG Economy: Circular Economy
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BCG経済の投資恩典:グリーン経済
Investment Incentives for BCG Economy: Green Economy

See additional conditions at https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-A%20Guide_EN.pdf (English ver.) or https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf (Thai ver.)

出典/Source: Thailand Board of Investment

A1

A2

A3

グリーンエネルギー
Green energy

グリーンマネジメント
Green management

省エネ製品
Product for saving energy

環境にやさしい化学品
・ポリマー

Eco-friendly chemicals/polymers

• Industrial zone for 

environmental production

• 環境にやさしい化学品やポリマー、
または環境にやさしいポリマー（バ
イオプラスチック）を使った製品
Eco-friendly chemicals or polymers or products 

from eco-friendly polymers (Bio Plastics)

• 環境に優しいパルプ
Eco-friendly pulp

• 環境に優しいポリマーからの製品
Products from eco-friendly polymers

• 環境優しい紙・パルプからの製品
Products from eco-friendly pulp and paper

5 years CIT exemption  

A4
• 省エネ家電製品

Energy-saving home appliances

• 再生可能エネルギーによる電気ま
たは電気と蒸気
Electricity or electricity and steam from 

renewable energy

• エネルギーサービス企業（ESCO）
Energy Service Company (ESCO)

• 燃料電池
Fuel cell

• 自動車用省エネ部品
Energy-saving parts for automobiles

• 高密度エネルギー貯蔵
High density energy storage

• 太陽電池および太陽電池用原料
Solar cells and/or raw materials for solar cells

• 石油化学製品製造設備
Petrochemical Production Facilities

• 天然ガス分離プラント
(CCUSシステム使用)

Natural Gas Separation Plant

(Using CCUS System)

• 冷蔵施設・冷蔵輸送
(炭化水素系冷媒の使用）
Cold Storage Facilities & Cold Storage 

Transport

(Using Hydrocarbon Refrigerant)

• アグロインダストリアルゾーン
（新規）
Agro Industrial Zone (New)

8年間CIT免除（上限なし）
8 years CIT exemption （No cap）

8年間CIT免除
8 years CIT exemption

5年間CIT免除
5 years CIT exemption

3年間CIT免除
3 years CIT exemption
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研究開発への投資・支出がある場合
In case of investment capital/expenditure on R&D 

追加の法人所得税免除期間
Additional CIT exemption period

最初の3年間の総売上高に対する投資・支出／最低投資・支出

Investment capital/expenditure against total sales in the first 3 years or minimum investment capital/expenditure

一般的なケース
General Cases

≥ 1% / ≥ 200 MB

≥ 2% / ≥ 400 MB

≥ 3% / ≥ 600 MB

≥ 4% / ≥ 800 MB

≥ 5% / ≥ 1,000 MB

1 年/year

2年/year

3年/year

中小企業
※訳注：タイ内資企業のみ

SMEs

4年/year

5年/year

≥ 0.5%

≥ 1.0%

≥ 1.5%

≥ 2.0%

≥ 2.5%

上限なし
without cap

法人所得税免除期間

CIT exemption period

最長13年
Maximum 13 years

研究開発への投資または支出のみで追加恩典の対象となるプロジェクトについては、特に除外されたプロジェクト
を除き、基準を満たすことを条件に、31条1項に基づき高度な技術と革新を備えたプロジェクトとして分類される
ものとする
The projects eligible for promotion with the investment capital or expenditure on R&D only, in accordance 

with the criteria, shall be classified as the projects with advanced technology and innovation according to 

Section 31/1, except for the projects that are specifically excepted.

競争力向上のためのメリットに基づく恩典
Additional Merit-based Incentives for Competitiveness Enhancement

法人所得税の免除

CIT exemption

訳注：左記3年間の総売上高に対する%または、右記金額のいずれか少ない方
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ワンスタートワンストップ投資センター
One Start One Stop Investment Center (OSOS)

数多くの投資関連の機関
からスタッフが集結
Consolidating staff from numerous 

investment-related agencies

タイでの会社設立等に関し
包括的な情報やアドバイスを
提供
Provides comprehensive information and 

advice on establishing operation in Thailand

3 時間以内にワンストップで、
ビザ・ワークパーミットを発給
+スマートビザプログラム
1-Stop for visas & work permits In 3 hours &

“SMART Visa Program”

新規の投資企業のための
簡易かつ迅速な手続き
Easing & speeding procedures 

for new investors

政府および民間機関との
連絡先情報を提供
Provides useful contacts with key public and 

private organizations

各種申請手続きについて
投資企業を支援
Assist investors with various applications

より便利に、
More Convenience

より短時間で、
Less Time

より効率的に! 
More Efficiency!

18th Floor, Chamchuri Square 

Building, 319 Phayathai Road, 

Pathumwan

Bangkok 10330, Thailand

Tel: 66(0)2 209 1100

Fax: 66(0)2 209 1199
Email: osos@boi.go.th
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スマートビザ
SMART VISA 

外国からの高度人材と技術でタイを新たなレベルへ飛躍
Taking Thailand to New Heights with Foreign Talent and Technology

最長4年間のビザ
※ただしスマートSに限る

Maximum 4 years Visa 
*Except Smart S

労働許可証なしでの
労働を許可

Permission to work with 
no work permits required

国際空港でのファスト
トラックサービス
Fast Track Service at 
International Airports

再入国許可不要
No re-entry 

required



熟練専門家 上級幹部職員 投資家 スタートアップ
企業家

ビザ保有者の配偶者＆子供

SMART VISAだけの特別な権利
Privileges for S M A RT Visa
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https://www.boi.go.th

Office of the Board of Investment

555 Vibhavadi-Rangsit Road, 

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. : (+66) 2553 8111

Fax : (+66) 2553 8222

E-mail : head@boi.go.th

BOI Tokyo

タイ王国大使館経済・投資事務所

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-3

福田ビルウェスト8階

Tel. : +81 3 3582 1806

Fax : +81 3 3589 5176

E-mail : tyo@boi.go.th

BOI Osaka

タイ王国大阪総領事館
〒541-0056大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16 

バンコク銀行ビル7階
Tel. : +81 6 6271 1395

Fax : +81 6 6271 1394

E-mail : osaka@boi.go.th

※BOI大阪事務所の管轄エリアは、
関西、中国および四国


