
国際資本移動とインドネシア経済の脆弱性
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要　　約
 新興経済国として世界金融危機以降資本流入が続いたインドネシアでは，米国の金融緩
和政策終了の影響を大きく受け，ルピアの下落が続いている。2013 年の金融緩和終了の初
期段階では段階的な金利の引き上げと市場介入を控え為替を市場にゆだねたことで，影響
を比較的うまく切り抜けたと評価された。しかし，その後もルピア安は続き，2018 年 8 月
のトルコ・リラの下落の影響によりルピアの下落はさらに進んだ。金利の引き上げと積極的
な為替介入によってルピアの安定化を図ったものの，インフラ投資向け輸入の増加が足か
せとなり，経常収支赤字が拡大し，さらに売り圧力が強まっている。経常収支赤字縮小に
むけて輸入制限を導入するなど成長の芽を摘みかねない政策の選択を余儀なくされている。
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　JEL Classification：G10，F32，O53

Ⅰ．はじめに

　世界第 4 位の人口大国であるインドネシアは
2 億 6 千万人の人口をかかえ，天然資源の豊富
な国である。2008 年の世界金融危機後に近隣
諸国がマイナス成長となる中，内需の大きさに
支えられ，堅調な経済成長を示した。その成長
により世界から有望な新興国として注目を集
め，現在にいたっている。一方で，インドネシ
アは，米国の金融緩和政策の終了の影響を大き
く受ける国のひとつとして指摘されていた
（Eichengreen and Gupta, 2015）。
　インドネシアは，1997 年のアジア通貨危機
によって甚大な影響を受けた経験から，資本流

出が経済に与える影響を十分に認識していたた
め，ルピア安への対応は比較的迅速であった。
米国の量的金融緩和縮小が示唆された 2013 年
5 月以降，インドネシア中央銀行は国内経済に
配慮しながら，2013 年 6 月から 5 回に分けて
段階的に政策金利を引き上げた。その一方，
2014 年の為替下落の過程において為替介入を
限定的な実施にとどめ，ルピアの下落を市場に
ゆだねた。これにより経常収支のさらなる悪化
を防いだことで，金融緩和終了の初期段階の影
響を比較的うまく切り抜けたと言われている
（IMF 2016, Basri 2016）。しかし，2018 年に
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入り，再びインドネシアは資本流出とルピア安
の圧力の下にあり，中央銀行は積極的な市場介
入を行なうなど，2013 年時とは異なる対策を
講じている。
　2014 年以降，ポートフォリオ投資流入額
（ネット）は増加しつづけたが，流入の増加
は，国際経済環境の変化による資本流出のリス
クをともなう。2018 年に入ってからのインド
ネシアはまさにそのリスクと対峙している。経
常収支赤字を抱えるインドネシア経済は常に外
部ショックに対して脆弱であるとみなされてい
る。その要因のひとつが実物経済の規模に比較
して小さい金融部門にあるといえる。銀行貸出
の GDP（国内総生産）に対する割合は 35％に
過ぎず，外国資本を受け入れる資本市場におい
ても，株式時価総額の GDP 比は 43％，国債を
中心とした債券市場も 16％でしかなく，流動

性が非常に低い市場である。さらに国債の
40％は外国人によって保有されているため，急
な資本流出には脆弱である。
　こうした構造的な問題を抱えつつも，国際格
付機関のムーディーズや S&P，フィッチはイ
ンドネシアの長期国債格付けを投資適格に引き
上げるなど，インドネシア経済に対する見方は
安定している。ルピア安が進行した 2018 年 9
月にも，フィッチ社はインドネシアの格付けを
BBB 安定的と見通しを示している。しかしな
がら，一旦国際経済の環境が変化すると，新興
国経済としての脆弱性にさらされる。本稿で
は，外国資本によって経済成長を支えていたイ
ンドネシア経済が直面する国際資本移動の問題
や新興国経済としての脆弱性の問題などインド
ネシアの抱える課題について改めて検討する。

Ⅱ．インドネシア経済の概観

Ⅱ－１．内需依存の経済
　2017 年のインドネシアの GDP は 1 兆ドルを
超える 1 兆 141 億ドルであり，世界第 16 位の
経 済 規 模 を も つ。2017 年 の GDP 成 長 率 は
5.06％であった。成長率は 2014 年から 5％前後
で推移している（図 1）。
　世界金融危機直後の 2009 年に，近隣諸国の
経済成長がマイナスの中，インドネシア経済は
4.6%の成長であったことから，今後成長の見込
める新興経済国として注目を集めはじめた。
2010 年から 2012 年にかけての GDP 伸び率は
6％を超え，当時のインドネシア政府は将来的
には 7～8％の経済成長を標榜していた。さら
に人口の圧倒的多数を若年層が占める労働力の
豊富な若い国であることや，鉱物資源をはじめ
として天然資源が豊富であることが，改めて評
価されたため，2009 年当時インドネシア経済
の将来見通しについては明るいものが多かっ

た。そのため多くの投資がインドネシアに向か
いはじめ，そして 10 年が過ぎた。
　インドネシアの GDP の 56％は国内消費が占
めている。これは世界第 4 位の 2 億 6 千万人と
いう人口の多さと，中間層の増加が内需を支え
ていることを示している。輸出が GDP に占め
る割合は 20.4％（2017 年）と大きくはなく，
輸入が GDP に占める割合は 19.2％（同）であ
り貿易黒字を保ってはいるものの黒字幅は縮小
傾向にある。インドネシアは産油国だが，産出
量は年々減少する一方で国内需要の増加によ
り，現在は原油の輸入が増え純輸入国となって
いる。現在の主要な輸出品は，石油に代わり，
石炭，パーム油，卑金属などの天然資源である。
GDP の 20％程度しかない輸出の過半が上述の
通り一次産品であることは，いまだに世界の生
産ネットワークには組み込まれていないことを
示している。その一方で，インドネシア経済の
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ファンダメンタルズは比較的安定しているとい
える。失業率は 5.5％（2017 年 8 月），貧困率
も 10.1％（2017 年 8 月）と年々低下しており，
消費者物価指数も 3％台で推移している。
　しかしながら，2018 年に入りインドネシア

通貨ルピアは，アジア通貨危機時に暴落した水
準を越えて減価し続けている。図 2 は月次（月
末）ルピアの対ドル為替レートの推移をアジア
通貨危機以前から直近まで示したものである。
米国金融緩和縮小が示唆された 2013 年 5 月以

図１　GDP成長率（％）

（出所）　インドネシア中央統計庁

図２　対ドル為替レート（1996 年-2018 年）

（出所）　Factiva
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降，ルピア価値は減価し続けている。インドネ
シアでは，アジア通貨危機による経済の悪化が
引き金となり政治・社会が大混乱に陥った結果，
1998 年 5 月に 32 年間継続したスハルト政権が
崩壊した。その直後から 1 か月間は，為替市場
は激しく変動し，一日の変動幅も 1 ドル 11,300
～16,000 ルピアと激しく揺れ動いた。その為替
水準を下回り，ルピア安が加速していることが
国内外に動揺を与えている。

Ⅱ－２．インドネシアへの資本の流出入
　世界金融危機によってインドネシアを含む新
興国への資本の流れは大きく変わった。世界金
融危機後の米国をはじめとする世界各国の低金
利政策によって世界中の資金がだぶつき，余っ
た資本は投資先を求めて新興国経済へと向かっ
た。図 3 は 1970 年から 2016 年の 46 年間の外
国直接投資と対外債務残高の推移を示してい
る。2008 年の世界金融危機以降，東アジア，
ラテンアメリカを中心に大量の資本が流入して
いる様子がわかる。
　アジア通貨危機から世界金融危機までのイン

ドネシアは，政変やテロなどの問題によってカ
ントリーリスクが高まったため，資本の流入は
直接投資，ポートフォリオ投資ともに低調で
あったが，世界金融危機を契機に様相は一変し
た（図 4）。インドネシアへの投資ブームが生
じ，直接投資，ポートフォリオ投資ともに急増
した。従来は流出が基調である「その他投資」
も 2010 年から 2014 年にかけては流入へと転じ
ている。このように増える国際資本流入は，い
ざという時の資本流出に備える必要性があるこ
とを意味する。
　そのため，インドネシアは外貨準備の残高に
は注意を払い，外貨準備の積み増しに努めた
（図 5）。2001 年末に 260 億ドルであった外貨
準備高は，2017 年末には 1300 億ドルとなった。
IMF が 示 す 適 正 外 貨 準 備 評 価（Assessing 
Reserve Adequacy）では，インドネシアは 1.15
（2018 年 5 月）であり，適正と判断される 1～
1.5 の範囲に収まっている。しかしながら，実
際に資本の流出が始まった場合にどれほどの歯
止めになるかは明らかとはいえず，外貨準備の
多寡はあくまでも目安でしかない。

図３　外国直接投資流入額および債務残高推移（1970 年～2016 年）

（出所）　World Bank

- 94 -

国際資本移動とインドネシア経済の脆弱性

091_CW6_AX344D07.indd   94 2019/02/27   19:03:33



図４　金融収支推移（2004 年-2017 年）

（出所）　Bank Indonesia

図５　外貨準備高（輸入月額との比較）

（出所）　Bank Indonesia
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Ⅲ．資本流出と中央銀行・政府の対応

Ⅲ－１．バーナンキ・ショックへの対応
　2013 年 5 月に米国が量的緩和政策の縮小を
示唆したことは，国際市場に非常に大きな影響
をあたえた。いくつかの新興国が，1994 年の
メキシコ危機や 1998 年のアジア通貨危機のよ
う な 危 機 に な る 可 能 性 が 懸 念 さ れ た
（Eichengreen and Gupta, 2015）。新興国通貨
は軒並み下落を始めた。中でもアジア通貨危機
で最大の被害を受けたインドネシアは，前年の
2012 年に経常収支赤字に転落していたことが
ルピア安の懸念を増幅した。さらに，GDP 比
2.3％の財政赤字を抱えていたことも典型的な
双子の赤字を抱える国として，他の 4 つの経常
収支赤字国とともに「フラジャイル 5」と呼ば
れて通貨安の標的となった。
　ルピア安に対応するため，中央銀行は 6 月
13 日に政策金利である BI レートを 5.75％から
6％に引き上げた（図 6）。この後 7 月 11 日に

6.5 ％，8 月 29 日 に は 7 ％， 続 く 9 月 12 日 に
7.25％，11 月 12 日に 7.5％と 5 回の金利引き上
げにより半年間で 1.75％の引き上げを実施し
た。さらに，2013 年 8 月には中央銀行は金融
サービス庁（OJK）と共同でルピア安・経常収
支赤字に対応するために金融政策のパッケージ
を発表した。具体的には，外貨定期預金の期間
の柔軟化，輸出による収入をルピアへ交換した
輸出業者を対象とする外貨購入規制の緩和，商
業銀行の為替スワップ取引規制の緩和，非居住
者のルピア建て口座の商業銀行の短期対外債務
分類からの除外，譲渡性中央銀行証書（SDBI）
の発行，などである。
　この期間，小刻みな金利の引き上げを実施す
る一方，積極的な為替介入を行わず，為替レー
トの決定を市場にまかせた。これにより輸入が
抑制され，経常収支のさらなる悪化を防いだと
評価されている。さらに，国債の利回りも市場

図６　為替レートと政策金利（2013 年）

（出所）　Bank Indonesia，Factiva
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にゆだねたことが投資資金の流出を抑制したと
評価されている（IMF 2016）。
　これに加えて 2013 年 6 月にインドネシア政
府は，補助金付きガソリンと軽油の価格の引き
上げを実施し，さらに，電力料金改定を行った。
これらの政策は財政赤字の拡大の抑制に効果が
あった（IMF 2016）。このように 2013 年の金
融緩和縮小の影響を直接に受けたインドネシア
であるが，その影響を比較的うまく対処できた
と IMF をはじめ世界銀行からも，その舵取り
は評価された。

Ⅲ－２．2015年の中国人民元の切り下げの影響
　2013 年のバーナンキ・ショックはうまく対
処できたと評価されたものの，米国の利上げが
示唆されるたびにルピアの下落圧力は強まり，
為替レートは継続的に対ドルで下落を続けた
（図 2）。2015 年 3 月には米国の利上げ予想を
受け，ルピア安が加速し，中央銀行は，金利は
据え置きつつ市場介入に踏み切った。継続的な
ルピア安への対応として，6 月には銀行のネッ
ト・オープン・ポジション（NOP）規制を緩
和した。
　しかし 2015 年 8 月 21 日にはアジア通貨危機
以来 17 年ぶりの安値となる 1 ドル 1 万 4000 ル
ピアとなり，9 月 28 日には 1 万 4750 ルピアを
つけた。これは，2015 年 8 月 11 日の人民元の
切り下げを受け，新興国通貨が軒並み下落した
ことによる。その中で資源輸出国であるインド
ネシアはマレーシアなどとともに大きく下落し
た。この下落を受けて，中央銀行は政策金利を
7.5％で維持する一方，為替介入を続けること
を明言し，継続的な介入を行った結果，2015
年末の外貨準備高は前年末の 1119 億ドルから
5.3％減の 1059 億ドルとなった。
　中央銀行は為替安定化政策として，市場介入
に加え，公開市場操作を通じてルピア流動性の
管理を行なうことを決めた。短期市場での国債

の購入，9～12 カ月物中銀証書（SBI: Sertifikat 
Bank Indonesia）発行を再開することで長期資
金を供給し，さらに投機目的の外貨取引の抑制
とルピア相場の安定を目的に，1 カ月に購入可
能な外貨の上限を 10 万ドルから 2 万 5000 ドル
に引き下げることも定められた。
　9 月にもルピア安定化策として，スポット市
場介入に加え，先物為替市場へも介入すること
が発表された。流動性管理のために 3 カ月物預
金中銀証書（SDBI）と国債の 2 週間物逆レポ
を実施し，外国為替需給管理として外貨建て中
銀証券を発行し，外国為替取引報告の強化など
を実施した。さらに，増加する民間企業の対外
債務のリスクヘッジの強化として 2015 年 1 月
1 日から民間企業に対して外貨建て資産を積み
増すことを求めた。さらに，流動性比率を
2015 年は 50%，2016 年は 70%と定めた。また，
ルピアの安定化を目的として，2011 年 6 月に
制定されていた通貨法の中のルピア使用を強制
する規定に基づき，全決済のルピア使用を義務
付けるなど，ルピア安定のための政策が立て続
けにとられた。
　これらの一連の政策により，2015 年 9 月以
降ルピアの水準は 1 ドル 14,000 ルピアからル
ピア高に向かい，2017 年にかけて 13,500 ルピ
ア近辺で安定的に推移していた。

Ⅲ－２．先制の金利引き上げと為替市場・国債
市場への介入

　2018 年に入り，米国の金利引き上げによる
世界経済への影響がより鮮明になり，経常収支
赤字国を中心に通貨の下落が大きくなった。ル
ピアは 2015 年 9 月 24 日につけた最安値 1 ドル
14,828 ルピアがひとつの心理的節目となるた
め，1 ドル＝14,000 ルピアに近付いた 2018 年 4
月 23 日に中央銀行は為替介入を行い，「相当な
額の介入を実施し，今後も通貨の安定に向けて
モニタリングを続ける」と声明を出した1）。し

１ ）Bank Indonesia, “Statement of the Governor of BI on Bank Indonesia’s Steps to Maintain Stability of 
Rupiah Exchange Rate,” https://www.bi.go.id/en/ruang-media/info-terbaru/Pages/Langkah-Bank-
Indonesia-dalam-Menjaga-Stabilitas-Nilai-Tukar-Rupiah.aspx.
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かしルピア価値の下落は続いたため，5 月 17
日に中央銀行はルピア価値維持を目的に，米国
金利引き上げに先行して政策金利である 7 日物
リバースレポ金利2）を 4.25％から 4.5％に引き上
げ（図 7），さらに 2 週間後の 5 月 30 日には
4.75％に引き上げた。この引き上げを受けて為
替は一旦落ち着きを取り戻したものの，6 月の
米国の金利引き上げを受けて，下旬には再び下
がり始めた。そのため，6 月 27 日に中央銀行
は改めて，引き続き介入の準備があるとの声明
を出し，6 月 29 日には政策金利を 5.25％に引
き上げた。
　金利の引き上げと並行して，外貨準備を維持
するために二国間スワップ協定の強化にも動い
た。2017 年 3 月には韓国と 100 億ドル相当の
二国間スワップ協定を 3 年間延長し，2018 年 5
月には日本と締結中の取極めを改正し，227.6
億米ドル相当を上限として，ルピアをドルに加

えて日本円とも交換することを可能とした。ま
た，8 月には豪州と 100 億豪ドル相当のスワッ
プ協定を改正するなど，通貨危機時に備えた対
応策を講じている。しかしその後もルピア価値
は下がり続け，2018 年 8 月 10 日のトルコ・リ
ラの暴落を引き金に新興国通貨が下落したた
め，8 月 15 日 に 再 び 金 利 を 25bp 引 き 上 げ
5.5％とした。9 月 26 日に米国が 2018 年に入っ
て 3 度目の利上げを実施したことを受け，9 月
27 日には金利をさらに 25bp 引き上げ 5.75％と
し，2018 年に入り 5 回にわたり計 1.5％の引き
上げを実施した。
　中央銀行は，為替市場への介入とともに，債
券市場において国債の買い支えも積極的に行
い，ルピア防衛を図っている。8 月には 3 兆ル
ピアを債券市場から買い入れ，2018 年は 9 月ま
でにすでに 31.37 兆ルピアを購入している。し
かしながら，利回りは上昇し続けている（図 8）。

２ ）インドネシアの政策金利は 2016 年 8 月に Bank Indonesia Rate（BI レート）から 7 日物リバースレポ金利
に変更された。

図７　為替レートとインドネシアと米国政策金利（2017-2018 年）

（出所）　Bank Indonesia, Factiva

(%)
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Ⅲ－３．為替介入の背景
　2018 年に入り，継続的な為替介入によって，
外貨準備は減少している。外貨準備を 1 か月分
の輸入額で割った月数をみると（図５），外貨
準備高はおおむね輸入の 7 か月分はあり，一般
にいわれる 3 か月は十分に上回っているため，
外貨準備水準自体は問題ではないが，この積極
的な為替介入は，市場介入を行わず為替を市場
にゆだねた 2013 年のバーナンキ・ショック時
とは異なっている。この対応の違いの背景には，
過去 5 年の間の世界経済環境の変化とインドネ
シア経済の構造の変化がある。

Ⅲ－３－１．燃料補助金と財政赤字
　2013 年のルピア安への対応では，燃料価格
補助金を削減することにより財政赤字の拡大に
歯止めをかけることができた。しかし 2018 年
は，翌 2019 年に総選挙および大統領選挙を控
え，すでに選挙戦が始まる中，国民に不人気な
政策を打ち出すことは難しくなっている。実際，
ジョコ・ウィドド大統領が 2014 年に大統領に
就任した直後に実施した燃料補助金を廃止する
という大胆な政策は，その後なし崩しとなり，

現在補助金は復活している。2018 年 3 月には，
補助金付き燃料価格は 2019 年まで引き上げな
いことを決定するなど大統領選を意識した政策
がとられている。国内で消費する燃料は輸入で
まかなわれているため，国際原油価格が上昇す
る中，小売価格との差額は政府が補助金として
補填する必要があり，財政赤字の拡大が懸念さ
れ，燃料補助金削減によって財政赤字を抑制で
きた 2013 年とは国内状況が異なっている。

Ⅲ－３－２．輸入の拡大
　2012 年からの経常収支赤字の要因のひとつ
は輸入の増加である。バーナンキ・ショック後
に，為替介入を行わず市場にゆだねたことで為
替がクッションの役割となって輸入の抑制に貢
献したとされている（IMF, 2016）。しかし 2016
年以降輸入額は増加が続いており，為替の下落
によって輸入価格が上昇し輸入額を押し上げる
結果となっている。
　図 9 は，石油・ガスおよび非石油・ガス別の
輸入額と為替レートの推移を示している。2015
年以降，石油・ガスの輸入額は 90 億ドル水準
で推移している一方，非石油・ガスの輸入は年々

図８　10年物国債利回り（2017-2018 年）

（出所）　ADB, Asian Bonds Online
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増加している。
　次に，財の種類別に輸入額の推移をみてみる
と（図 10），輸入の約 7 割を占める原材料・中
間財の輸入が 2016 年後半から増加している。
原材料・中間財輸入のおよそ半分は産業用加工
品の輸入が占め，資本財向け部品も 15％を占

める。2016 年以降の輸入の増加は，インフラ
を中心とした投資のための財の輸入の増加によ
るものである。インドネシアの経済成長には不
可欠なインフラ投資は，ジョコウィ大統領が最
も重視する経済政策であり，そのための輸入が
増加している。中央銀行の試算によれば，2018

図９　石油ガス・非石油ガスと為替レート推移（2012 年～2018 年 7月）

（出所）　Bank Indonesia, Factiva

図 10　輸入額の推移（財カテゴリー別）

（出所）　Bank Indonesia
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年第 2 四半期の貿易収支は，輸入からインフラ
関連を除くと十分な黒字になるとしている。こ
うした中間財は消費財と異なり，為替の下落に
よる輸入量の調整が困難なことから為替の介入
が実施されてきた。

Ⅲ－３－３　ポートフォリオ投資の流出
　2018 年に入り，ルピア安が進む中，ポート
フォリオ投資の流出も顕著になり始めた。2018
年第 2 四半期に，短期政府債券の流出は約 13

億ドルに及び，長期債券への投資も前年同期と
比較して半減している。民間部門では株式の流
出が顕著であり，2017 年第 3 四半期から 4 期
連続して毎期 20 億ドル相当の資本が株式市場
から流出している。これにより株価も低下し続
け，2018 年 2 月には 6594 であったインドネシ
ア株式指数は 8 月には 6000 を割って下がり続
けている。2018 年上期には，民間部門の短期
債務の流出がつづき，半年で 10 億ドルの資本
流出となった。

Ⅳ．インドネシア経済の脆弱性

　米国の金融緩和政策の影響を大きく受ける国
としてインドネシアは世界の投資家から厳しい
視線を向けられている。世界金融危機以降，流
入を続けた資本は一変して流出するタイミング
を見計らっている。インドネシアから資本を引
き揚げる理由は経常収支赤字と財政赤字であ

る。それに加えていまだにアジア通貨危機時の
ルピアの暴落の記憶が国際金融市場に残ってい
ることも否定できない。国際環境の変化にイン
ドネシア経済は常に脆弱とみなされている。本
節ではインドネシア経済の脆弱性について検討
する。

表 1　ポートフォリオ投資（2017 年～2018 年 6月）
（100 万ドル）

　 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2

ポートフォリオ投資 　6,536  8,126 　4,030 　1,957 －1,151 　   53

A. 資産 －1,019 －223   －732 －1,382 －1,423 －1,258

B．負債 　7,555  8,349 　4,761 　3,339 　  272 　1,311
　1．公的部門 　6,437  4,529 　6,107 　4,807 　2,569 　  893
　　a．株式      ―      ―      ―      ―      ―      ―
　　b．債券 　6,437  4,529 　6,107 　4,807 　2,569 　  893
　　　1）中央銀行   　396     66   －531    －37      ―      ―
　　　2）政府 　6,040  4,463 　6,637 　4,844 　2,569 　  893
　　　　a）短期 　1,731      1 　  337   －350 　  727 －1,272
　　　　b）長期 　4,310  4,462 　6,301 　5,195 　1,841 　2,165

　2．民間部門 　1,119  3,820 －1,345 －1,469 －2,297 　  418
　　a．株式   　626  1,029 －2,039 －2,154 －1,871 －1,862
　　b．債券   　493  2,791 　  693 　  685   －426 　2,280
　　　　a）短期    －29    107    －26 　  254   －396   －512
　　　　b）長期　 　  522  2,684 　  719 　  432    －31 　2,792

（出所）　Bank Indonesia
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Ⅳ－１．慢性的な経常収支赤字
　2012 年以降慢性化した経常収支の赤字は，
2015 年には赤字幅の拡大自体は収まったもの
の，170 億ドル前後で赤字が続いている（図
11）。2017 年の赤字幅は GDP の 1.7％と 2012
年の 2.7％からは縮小傾向にあるが，四半期ベー
スでみると 2017 年後半から赤字幅は再び拡大
している。2011 年には 338 億ドルの黒字であっ
た貿易収支は，2012 年には黒字は 89 億ドルに
激減し，続く 2013 年も 58 億ドル，2014 年も
70 億ドルと低迷しつづけた。2015 年以降は回
復基調にあるものの，2017 年の貿易黒字は
2011 年の 6 割程度でしかない。これは主要輸
出先である中国の景気後退による輸出の減少
と，インドネシア国内の内需の拡大による輸入
の増加が合いまった結果である。さらに 2011
年から第一次所得収支の赤字幅も増加傾向にあ
る。これは 2010 年から直接投資が急増し，ポー
トフォリオ投資も拡大したため，配当金や債券

利子支払いが増加していることによる。これに
よりインドネシアの経常収支赤字は慢性化して
いる。
　経常収支赤字を金融収支の黒字で補う構造
が，インドネシアの脆弱性としてとらえられて
いる。また世界金融危機以前は，中・長期的な
資本である直接投資が金融収支の主であった
が，危機後は公的部門を中心に流動的なポート
フォリオ投資が増加してきたことも，外的影響
を受けやすくなると判断される要因の一つと
なっている。

Ⅳ－２．対外債務の増加
　次に，対外債務残高が増加傾向にあることも
脆弱性に対する懸念材料のひとつである。イン
ドネシアの対外債務の GDP 比は 35％と高すぎ
る水準ではないものの，世界金融危機後に入り，
民間部門の対外債務残高の伸びが拡大してい
る。公的部門（政府および中央銀行）も 2015

図 11　国際収支推移（2004-2017）

（出所）　Bank Indonesia
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年以降伸び率が高くなっている（図 12）。2018
年 7 月時点の債務残高は 3580 億ドルと国内銀
行貸出残高とほぼ同水準となった。内訳は公的
部門が 1808 億ドル，民間部門が 1771 億ドルで
ある。民間部門は国営企業の対外債務 350 億ド
ルも含む。
　民間部門の対外債務の約 8 割は非金融機関が
占めており，2018 年 7 月時点の非金融機関の
対外債務残高は 1348 億ドルに上る。こうした
対外債務の増加は利払いの増加をもたらし，国
際収支の第一次所得収支の悪化を招いている。
また，アジア金融危機時とは異なり，長期借入
が過半を占めるが，ドル建て負債の増加はルピ
ア安によって返済負担が増し，企業業績を圧迫
することも潜在的な脆弱性ととらえられてい
る。特に，国営企業の債務の増加には注意が集
まっている。資金不足の政府に代わって，イン
フラプロジェクトの実施主体となっている国営
企業の対外債務の増加はインドネシアの国の脆
弱性とみなされるためである。

Ⅳ－３．国内資金調達市場の未発達
　民間部門をはじめとして対外債務が増加する
背景のひとつには，国内金融市場が未だ十分に
発達していないことがあげられる。銀行貸出残
高は GDP の 35％でしかなく，株式時価総額は
47％である。アジア通貨危機後，国債市場の形
成がすすめられてきたが国債発行残高は 14％，
事業債は 2％に過ぎない。実物経済の発展に対
して金融部門の発展が十分に追いついておら
ず，他の国と比較してもその発展の遅れは際
立っている。図 13 および図 14 はフラジャイル
5 の 国 と ASEAN の 1995 年，2005 年，2016 年
の 3 時点での銀行貸出 GDP 比率と株式時価総
額 GDP 比率を示している。銀行貸出比率はイ
ンドネシアが最も低く，さらに 1995 年と比較し
て唯一縮小している。株式時価総額比率は伸び
ているものの，他のアジアの国と比較しても資
本市場の規模が小さいことがわかる。国内に資
金調達の場が十分に発達していないことが，企
業の対外債務の増加を促し，それが国際収支の
第一次所得の流出につながり，さらにルピア安
による企業業績に負の影響を与えることになる。

図 12　対外債務推移（2007 年-2018 年 5月）

（出所）　Bank Indonesia, External Debt Statistics of Indonesia - July 2018

- 103 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成 31 年第２号（通巻第 137 号）2019 年３月〉

091_CW6_AX344D07.indd   103 2019/02/27   19:03:35



　財政赤字を補うための国債発行の増加によっ
て，2018 年 6 月末時点の国債発行残高は 2,197
兆ルピアと GDP の 16％になった。そのうち，
銀行保有分は 461 兆ルピア（残高の 21％），中
央銀行保有分は 210 兆ルピア（同 10％），非銀
行部門保有分は 1,526 兆ルピア（同 69％）であ
る。非銀行部門の内，居住者は 696 兆ルピア（同

32％），非居住者は 830 兆ルピア（同 38％）と
非居住者の保有分が最も多くなっている。非居
住者の保有の多さもまた，経済環境の変化によ
る資本流出の不安定要因となっている。

Ⅳ－４．資源輸出依存
　インドネシア経済の成長をけん引するのは

図 13　銀行貸出対GDP比率（%）

（出所）　World Bank

図 14　株式時価総額対GDP比率（%）

（出所）　World Bank
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GDP の 56％を占める内需である。輸出が GDP
に占める割合は 20％程度であり，2000 年代半
ばには 30％を超えていたものの，2010 年代に
入り徐々に低下している。石油産出国であるイ
ンドネシアは，1970 年代までは輸出の大半が
石油であったが，今は原油の輸入が増え純輸入
国となっている。現在の最大の輸出品目は輸出
の 12％を占める石炭や 11％を占めるパームオ
イルであり，その他ゴム，卑金属などの資源が
主な輸出品目である。2001 年に輸出に占める
製造業製品の割合は 58％であったが，2011 年
には 45％に低下した。2017 年は 53％に回復し
たものの，それは国際商品価格の低迷による天
然資源の輸出の減少によるものである。
　インドネシア経済は内需に依存した経済であ
りながら，経済成長は国際市況によって変動す
る天然資源輸出の多寡によって決まる。GDP
成長率への寄与度をみてみると（図 15），GDP
の成長率が 6％であった 2011 年は商品価格が
高く，輸出の寄与度は 6.3％と大きかった。一方，
商品価格が低迷した 2014～17 年は成長率が
5％前後に低下し，輸出の寄与度はマイナス
0.6％～1.9％と低く，輸出の低迷が経済成長に
大きく影響していることがわかる。

Ⅳ－５．財政基盤の弱さ
　2017 年の財政赤字は GDP 比 2.48%であった。
2018 年の予算では 2.19%を見込んでいる。今後
の経済成長を促進するためには，インフラをは
じめ多額の支出が必要であるが，それを十分に
まかなう資金的余裕がインドネシアにはない。
そのため国内歳入の 85％を占める税収の拡大が
不可欠であるが，インドネシアの税収の GDP
比 率 は 10.4％で し か な い。2019 年 は 11.4%-
11.9%に引き上げることを目標としているもの
の，インドネシアの捕捉率は非常に低く，税収
の増加は容易ではない。2016 年に税恩赦を実施
し，税収の増加と申告漏れの資産の国外からの
還流を図ったが，税恩赦による税収は 114 兆ル
ピア（2016 年税収の 9％）にとどまった。さら
にこれも恒常的な効果はなく，インドネシアは
財政法によって財政赤字は GDP の 3%を上限と
しているため，財政の健全性と成長の両方を目
指すことは容易ではない。

Ⅳ－６．新興経済国という脆弱性
　Ⅱで述べたように，インドネシア経済のファ
ンダメンタルズは比較的安定している。しかし，
2018 年に入り米国の利上げが始まり，新興国

図 15　支出別GDP成長率寄与度推移（2011-2017 年）

（出所）　インドネシア統計庁
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から米国への資本移動が生じる中で，双子の赤
字を抱えるインドネシアは「ファンダメンダル
ズが弱い」国としてルピアの下落が激しくなっ
ている。
　図 16 に見るように，インドネシアの経常収
支赤字 GDP 比率は 2015 年から改善している。
2013 年にフラジャイル 5 として注目された 5
か国のうちインド，南アフリカ，ブラジルも悪
化しているわけではない。しかしながら，外国
投資家はがポートフォリオを見直す過程で，経
常収支赤字の新興国は一律に売却対象となりう
る。経常収支が不均衡になりがちな新興国は外
国資金に依存せざるをえず，したがって新興国
であること自体に脆弱性が内包されているとい
える。
　実際に 2018 年 8 月 10 日のトルコ・リラの暴
落を受けて，世界中で新興国の通貨安への懸念
が高まった中，インドネシア経済への視線はさ
らに厳しくなった。経常収支赤字が続く中で，
2018 年第 2 四半期には 3.04％に拡大したこと
が（図 17），ルピア売りを一段と加速させ，さ
らに 9 月の米国の利上げにより，ルピア安は歯
止めを失い 1 ドル 15,000 ルピアを超え下落を
続けた（図２）。

Ⅳ－７．歴史的ルピア安への対応
　2017 年は，インドネシアの最重要課題であ
り遅々として進まなかったインフラ設備の拡充
がようやく動き始めた年である。それによりイ
ンフラ投資向けの資本財や中間財の輸入が増え
たことが，皮肉にも経常収支赤字の拡大へとつ
ながった。原材料や中間財の輸入は，消費財の
増加とは異なり，経済成長に不可欠な輸入であ
るため，本来であればインドネシア経済にとっ
てはプラスとなるものである。しかし，経常収
支赤字拡大を避けるために，政府は輸入に制限
をかけることを余儀なくされ，国産品で生産さ
れている代替可能な消費財および原材料の輸入
所得税を 2.5％から 7.5 もしくは 10％に引き上
げることを決定した。対象品目も当初の 500 品
目から 1,147 品目まで拡大し，2018 年 9 月 13
日から適用された。これに加えて，インフラ投
資の延期も決定した。まだ着工しておらず，輸
入比率の高い案件が対象となり，国営石油会社
プルタミナと国営電力会社 PLN に対しても資
本財の輸入の抑制と，資金の手当てが済んでい
ないインフラ案件の延期，および資本財輸入の
6 か月間保留が指示された。加えて原油輸入を
抑制するために，軽油にパーム油のバイオ

図 16　フラジャイル 5　経常収支赤字対GDP比率（％）

（出所）　World Bank
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ディーゼルを 20％混合することを義務付ける
ことも決定するなど，さまざまな手段によって，
経常収支赤字の拡大を食い止めようとしている。
　さらに為替市場の厚みを増し，企業や外国人
投資家にヘッジ手段を提供することを目的に中
央銀行は，国内ノンデリバラブル・フォーワー
ド（NDF）市場を創設すると発表した。イン
ドネシアは国内の為替取引に実需原則を適用
し，オフショア市場も存在しないため，為替取
引の多くはオフショア市場で NDF で取引され
ている。2007 年 4 月中の為替取引高は 17 億
1800 万ドルで，その内訳はスポットが 2 億
7700 万ドル，為替スワップ 1 億 7800 万ドル，
デリバラブルフォーワード（DF）7800 万ド

ル，NDF11 億 8500 万ドルとほとんどが NDF
であった（露口，ウールドリッジ，2008）。
　従来，先物取引額は非常に少ない取引であっ
たが，図 18 が示すようにバーナンキ・ショッ
クの 2013 年 5 月以降，売り持ちが急増してい
る。これに伴い NDF 取引も急増している。
NDF 取引は一日 5 億～7 億ドルであったが，
ルピアの急落を受けて一日 15 億ドルへと急増
している。債券市場など外国人投資家が重要な
位置を占める中，オフショアの NDF 市場と並
行して市場を作ることで，国内にこの資金を取
り込み，中央銀行がルピアの動きを掌握するこ
とができる国内 NDF 市場の創設に中央銀行が
乗り出したといえる。

Ⅴ．おわりに

　インドネシアは，2013 年の金融緩和終了の
初期段階の影響を比較的うまく切り抜けたと評
価されてきた。しかし，その後も継続的なルピ

ア安に見舞われ，2018 年 8 月のトルコ・リラ
の下落，米国の金利引き上げの影響により，資
本流出の圧力がさらに強まったため，金利引き

図 17　四半期経常収支赤字対GDP比率（％）

（出所）　Bank Indonesia
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上げと積極的な為替介入だけでは足りずに，
様々な手段を通じてルピアの安定を図ってい
る。ルピア安は新興経済国であるインドネシア
が，典型的な経常収支赤字と財政赤字を抱える
ことからくるものである。しかし，同じ経済赤
字・財政赤字であっても新興国経済をひとまと
めに見ずに，その中身や，経済成長の方向性や
その他のマクロ経済の状況を個別に判断してほ
しいと，インドネシア政府は必死にメッセージ
を発信している。しかし，2018 年第 2 四半期
の経常収支赤字の対 GDP 比 3％という数値は，
国際投資家にとってはルピア売りに十分な理由
を与える。その好ましからぬシグナルを排除す
るために，経常収支赤字の縮小に向け，政府は
輸入を制限するという苦渋の選択を取った。
　こうした矢継ぎ早のアドホックな政策は，イ
ンドネシア経済の成長を妨げるものであること
は政府も理解している。特に，2018 年第 2 四
半期の成長率が 5.22％と予想より高い伸びを示
したことで，5.4％の目標達成を期待していた
国内景気に水をさすことになるため実業界も資

本財への増税を批判している。さらに 3.5％の
インフレ率を保つことも容易ではなくなり，国
内経済への影響は計り知れない。しかしこれ以
上の経常収支赤字の拡大は政府としては阻止し
なければならず，対応に追われる。
　輸入抑制と同時に，輸出増加も促進しなけれ
ばならないため，輸出産業の強化と観光業の強
化を打ち出しているがこれらには即効性はな
い。頼みの綱の直接投資も 2019 年の選挙の年
を前に様子見となり大きな動きが望めない。し
たがって，今インドネシア政府にできることは
国内外の投資を促進することしかない。2015
年には認可取得のために 22 の省庁と政府機関
の機能を 1 カ所に集約したワンストップサービ
スを開始し，さらに 2018 年 7 月にはオンライ
ンシングルサブミッション OSS（online single 
submission）ライセンスシステムを導入し，従
来の複数の省庁や地方自治体への申請が不要と
なり，許認可をオンラインで 1 時間以内に取得
できるようにするなど，投資環境の改善を進め
ている。しかしながら，米国の金融政策や米中

図 18　ルピア対外貨先物の売り持ち /買い持ち集計

（出所）　IMF
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貿易摩擦の影響も不透明な中，国際経済環境の
変化の中で引き続き非常に厳しい舵取りが求め

られている。
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