
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ ン ド ネ シ ア 共 和 国 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 190.5万㎞2 

２． 人 口 ２億400万人（98年） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 1,360億米ドル（98年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 680米ドル（99年） 

５． 経済成長率（実質） 0.1％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 2.0％（99年） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 ルピア 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝7,500ルピア（2000年２月７日現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
485億米ドル（99年） 
239億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 19,376百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
169兆ルピア（98年） 
13.4％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第３節 インドネシアとその「周縁諸国」 

広島大学大学院国際協力研究科 教授 

小 松  正 昭 

１．はじめに 

インドネシア経済は、華僑の民間経済部門における支配、及びシンガポールという国際

市場との隣接の二点において、極めてユニークな特徴を持っている。華僑はインドネシア

国内の商業、貿易、金融、製造業のかなりの部分など、民間経済の大半を握っていると言

っても過言ではない。華僑はインドネシアの内と外で、二つの異なった名前（インドネシ

ア名と中国名）を持ち、その両方でビジネスを行い、資金を運用している。 

シンガポールは、東南アジアにおいて財及び資本の流れの中心である。シンガポール金

融市場は極めて効率性が高く、国内に発達した金融市場を持たないインドネシアなどの東

南アジア諸国にとって、金融センターとしての役割を果たしてきたと言える。インドネシ

ア経済発展にとって、華僑は民間経済の担い手として、またシンガポール金融市場は資本

の供給者及び運用市場として、極めて重要な役割を果たしてきたことは間違いない。 

 しかし一方では、激しい資本移動が、経済政策の上で幾つかの問題をもたらしたことも

事実である。特に1990年代には、海外からの資本流入が巨大な額に達し、経済運営をより

難しいものにした。今回のアジア金融危機の主要な原因は、海外資本流入と国内の金融部

門の脆弱性であったといわれている。本稿では、1990年代の内外資本移動の特徴を分析し

た上で、内外資本移動が経済政策にどのような問題を与えたのかを検討している。 

 

２．国際金融市場への統合と資本流入 

 

（１）国際金融市場への総合に関わる問題 

インドネシアの経済政策の特徴は、開放型経済政策、経済自由化政策にある。その典型

的な例は、1971年に導入された資本移動の自由化である。これ以降インドネシアでは、内

外の資本移動は基本的に自由である。この資本移動の自由化は、インドネシアの対華僑政

策であった。インドネシア政府は、この時期政府の政策に不安を抱いていた華僑に対し、

海外との間の自由な資本の移動を保障することによって、インドネシアへの再投資、そし

て経済の再生を図ったのである。一方でこの資本移動の自由化が実施されて以降、華僑は

これまで危機の度に巨額の資金を逃避させてきたと言われている。経済ファンダメンタル
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ズが悪化し、為替の切下げが予想されると大量の資本逃避が不可避となるのである。 

 しかし、全体的な評価としては、自由な資本移動とそれに代表される経済自由化政策が、

インドネシア経済にもたらしたプラスの効果は、極めて大きかったと考えられる。自由な

資本移動の下で流入してきた外国資本（華僑資本の再流入を含む。）が、インドネシア金融

市場の未発達と資本不足を補ってきたことは間違いない。また、経済自由化政策の推進は、

インドネシアの経済政策に対する海外投資家の信頼を高める上で、大きな役割を果たして

きたと考えられる。1980 年代から 1990 年代にかけての、経済テクノクラートグループに

よる経済自由化政策の推進は、海外投資家のインドネシア経済に対する信認の上昇となり、

さらに後に述べるように国際金融市場への統合が進み、巨額の民間資本流入へとつながっ

ていったのである。 

一方では、インドネシアが国際金融市場に総合されるにつれ、マクロ経済管理上の問題

があらわになってきた。経済学のテキストでは、金利差が生じ金利裁定メカニズムによっ

て資金流入が生ずると、それは国内金利を低下させ、流入は止まると考えられてきた。で

はこのようなメカニズムは働いたのであろうか。 

1990年代のインドネシアの状況を見ると金利裁定メカニズムは働いておらず、巨額の資

本流入が長期にわたって継続している。その原因としては、二つの事が考えられる。その

第１が内外金利差とその調整の問題である。第２は、国際金融市場のいわゆる伝播と追随

に関する問題である。 

 第１に内外金利格差の問題を検討しよう（注１）。内外資金フローは、基本的には先物リ

スク調整済みの内外金利差に依存する。式で表せば（国内金利＝国際金利＋期待為替切り

下げ率＋リスクプレミアム）である。東南アジア各国の良好な経済パフォーマンスと、そ

れを支える経済運営能力に対する信頼の増大を反映し、1990年代始めには、インドネシア

を含む東南アジア諸国に対するリスクプレミアムは、急速に低下していった。同時に為替

切下げに対する予想は、過去の趨勢から年率でせいぜい３％から５％と考えられた。この

ような状況が定着すると、上式の右辺の期待切り下げ率とリスクプレミアムが大幅に低下

したところで、右辺全体（国際金利＋期待為替切り下げ率＋リスクプレミアム）の水準が

決まる。このような低水準の右辺に対し、左辺の国内金利は、国内金融市場の不完全性も

あって、高水準に止まったままであった。このため左辺の国内金利は、常に右辺より大幅

に高水準に止まっていたのである。これが1990年代に海外資金が流入し続けた最大の理由

である。 
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 次に、国際金融市場における追随の問題を検討してみよう。1990年代初めには、東南ア

ジア諸国は国際金融市場へ急速に統合されていった。その初期の過程では、海外市場の貸

し手は、借り手に関する十分な情報を持っていない。また十分な情報を集め審査するため

には、新規に専門家を雇用せねばならず、そのコストは大きい。しかし、東南アジアブー

ムは進み、投資家たちはこの投資機会をみすみす見逃すことはできない。そこで先行する

貸し手に追随する現象が生じ、この追随現象は更に新たな追随現象を生み、巨額の資本流

入につながったのである。 

 

（２）海外資金流入と金融仲介の問題 

 前項では1990年代に入って、海外からインドネシアへの資金流入が急増してきた要因を

説明した。このような海外資金の流入は、インドネシアの経済成長力や通貨に対する信認

の増大を反映している。しかし、他方でこのような資金の流入は、同国の金融仲介に影響

を与えている。今回の危機の特徴である脆弱な銀行部門、大量の銀行部門の不良資産を招

くことになった原因の一つがここにあると考えられる。以下に海外借入の増加が、国内の

金融市場にどのような影響を与えているかを検討してみよう。 

 金融仲介の典型的な２つケースを考えてみよう（図表１）（注２）。金利は1992/93年度

末の値を使用している（どの時点を取るかによって内外の金利の関係は変化するが、1990

年代前半についてみれば、以下の議論の大筋はどの時点についてもあてはまる）。ケース１

はごく一般的なケースで、インドネシアの商業銀行は預金者から集めた資金を元にして、

借り手に資金を貸付ける。銀行部門の代表的な預金金利である３か月物定期預金金利と、

運転資金向けのプライム貸付金利を例に取って、金融仲介の構造を見てみよう。1992/93

年度末の時点では、銀行の限界的資金コストである定期預金金利は、年利15.7％、貸付金

利は21.7％、したがって預貸金利差は6.0％ある。 

 ケース２では、シンガポールなどの海外金融市場で資金借入の可能な優良企業のケース

を示している。これらの企業の海外借入コストについては、ＳＩＢＯＲ（Singapore 

Interbank Offered Rate）は 1992/93 年末時点で 3.3％に借入マージン、最大で２％から

2.5％を加えたもの、すなわち5.3％から5.8％である。借り手が為替リスクをヘッジする

とすれば、さらにスワッププレミアムを加えたものが海外からの借入コストの合計である。

スワッププレミアムはほぼ内外の金利差に等しいと考えると、 同時点のスワッププレミア

ムは12.4％となり、海外借入コストの合計は17.7％ から18.2％となる（実際に相対市場
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でオファーされていたスワッププレミアムはこの理論値より低かったので、現実の海外か

らの借り入れコストはこれより低い。）。ここから明らかなように、海外市場にアクセスの

ある借り手は、国内のプライム借入金利の21.7％よりはるかに低いコストで資金が調達で

きる。1990年代前半までについて見れば、海外からの借入コストは、先物為替予約によっ

てヘッジした場合でも、常に国内借入コストよりも低い。また1986年以降1997年の危機

に至るまで、現実のルピア切り下げ率は、せいぜい３から５％に止まっていた。このよう

に為替の切下げリスクが小さいと考えられる状況では、借り手は先物為替リスクをヘッジ

しないケースも多く見られ、この場合には当然のことながら、海外からの借入コストは、

国内の資金調達に比べ大幅に低コストとなる。 

 以上で見たように金融自由化が進み、国内金利が急速に上昇していくと、優良な借り手

は国内の銀行市場から撤退し、海外市場から借入を行うというメカニズムが働く。この結

果、海外市場にアクセスのある優良な借り手が撤退し、より質の劣る借り手が国内銀行市

場に残り、国内銀行部門の貸倒れリスクが上昇する。このため国内銀行は、より高い預貸

マージンを必要とし、貸出金利はさらに上昇する。この結果、優良な借り手はさらに国内

市場から撤退するという悪循環が生ずる可能性がある。このようなメカニズムが国内の銀

行部門の金融仲介コストを高水準にしている原因である。加えて国内の銀行部門には、よ

りリスクの高い借り手が残されることから、不良資産の割合が上昇していくことになる。

このような国内銀行部門による「逆選択の問題」が、その後のインドネシア銀行部門の不

良資産問題、そして脆弱な金融構造を招く一因となったのである（注３）。 

 

３．資本流入と経済政策の問題点 

 

（１）為替政策と金融政策の関係 

 「２．国際金融市場への統合と資本流入」で説明したように、1990年代には巨額の資金

が流入し続け、経済を過熱させた。このような状況に対し、インドネシア政府はどのよう

なマクロ経済管理政策をとったのだろうか。またそれらの政策は有効だったのだろうか。 

 まず為替市場での対応策を検討してみよう。インドネシアを始めとして多くのアジアの

途上国は、管理フロート制度を採っている。外国為替市場での巨額の資金流入に対して、

為替レートを一定の水準に維持するためには、インドネシア政府はドル買いの市場介入を

する必要に迫られた。巨額の外国資金流入によるドルの供給増加は、放っておけばドルの
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切下げ、したがって自国通貨の切上げ圧力として働くからである。この点は、インドネシ

ア中央銀行が管理フロートの介入バンドを拡大する度に、市場での為替レートが介入バン

ドの上限にほぼ貼り付いていたという事実からも確認できる。この時期為替レートは常に

切上げの圧力に直面していたのであって、切下げ圧力に直面していたのではない。為替市

場はルピア切上げを示していたのである。このことから、一般的に言われているように、

管理フロート制度によるルピア為替レートの維持が、「ルピアの過大評価」をもたらしたと

いう批判は当たっていない。 

 一方で多くの途上国は、為替レートの決定に関する政策目標を、輸出国際競争力の維持、

輸出振興、経常収支の改善に置いている。外国資金の流入を放置すれば、自国為替レート

は切り上がり、輸出競争力は低下する。国際収支上の資本勘定から決定される為替レート

と、貿易取引や経常収支を均衡させる為替レートの間に乖離が生じてしまうのである。こ

のような状況の下で、管理為替レート制度を採っている多くの途上国は、巨額の資金流入

に対する為替市場の安定化政策として為替市場に介入し、ドル買いを実施してきた。この

結果、外貨準備が増大するとともに国内通貨供給量が増大することになるわけである。す

なわち為替レートを維持する限りは、通貨供給量をコントロールすることはできないので

ある。したがってここでは、金融政策は有効な政策手段ではないのである。 

 

（２）財政政策と対外借入政策 

 次に財政政策と対外借入政策の役割の重要性を検討しておこう。Mundell-Fleming モデ

ルに従えば、インドネシアのような内外資本移動規制のない国では、上に見たとおり金融

政策は有効性が低いのに対し、財政政策はその有効性が高いことが知られている（注４）。

しかし途上国では、インフラ等に対する需要は大きい。そのような状況の中で公共投資を

削減し、財政黒字を創出するような財政引き締め政策を実行することは容易ではない。発

展段階の初期にある途上国で、大幅な財政黒字を作ることは難しいのである。 

 もう一つの注意点は、上に述べたようにインドネシアでは財政均衡主義を採っているの

で、財政は常に健全に維持されており、経済の動きに中立的であると考えられてきたこと

である。しかし、実際には財政に計上されていない幾つかの準財政項目がある。またこれ

まで財政によって賄われてきたインフラの幾つかは、民営化政策によって民間事業となっ

ているが、それらの案件の成立（特にファイナンス面）には、政府による何らかの保証や

支援を必要としている。したがってこれらの支出は、広い意味での財政支出であると考え
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られる。これらのオフバジェット（off budget）、オフバランスシートの支出と借入を含む

広義の財政支出は、民営化政策などの影響もあって、1990年代には拡張型となる傾向があ

ったと考えられる。 

 そこでインドネシア政府は、これらの民営化インフラ計画による対外借入を管理するた

めの手段として、1991年に大統領令39条「対外借入規制（ＰＫＬＮ）」を導入した（注５）。

ＰＫＬＮによる対外借入規制は、政府及び政府の関連する民間案件（民営化インフラ案件

など）、及び銀行部門による海外金融市場からの借入に上限枠を課し、対外債務の増大を管

理しようというものである。この措置は、銀行部門の対外借入依存を抑制するとともに、

政府の準財政支出とも言える民営化インフラ案件の管理という意味では、財政の引締めを

補完する重要な役割を果たした。ただし、純粋民間企業の借入については規制の対象外で

あり、民間企業は自由に海外資金を取り入れることが可能であった（1991年のＰＫＬＮ導

入は、金融市場へのシグナル効果もあり、民間企業の借入は一時減少したが、その後民間

借入は急速に増加していくこととなった）（注６）。 

 ところが1995年以降ＰＫＬＮの効力は急速に失われていったように思われる。その最大

の理由は、大型の民営化案件の実行に関する政治的な圧力である。経済ブームと外資の流

入は利権のパイを拡大し、それに伴って政治圧力も増大していった。この結果、対外借入

政策は、1995年以後はほとんど有名無実になってしまったのである。 

 

（３）ＣＧＩの役割 

 このような状況下でのインドネシア援助国会議（ＣＧＩ）の役割を考えてみたい。ＣＧ

Ｉは設立当初からインドネシアの経済運営、特に対外バランス、対外債務の問題を外部か

ら監視する役割を担っていた。1990年代は投資ブームが続き、経済はオーバーヒートして

いた。その中で経常収支赤字が拡大し、民間対外債務が急速に増加していった。このよう

な状況への対応策は、政府支出（開発援助を含む。）の抑制と民間の投資、すなわち民間の

海外借入を厳しく規制する、の二つである。上で述べたように、途上国政府が自ら自主的

に大幅な財政引締めを行うことは容易ではない。ではどのような政策に関する助言や指導

がＣＧＩで行われたのであろうか。 

 財政支出の主要項目の一つは、援助資金による開発支出である。インドネシア政府によ

る開発支出の削減が容易でないことは、上に述べたとおりである。しかしＣＧＩとしては、

新規援助のコミットメント額を減らすという選択肢はあったと思う。援助コミットメント
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の削減は、インドネシア内外に極めて大きなシグナルを発することになったと思われる。

もう一つの選択肢として、上に説明した対外借入規制ＰＫＬＮの明確な形での継続と実行

を迫ることが考えられる。しかし、そのどちらもＣＧＩは強く迫らなかったのである。そ

れは、なぜだったのだろうか。まずＯＤＡの削減について考えてみたい。ＯＤＡに関して

はインドネシア側、そして援助供与国側の双方にいわゆる前年を基準とする漸増主義（イ

ンクルメンタリズム）という考え方が働いている。財政政策やマクロマネジメントという

観点から、ＯＤＡの削減を実行することは容易ではない。次に「対外借入枠規制ＰＫＬＮ」

についてみると、対象となる大型案件の多くは、インドネシアの大統領ファミリーや有力

政治家とともに援助国の民間企業が多数参加していた。このことが対外借入政策の厳格な

実行を難しくしていたのである。 

 ここで本項の議論をまとめておこう（図表２参照）。経済危機前の状況は、巨額の資本流

入に伴い、経済のオーバーヒートが進行していた。そこで経済引締め政策が必要となる。

理論的にはそのための手段とその有効性は次のとおりである。①金融政策は有効ではない。

②財政政策は有効である。開発支出の主たる財源は援助である。したがって、援助コミッ

トメント額の削減は、強力な財政引締め手段であった。③海外借入規制（ＰＫＬＮ）は有

効な政策手段であった。これに対し、現実にはどのような政策が実行されたかを見ると、

有効な手段であるところの財政政策は実行されなかった。実行されなかった財政政策には

その主たる要素として、援助国による援助政策が機動的に発動されなかったということも

含まれている。もう一つの有効な政策手段である対外借入規制政策（ＰＫＬＮ）も十分に

実行されなかった。有効な政策が実行されない反面で、必ずしも有効でない金融政策に、

より多くの負担がかかり、その結果生じた高金利が、より多くの資本流入を招いたと考え

られる。 

 

４．金融危機後の経済政策の問題点 

 

（１）金融危機後の経済政策の問題点 

 本項では、1997年の経済危機発生以後採られた経済政策の問題点を検討しよう。その前

にまず、今回の危機で何が生じたのかをまとめておこう。今回の危機の第１段階は 1997

年８月から 10 月で、ここでタイからの伝播が発生し、資本逃避と為替レートの約 50％切

下げが生じ、ＩＭＦに支援を要請することになる。この段階では、インドネシア企業家た
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ち（華僑も含めて）は、経済困難の中にあっても、企業経営の維持、回復の努力を行って

いたと思われる。第２段階は同年11月から翌年初めにかけてであり、スハルト体制に対す

る政治不安が広がった時期である。経済政策も一貫性が無くなり、政府の当事者能力が喪

失していった。この段階でルピアは対米ドルで約6,000ルピア、100％以上の切下げとなり、

インドネシアは国際的な信認の喪失、つまりコンフィデンス・クライシスに陥った。この

時点でインドネシア企業家たち（特に華僑経営者たち）は、状況は forces majeures（不

可抗力）であると言い、経営再建の努力を放棄してしまったように思える（この時点では、

むしろ大規模な資本の逃避を行っていたと推測される。）。当然のことながらこの時期には、

企業は内外からの借入に対し、返済努力をしなくなった。第３段階は1998年５月以降で、

暴動が発生し、社会的政治的混乱に陥った。この時点で通貨、金融危機は社会・政治危機

に移行した。為替レートは対米ドル15,000～16,000ルピアに達し（600％以上の切下げ）、

フリーフォールの状態になってしまった。 

 1997年秋から、インドネシア経済はＩＭＦの管理下にあり、経済政策はＩＭＦとの合意

書（Letter of Intent）に基づいて実行されることになった。ＩＭＦの当初の政策処方箋

は、極めて伝統的なものであった。それは、為替（資本移動）政策については、資本移動

の自由を保ち為替レートはフロート制に移行する。財政金融政策については、内外のバラ

ンスを回復させるためともに引締め政策をとるというものである。このようなＩＭＦの政

策の処方箋に対する批判は次のとおりである。経済危機によって総需要が落ち込み、さら

に金融危機によって貸し渋りが起こっているのだから、ＩＭＦのパターン化した財政金融

引締めアドバイスは誤っている。財政金融政策は、経済支援のために拡張すべきであると

いう主張である。さらにKrugmanは、資本逃避が危機の直接的原因であるから、資本移動

の自由という原則を放棄し、資本移動を規制すべきであり、そうすれば金融財政政策の自

由度が確保できると主張している（注７）。そこで為替（資本移動）政策、金融政策、財政

政策の三点について検討しておこう。 

 まず、為替（資本移動）政策について。資本移動については、極めて制度的問題であっ

て、この問題はその理論的整合性とともに、社会的、歴史的背景と切り離して考えること

はできない。資本移動の自由は、経済自由化政策とともにインドネシア経済政策の基本原

則であり、その放棄は経済政策の基本原則の放棄である。また資本移動規制は、これに敏

感な華僑及び海外投資家の行動に影響を与えると考えられる。華僑に対して経済活動の自

由を保証するという考えは、1971年以来一貫して守り続けられてきた政策の基本原則であ
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る。資本移動規制が行えないとすると、少なくとも危機の最中には金融は引き締めざるを

得ない。この理由は、次のとおりである。貸し渋りは金融政策の結果生じたのではなく、

資本逃避によって生じているのである。したがってその時点で金融を緩和した場合、恐ら

く資本逃避をファイナンスすることになってしまうのではないか、という懸念があるから

である。 

 1999年秋にワヒド政権が成立して以降、資本逃避はある程度収まっている。したがって

金融面での緩和政策の余地は拡大してきている。ところが、金融緩和政策は有効に機能し

ていないように見える。それはなぜなのだろうか。 

 インドネシアの銀行危機は、その不良資産規模、倒産した銀行数を考えると、史上まれ

に見る深刻なケースである。商業銀行のバランスシート（統合ベース）を見ると、危機以

降銀行部門の構造が急激に悪化していることが分かる。資本金は危機の中で急増した不良

資産を償却した結果、大幅なマイナスになっている。これに伴い銀行による民間向け貸出

も、ピーク時の半分以下の水準にまで減少している。銀行部門の不良資産償却を実行し、

更に資本金のリスク資産に対する比率（ＣＡＲ）を４％の水準に引き上げるために、イン

ドネシア政府は約600兆ルピア、ＧＤＰ比率で約60％の国債を発行し、銀行部門の資本増

強に充当しつつある。この処置により銀行部門の資産として、民間部門向け貸出総額にも

匹敵するような多額の国債が保有されることになる。では政府による銀行へのこの巨額の

資本注入が完了すると、金融仲介機能は回復するのであろうか。政府による資本増強策が

完了した時点での銀行部門の資本金を推計してみよう。1999年６月時点をベースに考える

と、新たな資本金額は（ＣＡＲ４％という条件から）民間向け貸出額の４％、約10兆ルピ

アとなり、危機以前の４分の１程度に過ぎないことがわかる。今回の大規模な資本増強策

にもかかわらず、銀行部門の資本金は低水準に止まると思われる。したがって、現状では

銀行部門が経済回復のための新たな資金供給を担うと考えることは難しい、と言わざるを

得ない。更に金融政策面では緩和政策が採られ、マネーサプライは順調に増加し、金利水

準も３ヶ月定期金利が約 10％前後と金融自由化以降最低の水準にまで低下してきている

にもかかわらず、金融政策の最終目的である銀行貸出は全く伸びていない。この点からも

現時点では、オーソドックスな金融政策は有効ではなく、その所期の目的を達成していな

い（図表３）。 

 次に財政政策を検討してみよう。財政政策としては、経済危機で大幅に落ち込んだ経済

回復のために、経済刺激型の予算が必要である。そこで財政収支をみると、1999年度には
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対ＧＤＰ比マイナス6.8％、2000年度にはマイナス５％（数字はいずれも予算書ベース）

と大幅な赤字になっている。これで見ると、財政は一見拡張型に見えるが、政府部門全体

でみると、2000年度の予算は前年に比べて緊縮的になっている。その理由は、第１に2000

年度から国内債務の利払いが急激に増加していること、そしてその利払いは、銀行部門に

滞留し、貸出につながらないこと、第２にこれまでオフバジェット（off budget）となっ

ていた項目が予算に組み入れられていること、第３に中央銀行による政策優遇貸出プログ

ラムが廃止され、その幾つかが政府予算に組み込まれていること等によって、インドネシ

アの厳しい財政状況がさらに厳しくなっているからである。ＩＭＦの政策とそれに対する

Krugman の批判を説明した際にも述べたとおり、財政は経済の大幅な落ち込みに対応する

ために、経済刺激型の拡張型予算であるべきである。ところが、実際には引締め型の予算

が実行されている（図表３）。現在の国内の財源では、経済刺激型の予算を組むことは不可

能であり、この面では大幅な海外支援の継続が必要である。以上に見てきたように、危機

後の経済政策は、金融、財政ともに有効に機能しないか、あるいは有効な政策が独自では

採りにくいという、手詰まりの状況に陥っており、海外からのより一層の支援なしには、

経済の再建は難しい。 

 

５．おわりに 

 現在のインドネシア金融危機の問題は、政治の混乱に端を発する信用の危機にある。信

用の危機とインドネシア経済システムの崩壊という問題にいかに対応するかを考えるとき

重要な点は、主要な市場のプレーヤーは誰かということである。一方の重要な相手は、シ

ンガポールを中心とする国際金融市場における貸し手である商業銀行、投資家であり、ま

た貿易の相手である。もう一方の担い手はインドネシアの民間企業であり、それは主とし

てインドネシア華僑である。これらのプレーヤーたちの信用を回復させることが、最も重

要な政策課題であるということになる。 

 最後に、援助の役割について確認しておこう。現状ではインドネシア経済を再建させる

ための望ましい政策オプション、すなわち為替政策、金融政策、財政政策は、有効に機能

していない。海外からの支援なしには、インドネシア経済再建のための政策は機能しない

のである。現在、援助にはいかに政策を支援するかという新しい役割が問われている。い

かなる援助がインドネシアの経済政策を有効に機能させるのか。いかなる援助が華僑や国

際金融市場のプレーヤーたちの信用を改善するのに役立つのか。いかなる援助が崩壊して
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しまった経済システムを補完する役割を果たすことができるのか。これらの重い役割に答

えることは容易ではない。 

 インドネシア経済の再建のためには、そこに多くの困難があるとしても、華僑に経済活

動の自由を保証し、インドネシアのマネーセンターであるシンガポール金融市場との関係

を深めていくしか道はないと考える。 

 

（注１）Komatsu, M.,(1998)及び小松正昭（1998b）を参照。 

（注２）小松正昭（1995）を参照。 

（注３）小松正昭（1998a）及び（1998b）を参照。 

（注４）Mundell, R.A.,(1968)参照。Mundell-Fleming model のインドネシアへの適用に

ついては、Komatsu, M (1992)を参照。 

（注５）大統領令第39条参照。 

（注６）民間企業の借り入れ自由という政策は、1971年に導入した資本移動の自由という

基本原則に基づくものである。 

（注７）Krugman,(1998)参照。 
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ケース１．　一般的な場合

インドネシア
預金者 借り手

商業銀行
定期預金 貸出金利
3か月物 運転資金

（15.7％） （21.7％）

ケース２．　優良企業が海外借入を行う場合

インドネシア
海外市場 優良な借り手

商業銀行

SIBOR（3.8％）+マージン（2～2.5％）
（+スワッププレミアム理論値）=（5.８～6.3）+12.4 = 18.2～18.7

（注）1992/93年度末時点のSIBOR3.8％、ルピア定期預金金利（i）15.7％
　　　i-i*=スワッププレミアム（理論値）=12.4％

（自由）

拡張

現実

貸出増加せず

収縮

フロート

財政政策

－為替政策

（－）（資本移動）

有効

現実

実行

実行されず

不十分

望ましい政策

緩和金融政策

図表 1 　銀行の貸出構造（金利は1992/93年度末）

図表２  マクロ経済政策－危機前

図表３　マクロ経済政策－危機後　

金融政策

財政政策

海外借入政策（PKLN)

理論

有効ではない

有効

－221－


	地図
	１．はじめに
	２．国際金融市場への統合と資本流入
	３．資本流入と経済政策の問題点
	４．金融危機後の経済政策の問題点
	５．おわりに
	図表１～３

