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○ 3月中旬以降、インドネシア金融市場は政治相場の様相を強め、改革派と目されるジョコ氏が大統
領選に勝利すると、株価とルピアの対ドルレートが上昇した
○ 今後、市場の関心は経常赤字、インフレ等の経済問題に移ると予想される。現時点でジョコ氏が掲
げる政策に即効性は期待できず、短期的にこれらの問題が解決するとは考えにくい
○ このため、経済ファンダメンタルズの明確な改善は期待しづらく、金融市場も当面は軟調な展開が
予想されるが、今後ジョコ氏の改革姿勢が積極化すれば、再び上昇に転じる可能性もある

１．はじめに
インドネシアでは、7月9日に大統領選挙が実施され、22日に選挙管理委員会はジョコ氏が53％の得
票率で勝利したと発表した。対立候補であったプラボウォ氏が25日に憲法裁判所に対して選挙結果の
異議申し立てを行ったが、8月21日にその申し立ては憲法裁判所によって退けられ、ジョコ氏の当選が
確定した。
選挙キャンペーン中から政治情勢をテーマに変動してきた市場は、改革派と目されるジョコ氏の勝
利を好感した。選挙結果が発表された翌日の7月23日に、ルピアの対ドルレートは2カ月ぶりの高値を
付け、株価は約1年ぶりの高値を付けている。
8月以降、為替レート、株価とも高値圏でのもみ合いが続いているが、主要な政治イベントが一巡し
たことで、今後市場の関心は政局から実体経済・政策動向に移っていくと考えられる。こうした現状
認識に立ち、本稿では市場関係者、エコノミストなど複数の有識者へのヒアリング結果を踏まえつつ、
次期政権の経済課題と政策動向を整理して、経済及び金融市場の見通しを行いたい。

２．金融市場を動かす要因は、経済から政局、そして再び経済へ
まず、これまで金融市場がどういった要因で動いてきたのかを振り返ってみたい。
ルピアの対ドルレート（図表1）は、2013年5月22日に米国のQE3縮小観測が台頭し、新興国の経常収
支赤字問題がクローズアップされたことを機に、同年5月～2014年3月ごろまで、主に経済ファンダメ
ンタルズが意識される展開となった。具体的には、図表1の①の期間、経常収支が赤字化していたこと、
インフレが加速していたことが嫌気され、ルピアは下落基調で推移した。さらに8月16日に4～6月期の
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経常収支赤字がGDP比4.5％と、前期の2.7％から大きく拡大したことが発表されるとルピアは暴落した。
また、6月22日に燃料補助金1が削減され、燃料価格上昇によりインフレが加速したこともルピアを下
押しした。2014年に入り、図表1の②の期間においては、前年の金融引き締め等によりインフレ圧力が
鎮静化し、輸入も減速して経常収支赤字が縮小したことなどにより、ルピアは上昇基調に転じた。
一方、2014年3月14日に、ジョコ氏が闘争民主党（PDI－P）から出馬することが明らかになると、
政局が大きく為替相場を動かす展開となり、ルピアが上昇した。その後、大統領選の前哨戦となった4
月9日の議会選挙において、ジョコ氏が所属するPDI-Pの議席が事前予想ほど伸びなかったことが明ら
かになると、大統領選におけるジョコ氏の敗北と新政権の改革停滞の懸念が広がり、ルピアは6月末ご
ろまで軟調に推移した（図表1の③）。しかし、7月以降、ジョコ氏の勝利観測が広がると、ルピアの
対ドルレートは上昇基調に転じた（図表1の④）。2014年前半の水準と比べてルピアの上値は抑えられ
ているが、7月の外貨準備は前月比30億ドル増と大幅に増加しており、ルピア売りドル買いの為替介入
が行われたと推察される。
株価も為替と同様、図表2の①、②の時期には、QE3縮小観測の台頭をきっかけに経済ファンダメン
タルズが注目されていた。①の時期には、通貨安、インフレに対応するための金融引き締めの実施が
嫌気されて大きく下落した後、②の時期にはインフレの鎮静化と、経常収支赤字の縮小を受けて上昇
した。
一方、2014年3月頃からは、株価も政局相場に転じて上昇し、ジョコ氏の劣勢が報じられる局面で
は下落（図表2の③）、7月以降は同氏の勝利観測から再び上昇している（図表2の④）。新政権への期
待が高揚する中、8月にはジャカルタ証券取引所上場全株式の平均PERが大幅に上昇しており（図表3）、
株価には割高感が表れているほどだ。
今後の相場展開について、市場関係者、エコノミストなど複数の有識者に対してヒアリングを行っ
たところ、金融市場の変動要因は、「ジョコ氏勝利による高揚感から、再び経済ファンダメンタルズ
に替わる」とのコメントが得られた2。

図表 1

ルピアの対ドルレート

図表 2

（ルピア／ドル）

（1982/8/10=100）
6,000

8,000
ルピア
9,000
高

5,500

10,000

5,000

11,000

4,500

ルピア
安 12,000

4,000

13,000
13/5 13/7 13/9 13/11 14/1 14/3 14/5 14/7 （年/月）

（注）
は主に経済ファンダメンタルズ、
（資料）Bloomberg 等

ジャカルタ総合指数

3,500
13/5 13/7 13/9 13/11 14/1 14/3 14/5 14/7

（年/月）

は主に政治情勢を材料に相場が変動していた局面を示す。
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2014年3月まで金融市場を動かしてきた経済要因を踏まえると、経済ファンダメンタルズにおける今
後の注目ポイントは、以下の2点に整理できる。第1に、経常収支赤字とインフレが再び焦点となろう。
第2に、安定的な成長を維持することができるかどうかだ。成長率が高まればルピアと株価の上昇要因
となるが、逆に景気が過熱すると経常収支赤字やインフレを引き起こし、ルピアと株価の下落要因と
なろう。さらに、経済の先行きを見極める観点から、こうした実体経済の安定性を金融政策や経済・
財政政策で適切に管理できるかも市場が注目するポイントとなろう。

３．経済の現状は、経常収支赤字やインフレが定着
前節で整理した今後の金融市場の注目点を踏まえ経済の現状をみると、最も懸念されるのは、第1
の注目ポイントである経常収支赤字とインフレだ。経常収支赤字は2014年4～6月期にGDP比4.3％と前
期の2％台から拡大している（図表4）。また2013年以降、内需の拡大を反映してインフレが加速する
中、6月に政府が燃料補助金を引き上げた結果、インフレ率は高騰し、その後1年間にわたりターゲッ
ト（＋3.5％～＋5.5％）の上限を大きく上回って推移した。
経常収支赤字とインフレ圧力の継続は、景気の過熱感を背景としてきた3。実際に、みずほ総合研究
所の試算によると、GDPギャップは、2011年10～12月期以降プラスに転じている（図表5）。プラスの
GDPギャップが存在することの意味は、国内で生産できる以上の財・サービスが消費されているという
ことだ。これには、景気過熱に伴う需要超過と、構造的な供給不足という2つの側面がある。この結果、
生産不足を補うために輸入が拡大して経常収支が悪化したり、需要超過で価格が上昇したりする状況
が生み出されてきた。
プラスのGDPギャップが拡大したことを背景に、中央銀行は、2013年6月～11月の間に合計175bpの利
上げを行った。金融引き締めを通じて需要を低下させた結果、GDPギャップは縮小し、前述の燃料価格
引き上げの影響が一巡したこともあり、インフレ率は中央銀行のターゲット範囲内に低下している。
もっとも、供給不足の問題は解消されておらず、GDPギャップは依然残っている。さらに、経常収支赤
（倍）
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字に対しては一貫性に欠ける政策がとられてきたため、不安定な展開が続いている。まず、2013年6
月に燃料補助金の削減が行われ、補助金付きガソリン価格が引き上げられたが（図表6）、これは燃料
輸入を抑制したため経常収支赤字はいったん縮小した。しかし、2014年1月以降、銅やニッケルなど未
加工の鉱物資源に対する輸出規制が実施されたことで、足元で経常収支は再び拡大に転じている。
また、第2の注目ポイントである安定した成長率の維持については、前述した2013年6月～11月の金
融引き締めの結果、2013年の実質GDP成長率は＋5.8％と前年の＋6.3％から減速し、さらに2014年4～6
月期には＋5.1％にまで減速している。GDPギャップやインフレの動向をみると、景気の過熱感は薄く、
足元の成長率は妥当な水準に抑えられつつあると判断できる4。

４．次期政権の政策に即効性は期待しにくい
こうした経済状況を踏まえて、実体経済の安定性を管理する上で求められる政策は何か、また次期
ジョコ政権は、そうした課題に対して実際にどういった政策を掲げているのかを検討する。

（１）短期の課題は緊縮策の実施と規制緩和、中長期の課題は対内直接投資の拡大
短期的には、経常収支赤字の拡大を食い止める緊急措置が求められる。具体的には、第1に、経常収
支赤字を拡大させている鉱物資源の輸出規制を取りやめること、第2に、燃料補助金を削減して燃料価
格を引き上げ燃料輸入を抑制することが必要だ。ただし、燃料価格が上昇することによりインフレ圧
力が高まるため、それが他の財やサービスに波及しないよう緊縮的な金融政策で応じるべきである。
燃料補助金削減に対して利上げのタイミングが遅れることがあれば、中央銀行は事後的に急激な利上
げで対応する必要が出てくるため、景気が失速してしまうリスクがある。こうした事態を回避するた
めにも、中央銀行は適切なタイミングとペースで利上げを行うことが求められる。
一方、中長期的には、供給能力を高めることでGDPギャップを解消する必要があり、具体策として、
対内直接投資を拡大させることが課題である。

図表 5
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（注）補助金付きガソリンはプレミアム、補助金なし
ガソリンはプルタマックス。
（資料）各種報道

（２）短期的には課題解決に向けたジョコ氏の政策の効果は期待できず
以上の課題に対して、ジョコ氏が掲げる政策方針（図表7）をみると、短期間で経済ファンダメンタ
ルズの大きな改善を期待するのは難しい。具体的には、鉱物資源の輸出規制を継続する方針を掲げて
おり、これは経常収支の改善を阻害する。最近のインタビューでも、ジョコ氏は政策の大幅な転換へ
の過度な期待には釘をさした5。また、同氏は燃料補助金を削減するものの、そのペースは段階的なも
のとする方針であり6、燃料輸入の抑制ペースは緩慢となろう。
なお、現段階でジョコ氏はインフレに関する政策方針を明示していない。足元でインフレは落ち着
いているが、段階的な補助金削減により、インフレ圧力は徐々に高まることが予測される。その結果
として、インフレターゲットの上限を超えそうな局面が出てくると想定されるため、その際には、中
央銀行が金融政策を引き締め型で適切に管理することが期待される。

（３）中長期的にはジョコの政策の一部について効果が期待される
一方で、中長期の課題である対内直接投資の拡大に対しては、ジョコ氏の掲げる政策の一部につい
て効果が期待される。まずジョコ氏は、投資許認可手続きに要する期間を縮小したり、電子化等を進
めたりするなど、投資手続きの簡素化を進める方針を掲げている。また、行政改革や汚職撲滅による
行政府の透明性強化も掲げている。行政改革の推進により投資承認手続きの簡素化を図ったり、参入
障壁を低くしたりすることで、外資系企業が投資を拡大するインセンティブが生まれよう。また、汚
職への取り組みを強化することで、税関における職員の透明性や公平性を高めることができ、企業が
業務を遂行する上での障害が取り除かれるだろう。
また、インフラ整備についても、道路、港湾、空港、工業団地などの整備加速を表明している。イ
ンフラ整備については、かねてより、燃料補助金などが財政を圧迫していることによる財源不足の問
題や、土地収用の問題7などが進展の妨げとなってきた。しかし、前述したとおり、ジョコ氏が掲げる
燃料補助金の段階的な削減により、インフラ整備の財源をねん出することが可能となるだろう。また、
ジョコ氏は土地収用の問題についても、積極的に解決していきたいとコメントしている8。
ジョコ氏には、スラカルタ市長、ジャカ

図表 7
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の外資規制強化といった保護主義的措置や、
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最低賃金の大幅引き上げを支持するといったポピュリズム的な政策をとる方針も掲げている。こうし
た政策は対内直接投資拡大の妨げとなることが懸念されるため、大統領就任後にジョコ氏がそれらの
政策を実行に移すかを注視する必要がある。

５．経済・金融市場の見通し
（１）経済の見通し：当面の経常収支は赤字基調、金融政策は緊縮的に、成長率は伸び悩む
ジョコ氏の政策は短期間で経済ファンダメンタルズを大幅に改善するものではない。経常収支赤字
は、2014年4～6月期のGDP比4.3％から小幅に縮小するにとどまり9、今後2015年にかけては、GDP比2％
台半ば～3％台半ばのレンジで推移すると予想する。
また補助金の段階的な削減により燃料価格が上昇し、再びインフレ圧力が高まるため、金融政策は
緊縮的な運営が続けられよう。補助金の削減は段階的に実施される見通しであることや、経常収支赤
字が小幅ながら縮小することなどを踏まえると、2013年半ば以降ほどの大幅かつ急激な利上げにこそ
至らないものの、2015年半ばごろまでに25～50bp程度の小幅な利上げが実施されると想定している。
こうした緊縮的な金融政策の運営により、内需の伸びが抑制され、追加的な引き締めの影響で、景
気回復感の乏しい展開が続くだろう。みずほ総合研究所は、実質GDP成長率は、2013年の前年比＋5.8％
から、2014年には＋5.1％、2015年には＋5.2％と5％台にとどまることを予想している。

（２）金融市場の見通し：相場に改善の方向性は期待しづらい、今後の焦点は政策のベクトル
以上の政策及び経済見通しを基に当面の金融市場の展開を予測すると、即効性のある対策が実施さ
れず、経済ファンダメンタルズの明確な改善の方向性は期待しづらい中で、ルピアは、こう着感の強
い相場展開となるだろう。また、株価はこれまで政治相場の中で、経済ファンダメンタルズから乖離
して割高感が続いてきたが、政治相場から経済相場への移行に伴いファンダメンタルズへの回帰が進
めば下落に転じるだろう。
当面の金融市場は軟調な展開が予想されるが、ジョコ氏が大統領就任後に打ち出す政策の中で、経
済ファンダメンタルズの改善に対して、より積極的に取り組む姿勢が打ち出されれば、比較的早期に
相場の潮目が変わる可能性もある。
具体的には、ジョコ氏が今後の政策方針で、現在打ち出している保護主義的なスタンスを修正し、
課題解決に資する政策を打ち出してくるかどうかが注目される。短期的に経常収支に与える影響が大
きいのは、まず燃料補助金の抜本的な削減であり、次いで鉱物資源に対する輸出規制の解除である。
それらが実現できれば、経常収支赤字の大幅な改善につながることが期待される。また外資規制の強
化などの保護主義的な政策、最低賃金の大幅引き上げなどポピュリズム的な政策も現状で表明されて
いるが、これらの政策を見直せば中長期的には対内直接投資の誘致につながる。
こうした政策の実行力を左右するポイントとして、政界再編の動向も重要である。前述したとおり、
議会選挙でジョコ氏の属するPDI-Pの得票率は伸び悩み、現時点で連立与党の議席割合は37％と過半数
に満たない。このため、議会の承認が必要となる政策の実効性を疑問視する声も多い。ただし、8月21
日の憲法裁判所の判決を受けて、第2党のゴルカル党やイスラム政党などのいくつかの政党が与党入り
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への関心を示しているとの現地報道もある10。仮にゴルカル党が連立与党入りすれば、議席の53.2％
と過半数超を獲得することになる。こうした政界再編の結果、政策の実行性が強まるだろう。
今後、10月のジョコ次期大統領就任に向けて政党再編が動き出し連立与党の議席割合が半数を超え、
また就任後の所信表明演説などで改革姿勢が明確に打ち出され、市場関係者が経済ファンダメンタル
ズの改善に確信を持てる状況となれば、金融市場は再び上昇基調に転じる展開が予想される。
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