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○ フィリピンは前アキノ政権下で高成長を達成。この主因はアキノ政権下での改革による投資拡大だ
が、他のASEAN諸国と比べるとまだ資本蓄積は不足。さらなる投資誘致が新政権の課題
○ ドゥテルテ政権が掲げる主な政策方針は、①インフラ整備、②財政改革、③規制緩和、④治安対策、
⑤汚職対策などで、フィリピン経済の課題である投資の拡大に資するものと思料
○ 政策を実行する上でドゥテルテ政権が抱える課題は、憲法改正に向けた国民の支持取り付け、イン
フラ整備に向けた官僚改革、閣僚間の政策方針の調整など

１．はじめに
フィリピンでは、2016年5月9日に大統領選挙が行われ1、ダバオ市長であったロドリゴ・ドゥテルテ
氏が次点候補に15％PT以上の差をつけて勝利した。ドゥテルテ氏は選挙のわずか半年前に出馬を表明
後、短期間で他の有力候補を追い上げ、選挙直前の4月には支持率トップに躍り出た（図表1）。選挙
前は、ドゥテルテ氏の人権や法・秩序を無視する言動が内外から問題視されており、こうした人物が
支持率トップに躍り出たことから、4月以降フィリピンの株価は下落傾向にあった2。それにもかかわ
らず、5月の選挙後、株価は上昇基調に転じている（図表2）。この背景には、選挙後に、ドゥテルテ
氏およびその周辺人物が掲げた政策が市場で好感されたことがあるとみられる。本稿では、こうした
市場の反応を踏まえ、今後のフィリピン経済を展望する観点から、ドゥテルテ政権がこれまでに打ち
出してきた政策を評価したい3。
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２．最近のフィリピンの景気動向と課題
ドゥテルテ政権の政策の評価を行うに当たり、フィリピン経済の現状と課題を確認しておきたい。

（１）最近のフィリピンの経済動向とその背景
前アキノ政権（2010～2015年）下において、フィリピンの実質GDP成長率は、年平均6.2％であり、
アロヨ政権（2001～2009年）の4.5％、エストラーダ政権（1998～2000年）の3.7％から大きく高まっ
た。成長率が高まった要因を探るため、過去10年間の実質GDP成長率を支出項目別に寄与度分解すると、
アキノ政権下では総固定資本形成の寄与度が高まったことが分かる（図表3）。こうした総固定資本形
成の高い伸びの背景には、アキノ政権が進めてきた経済政策が奏功したことがある。
第1の政策はインフラ整備の加速だ。インフラ整備費は2010年にはGDP比で1.8％程度であったが、
2015年には同4％にまで高まった。またアキノは就任当初から官民連携手法（PPP）を活用することで、
民間の資金や技術力を活用してインフラ整備を進めると表明してきたが、このPPP事業についても2016
年5月末段階で12事業が民間事業者との契約締結段階にまで進んでいる。こうしたインフラ投資の加速
が直接的に総固定資本形成の伸びを高めるとともに、民間投資の呼び水にもなったと考えられる。現
地ヒアリングでも、アキノ政権下でのインフラ投資の加速やPPPの進展を評価する声が多く聞かれた。
第2の政策は、財政改革だ。2012年12月には、酒・たばこにかかる税率の段階的引き上げのための法
案を成立させたり、かねてから不透明との批判があった税関の組織改革への取り組みなどを実施した。
この結果、歳入は名目GDP対比で、2010年の約13％から2015年には約16％に拡大した。こうした歳入の
強化は、インフラ整備の財源確保にも寄与したと考えられる。
第3の政策は、汚職対策の強化である。例えば、汚職や収賄の問題が、企業の投資意欲を減退させて
きた状況に対し、アキノ政権は、情報公開の徹底や汚職の厳罰化などを明記した反汚職計画の策定な
どにより、問題への取り組みを進めた。こうした取り組みを経て、トランスペアレンシー・インター
ナショナルが毎年発表する腐敗度ランキングにおけるフィリピンの順位は、2010年の134位から2015
年の95位にまで上昇した（順位が高いほど汚職度は低い）。
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（２）フィリピンが抱える課題
このようにアキノ政権の政策を経て成長率が高まったとはいえ、フィリピン経済はまだ課題を抱え
ている。一般的に、投資比率（総固定資本形成／GDP）が高まると、資本ストックの蓄積を通じて高成
長につながると言われるが4、アキノ政権下で高まったとはいえ、フィリピンの投資比率は周辺アジア
諸国と比べるとまだ低水準だ（図表4）。また、例えば、2期以上連続して2桁台の高い成長率を遂げた
経験のある東アジアの日本、中国、韓国、台湾を対象に、1980年から2015年までの投資比率と実質GDP
成長率の関係をプロットすると、正の相関関係があること、また、年5％以上の高成長を達成していた
時期の投資比率は概ね25％以上となっていることがみてとれる（図表5）。先ほど見たとおりフィリピ
ンの投資比率は20％程度と低く、今後高成長を続けていくためには、国内の民間投資の拡大や、海外
からの直接投資を誘致することで、さらに投資比率を高めることが重要となるだろう。
ａ．インフラ整備不足
現地ヒアリングでは、特に海外からの直接投資の誘致を促す上での最大の問題はインフラ不足と指
摘する声が多く聞かれた。インフラ不足の背景にあるのは、過去の公共投資が不十分だったことだ。
IMF5によると、フィリピンの公共投資額は、2000～2014年の平均でGDP比2.5％程度とASEAN諸国の中で
も最も低かった。この結果、2013年時点の公共部門の資本ストックは、ASEAN諸国の平均であるGDP比
72％よりはるかに低い35％程度にとどまっており、所得水準で劣るカンボジアを下回っている。
またインフラの質も他のASEAN諸国と比べて劣る。例えば、世界銀行が発表している2016年版の物流
パフォーマンス指標をみると、総合的に見てフィリピンの物流に対する評価は総じて他のアジア諸国
と比べて低い（図表6）。またOECD6によると、国民100人当たりの舗装された道路の長さはわずか0.06km
で、ベトナムの0.24㎞、マレーシアの0.54㎞等と比べて短い。これらの情報を踏まえると、フィリピ
ンの投資比率が高まり成長率を上昇させていくためには、インフラ整備が急務であると言えよう。
なお、現地ヒアリングでは、インフラ整備が進まない本質的な要因として、各省庁内部での人材不
足、特にプロジェクトをスムーズに進行させたり、民間から提案されたプログラムの可否を判断する
人材が不足していることが指摘された。
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ｂ．出資比率制限や最低払込資本金などの外資規制
外資に対する規制が強いことも海外からの直接投資を引き付ける上での大きな障害となっている。
OECDが各国のFDIに関するルールの厳格さを判断する一つの指標として発表しているFDI制限指数をみ
ると、フィリピンは59カ国中最もFDIに対する制限が強い国とされている（図表7）。
この低評価の背景には、様々なセクターについて、外資の出資比率を制限する規制がかけられてい
ることがある7。最大の制限は、憲法による外資の出資比率規制だ。フィリピンでは、憲法において、
少なくとも内資が60％以上出資している企業しか公共施設を運営できないことになっている。この制
限があるため、海外の事業者が参入できるインフラ整備事業はPPP案件かODAがらみの案件に限られて
いる。この結果、インフラ投資に対する外資の出資割合をみると、フィリピンはASEAN諸国の中で最も
低い水準となっている。報道によると8、典型的なアジアの新興国は、技術的・コスト的に難度の高い
インフラの整備・運営を外資の資本と技術力を活かすことで進めてきたが、フィリピンでは憲法上の
制限があるため、そうした外資の力を活かしたインフラ整備・運営ができなくなっているという。別
の報道によると9、PPPプロジェクトに参加したことのある財閥企業の幹部が、インフラ整備推進のた
めには外資の誘致が不可欠であり、憲法による外資規制を緩和すべきであると発言している。
また、外資に対する最低払込資本金の規制が厳しいことも対内直接投資誘致の妨げとなっている。
例えば、小売業については、払込資本金が 250 万ドル以上、一店当たり投資額が 83 万ドル以上等の一
定の基準を満たせば外資 100％での出資が可能とされるが、これは小規模企業にとっては厳しい条件
で、実質的な参入規制と言われている。それ以外にも、国内市場向け企業10の場合、外資が 100％で参
入するためには 10～20 万ドル相当以上11の運転資本金が必要となる。こうした外資の参入に対して最
低資本金を設定している国はいくつかあるものの、同程度の所得水準である中国、インドネシア、イ
ンド、ロシア等と比べるとフィリピンのハードルが高いことが指摘されている。
ｃ．治安・汚職
治安の問題もイメージ改善に向けて対策が必要な分野である。世界最大級の人事コンサルティング
ファームのマーサーが、国内情勢の安定性や犯罪・治安、司法機関による職務遂行能力、他国との関
係性を基に世界の各都市の安全度をランク付けした「個人の安全度ランキング」によると、フィリピ

図表 7

図表 8

FDI 制限指数

（順位）
0

フィリピン
中国

安全度
高い

インドネシア

50

インド
100

マレーシア
OECD平均

安全度
低い

日本
0

0.1

0.2

0.3

0.4

シンガポール
8位
東京
32位

香港
37位
台北
78位
北京
97位

ソウル
115位
ニューデリー
142位

150

200

0.5
（指数）

個人の安全度ランキング

ジャカルタ
172位 バンコク
173位

マニラ
182位

（注）2016 年調査。
（資料）マーサージャパン「世界生活環境調査」より、みずほ総合研究
所作成

（注）1 に近いほど規制が強く、0 に近いほど規制が緩い。
（資料）OECD より、みずほ総合研究所作成

4

ンは、深刻な政情不安と観光地でのテロ事件の影響で低い順位となったバンコクよりも低評価となっ
ている（図表 8）12。現地ヒアリングでも、企業の本社の経営層などのシニア世代を中心に、過去の誘
拐事件などの悪いイメージが根強く残っており、これによってフィリピンが新たな投資先の選択肢に
入らないこともあるとのコメントが聞かれた。また、汚職もアキノ政権下で対策が進んだとはいえ、
先述のとおり腐敗度ランキングにおけるフィリピンの順位は引き続き低水準にとどまるなど、フィリ
ピンの根強い問題である。

３．ドゥテルテ政権に対する評価
それでは、ドゥテルテ政権の政策がこれらフィリピン経済が抱える課題解決に資するものであるの
か、まずはその政策を推進する主要経済閣僚の顔ぶれを概観し、次に政策の内容をみていきたい。

（１）閣僚の評価
まず、財政改革の推進役となる財務大臣には、コラソン・アキノ政権（1986年～1992年）下で農業
大臣を務めたカルロス・ドミンゲス氏、予算管理大臣には、エストラーダ政権（1998年～2001年）下
でも同大臣を務め、前アキノ政権下で税制改革に対するアドバイスも実施するなど行政経験が豊富で
ある、フィリピン大学のベンジャミン・ジョクノ教授が就任した。また、フィリピンの社会経済計画
を司る国家経済開発庁（NEDA）の長官には、アジア開発銀行の元リード・エコノミストである、フィ
リピン大学のアーネスト・ペルニア教授が就任している。主要な閣僚の顔ぶれを見る限り、いずれも
経験が豊富か経済学への造詣が深い人物が就任しており、手堅い布陣と評価できる。現地ヒアリング
でも、経済閣僚については概ね高評価との声が複数聞かれた。

（２）ドゥテルテ政権が掲げる政策
続いて、ドゥテルテ大統領および主要経済閣僚が掲げる政策（図表9）を概観したい。
ａ．インフラ整備の加速
ドゥテルテ政権は、最大の経済課題と指摘されているインフラ不足について積極的な取り組み姿勢
を見せている。予算面ではインフラ整備費をGDP比の5～7％に拡大させると表明し、またPPP事業の積
極的な推進も掲げる。ペルニアNEDA長官は、2017年までに17事業、合計5,800億ペソのPPPプロジェク
ト（6つの空港事業、2つの軽量高架鉄道（LRT）事業、高速道路事業など）を事業者選定の段階まで進
めたいと発言している13。
ドゥテルテ政権は、こうした予算措置やプロジェクト実施の数値目標を提示するだけではなく、イ
ンフラ予算執行の進展、PPP事業への参加者拡大に向けた具体的な取り組みも検討している。前述のと
おり、現地ヒアリングでは、フィリピンのインフラ整備における問題点として、予算の執行能力がな
いことが指摘されていた。ジョクノ予算管理大臣は、予算執行の管理を強化するためのモニタリング
システムを導入すると表明しているほか14、インフラ施設の建設は政府が実施し、その運営を民間に
任せる新たなPPPの方式を導入することを検討している15。一部のPPP事業でこうした方式を採用する
ことにより、イニシャルコストが削減されるため、民間事業者の参入を促す効果が期待できるだろう。
さらに、インフラ不足の問題を解消するために大統領に非常権限を与え、インフラ予算の執行スピー
ドを加速させることも検討されており、すでに議会でいくつかの関連法案が提出され、審議され始め
ているようだ16。
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ｂ．財政改革
インフラ整備の財源を確保するという観点および魅力的な投資環境を整備するという観点からは、
財政改革も重要である。この点についても、ドゥテルテ政権はいくつかの方針を掲げている。
まず、ジョクノ予算管理大臣およびドミンゲス財務大臣は、法人税・所得税減税を掲げている。特
に法人税率は30％と他のASEAN諸国（例えば、シンガポールは17％、タイは20％、マレーシアは25％等）
と比べて高く、企業誘致における競争力を高めるためには税率の引き下げが必要と認識している。ま
た、ジョクノ予算管理大臣は、前述のとおりインフラ整備を積極化するため、その財源を確保すると
いう観点から、ガソリンや砂糖を加えた飲料を対象とした税金、付加価値税（VAT、現行では12％）の
引き上げなどを検討している。また、銀行機密法の撤廃により関税の徴収漏れを強化するなどで税収
の確保を図り、インフラ整備費等を中心に支出の増加を図る構えだ。政府は9月に、これらの税制改革
を織り込んだ包括的な税制改革案の議会への提出を目指している17。
ｃ．外資規制緩和
ドゥテルテ政権は、外資規制緩和にも意欲的だ。前述のとおり、フィリピンでは憲法で外資の出資
比率の制限が定められており、これが投資誘致の妨げとなってきたが、ドゥテルテ氏は憲法を改正す
ることにより、こうした制限を修正することを検討している。すでに憲法制定会議を通じて憲法改正
を実施すると表明しており、具体的な手続き面での検討に入っているようだ18。
ｄ．治安対策
ドゥテルテ政権が最も積極的に掲げる政策は、治安の改善、特に麻薬の撲滅である。ドゥテルテ大
統領はダバオ市長時代から、私設の自警団による犯罪者の殺害を含む超法規的な取り締まりを行って
きたことに加え、緊急時のホットラインの開設、高性能の防犯カメラの設置等治安対策に積極的に取
り組んでおり、こうした治安対策が、ダバオの治安安定化に貢献してきたとされる19。大統領選挙時
には、就任後6カ月以内に犯罪組織の撲滅を図ると明言してきたが、この公約実現のため、大統領就任
後は、未成年の夜間外出禁止や監視カメラの設置等による犯罪抑止策に加え、警察官や市民に対して、
犯罪者の殺害を奨励するような問題発言を繰り返し行ってきた。こうしたドゥテルテ氏の強硬姿勢が

図表 9
ａ．インフラ整備の加速

ドゥテルテ政権が掲げる政策

・ インフラ整備費をGDP比5～7％にまで引き上げ
・ 積極的にPPPを活用、2017年半ばまでに17事業を事業者選定段階まで進展
・ インフラ予算執行、PPP事業への参加者を増やすための具体的な取り組みの実施

ｂ．財政改革

・ 所得税、法人税の減税。低所得層は税徴収の対象外に
・ ガソリン、ソフトドリンク、ジャンクフード、アルコール、酒への課税強化、VAT等の引き上げ
・ 銀行機密法の撤廃による徴税強化、密輸の取り締まり強化による関税の徴収漏れ抑制

ｃ．規制緩和

・ 憲法で定められた外資の出資比率規制の緩和

ｄ．治安対策

・
・
・
・

ｅ．汚職対策

・ 情報公開に関する大統領令を発布。今後情報公開法案の成立を目指す
・ 大統領府の自由裁量で予算余剰分の使途、振り替え先を決める支出促進計画（DAP）の撤廃
・ 関税局、内国歳入局等政府機関職員の汚職を徹底調査

就任後6カ月以内に犯罪組織撲滅を図ると明言
警察官や自警集団に対し、犯罪者の殺害を促すような発言
麻薬犯罪に関与したとみられる警察高官、地方首長も名指しし、自首等を要求
未成年の夜間外出、監視カメラの設置、午前0時以降のアルコール販売等を禁止
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後押しとなり、現地紙によると、同氏が就任した6月30日から8月4日の間に麻薬犯罪関連で殺害された
人物は500人超にのぼる20。さらに取り締まり強化を恐れて自首した麻薬密売人や常習者の数は12万人
に上ると言われている21。ダバオ市長時代の実績を踏まえると、こうした取り組みは治安の安定に一
定の効果をもたらすことは期待できる。ただし、超法規的な治安対策は、後述のとおり大きなリスク
をはらんでいることにも留意すべきである。
ｅ．汚職対策
ドゥテルテ政権は議員や官僚機構の汚職対策にも積極的に取り組んでいる。ドゥテルテ大統領は、
就任後 1 カ月足らずの 7 月 23 日に、国家の安全などに影響を与えない範囲で、政府機関が情報を開示
する「情報の自由」を実行する大統領令に署名しており、政府の透明性を高める取り組みに着手して
いる。またジョクノ予算管理大臣は、前政権下で汚職の温床となってきた支出促進計画（DAP）の即時
停止を宣言している22。DAP は、余剰予算の使途および振り替え先を、大統領府が自由裁量で決定でき
る仕組みであり、汚職の温床になっているとの指摘が多くなされてきた。また、ドゥテルテ大統領は、
関税局（BOC）、内国歳入局（BIR）の職員の汚職に関する情報を収集しており、モニタリングを強化
する姿勢を打ち出している23。

４．ドゥテルテ政権の課題は政策の実行性
前章で整理したドゥテルテ政権の政策は、概ねフィリピンが抱える課題の解決に資するものであり、
この政策に着手する経済閣僚の手腕も高く評価できる。ただし、改革を進めるに当たっては、国民や
政権内の合意形成、政策を実際に遂行する官僚の人材育成などの具体的な取り組みが必要であるが、
ドゥテルテ大統領の国政経験不足を踏まえると、そのハードルは低くない。ドゥテルテ政権が次の論
点で挙げるようなハードルを乗り越えて改革を進めることができれば、フィリピンは高成長を遂げる
ことが可能となるだろう。
第1の論点は、憲法改正に対する国民からの支持取り付けだ。フィリピンの主要な世論調査機関の1
つであるPulse Asia surveyが7月2日～8日の間、1,200人を対象に実施した世論調査によると、憲法改
正に反対の割合は44％、賛成の割合は37％、19％がどちらとも言えないと回答するなど、反対の割合
が多勢を占めている24。憲法改正には国民投票で過半

図表 10

数の賛成を得る必要があることから（図表10）
、今後

総議員の
2/3以上

総議員の
過半数

憲法会議招集

有権者への
会議招集提案

ドゥテルテ政権は、規制緩和に向けて国民の支持を
取り付けることが必要となるだろう。
第2の論点は、閣僚間で政策の食い違いが生じない
かどうかだ。例えばドミンゲス財務大臣は、ジョク
ノ予算管理大臣が掲げるVATの引き上げについて、現
行の税率がすでに高すぎると主張し、追加的な引き
上げについて反対している25。また、ロペス環境天然

憲法改正のプロセス

総議員の3/4以
上による発議

憲法会議
による発議

有権者の12％
以上の発議

改正案の策定
国民投票による過半数の賛成

資源大臣は、鉱山開発は環境破壊につながるため、
厳しい規制の下で管理・監督しなければならないと

成立

して、就任後いくつかの鉱山会社のオペレーション

（資料）フィリピン共和国憲法等により、みずほ総合研究所作成
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を停止させているが、現地ヒアリングによると、この政策に反対する閣僚も複数いるようだ。今後、
閣僚間の調整がうまくいかず、政策の食い違いが拡大すれば、政策の実行が停滞するリスクが出てく
るだろう。
第3の論点は、官僚の能力不足問題の解決である。前章で指摘したとおり、ジョクノ予算管理大臣は
すでに官僚の予算執行管理能力向上に向けた取り組みを実施しているものの、ヒアリングで指摘され
たような、インフラプロジェクトに応募してきたプランの可否を判断することができる技術系の官僚
の不足という問題に対する具体的な対策はまだ提示されていない。人材育成にはある程度の時間と労
力を要すると考えられることから、早期に実効性のある対策を提示して取り組むことが必要になるだ
ろう。
最後に、治安対策を巡るドゥテルテ大統領の犯罪者への強硬姿勢が招くリスクを指摘しておきたい。
先述のとおり、ドゥテルテ政権は超法規的に治安対策を進めているが、こうした取り組みに対する批
判も各所で出始めている。例えば、8月3日、フェドートフ国連薬物犯罪事務所（UNODC）事務局長は、
フィリピンにおける麻薬密売人および常習者に対する超法規的な殺害の報告を受けており非常に懸念
している、このような取り組みは、国際的な麻薬対策に関する協定に違反しているなどと強く反対す
る声明を公表した26。また、8月9日、トルドー米国務省報道官は、フィリピンにおける麻薬関連犯罪に
関与した疑いのある人物の拘留および超法規的な殺害を懸念していると発言している27。
また、8月7日、ドゥテルテ大統領は、麻薬犯罪に関与した疑いのある150人以上の裁判官、市長、議
員、警察官等を名指しし公表したが、これに対して8日、セレノ最高裁判所長官は、ドゥテルテ大統領
に、非公式な調査内容を発表するのは時期尚早であると懸念を表明する書簡を送付した28。9日、ドゥ
テルテ大統領は、もし最高裁判所が麻薬との戦いを邪魔するなら、戒厳令の発布も辞さないと脅すよ
うな発言をしている29。こうした内外からの批判が拡大し、大統領がさらに強硬姿勢を強めるようなこ
とになれば政治の混乱は避けられず、政権の存続が危ぶまれる事態に陥るリスクも生じる。これらの
内外からの批判にドゥテルテ政権がどのように対応していくのか、その政策運営動向に引き続き注目
していきたい。
1

同日開催された選挙において、大統領以外に、国会議員、知事、市長、地方議会議員も選出された。
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