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から五年ごとに、大統領選は二〇

まれたあと、議会選は一九九九年

民主化運動によって辞任に追い込

を維持してきたスハルト大統領が

三二年間にわたって長期独裁政権

選挙が実施された。一九九八年に

四月に議会選挙が、七月に大統領

二〇一四年、インドネシアでは

●二〇一四年選挙で示された
民主主義の成熟
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選挙運営が混乱したりすれば、選
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の規定に従って終了するため、政

ン・ユドヨノ大統領の任期が憲法

権を担当してきたスシロ・バンバ

てをスキャンして公式ホームペー

票所で記入された集計用紙のすべ

するため、全国約四八万カ所の投

は、投票の集計プロセスを透明化

かったからである。総選挙委員会

に疑義をはさむ余地はほとんどな

はなかった。選挙の民主的正統性

の態度に国民の支持が集まること

しかし、このようなプラボウォ

入れようとはしなかった。

プラボウォは敗北をなかなか受け

題はなかったと判決を下した後も、

時代からの変化が求められていた。

れたものではなかった。ユドヨノ

ユドヨノ時代の継続か否かが問わ

とになった。しかし、その選挙は、

ドネシアは新しい政権を迎えるこ

二〇一四年の選挙を期に、イン

● ジョコウィ大統領誕生の意味

支えたのである。スハルト退陣か

選の正統性と民主主義の公正さを

市民による小さな運動が、大統領

がここで示された。

方向性であった。

た。

権力の交替が平和裡に実現してき

直後には両陣営が勝利宣言をし、

率でわずか六％だった。投票終了

ボウォ・スビアントの差は、得票

しようというボランティアの運動

利用して、独自に投票結果を集計

さらに、公表された開票結果を

るようになった。経済的にも、二

で、政治的安定の達成が認識され

にわたる長期政権が誕生したこと
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げ、フェイスブックを通じて集ま

った七〇〇人のボランティアが手

入力で開票結果の集計を行ったの

である。彼らがはじき出した得票

予想と総選挙委員会が発表した最

終結果は、ほぼ同じだった。これ

で、集計プロセスでの不正がなか

ったことが証明された。

〇四年から五年ごとに定期的に行

実際、それが現実となる可能性

ジにアップロードし、誰でも閲覧

総選挙委員会による情報公開と
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ら一六年を経た民主主義の成熟度
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二〇〇九年を境に、インドネシ

二〇一四年も実現される保証はど
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イトをインターネット上で立ち上
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平穏に実施されてきた。最終的に

スで不正がなかったかを確認する

こにもなかった。今回の大統領選

後も、憲法裁判所が投票結果に問

アに対する国内外の評価は大きく

は、二〇〇四年から二期一〇年政

ことができるようになった。
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さまな権力の介入を招くことなく、 挙戦を反映して、僅差の結果とな
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や格差の拡大といった経済社会構

寛容の広がり、資源輸出への依存

一方で、汚職の蔓延や宗教的不

新興経済大国へと大きく変化した。

主主義のモデルへ、低成長国から

は政治的に不安定な国から新興民

機に、インドネシアに対する評価

のユドヨノ再選と金融危機回避を

されるようになった。二〇〇九年

たことで、その成長潜在力が注目

四・六％の経済成長率で乗り越え

化の申し子」なのである。

た。 ジ ョ コ ウ ィ は ま さ に、「 民 主

と権力の階段を一気に駆け上がっ

首都特別州知事、そして大統領へ

獲得した。そこから、ジャカルタ

と親しみやすい人柄で一躍人気を

長選に出馬して当選し、その実績

が導入された二〇〇五年にソロ市

ウィは、地方首長の住民直接選挙

分権化ゆえのことである。ジョコ

ようになったのは、民主化と地方

そのような人物が政治に関わる

歩一歩前進していることだけは確

それでも、この国の民主主義が一

義が発展途上であることも示した。

いう点で、インドネシアの民主主

との挟間で国民の選択が揺れたと

役の政治と指導者が主導する政治

二〇一四年の選挙は、国民が主

く末を指し示してくれる力強いエ

民を力でまとめ、望ましい国の行

して選択した。未熟で身勝手な庶

としている課題は、インドネシア

題を明らかにする。

での成果とそこからみえてきた課

組んできたのかを分析し、これま

ざまな政策課題にどのように取り

いる国民もいまだに多いのである。 年を迎えるジョコウィ政権がさま

リートを国の指導者として望んで

を「政治的安定と経済成長」を達

ではない。本特集では、発足後一

領就任後の政権運営は決して順調

れたジョコウィであったが、大統

国内外から新政権の門出を祝わ

ジョコウィ大統領が取り組もう

造の変容にともなう問題も発生し

国民目線に立った、国民のための

権となったユドヨノ政権の下で何

一〇年という民主化後初の長期政

成した新興国へと飛躍させたユド

国づくりである。これまでの大統

●ユドヨノの一〇年とジョコ
ウィ政権の課題

が達成され、何が課題として残さ

かだろう。

主義の成熟、持続可能な経済、富

領がエリートとして国を指導しよ

二〇一四年一〇月二〇日、イン

ジョコウィが目指しているのは、

の偏在の是正など、新興国から次

うとしたのに対して、ジョコウィ

ドネシア共和国第七代大統領にジ

つつある。インドネシアは、民主

のステップへと歩を進めるための

は国民と共に問題を解決しようと

民は、史上初の庶民出身大統領と

これに対してインドネシアの国

る。

のかということが問われたのであ

い指導者にどのような人物を選ぶ

新しい時代の舵取りを任せる新し

階に差し掛かったインドネシアで、

〇一四年の選挙は、新しい発展段

と認識されたのである。

手に取り戻すことができる機会だ

ウィの登場は初めて政治を自らの

つつあった国民にとって、ジョコ

治」だという現実に不信感を抱き

とは「利権エリートによる談合政

の目線に立とうとする。民主政治

自ら国民の間に入っていき、国民

する。だからこそジョコウィは、

ドが行われた。夜には、ジャカル

のメインストリートで祝賀パレー

就任式のあとには、ジャカルタ

両者の和解が印象づけられた。

選で敗れたプラボウォも姿をみせ、

席して新大統領を迎えた。大統領

待客あわせて一二〇〇人以上が出

式には上下両院議員と国内外の招

ョコウィが就任した。大統領就任

いるのかを考える手がかりを読者

ドネシアがどこに向かおうとして

じて、ジョコウィ政権下でのイン

明らかにする。これらの作業を通

ウィ大統領に引き継がれた課題を

れたのかを検証しながら、ジョコ
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ヨノ前政権から引き継がれたもの

新たな課題に直面しつつある。二

いう回答で答えた。ジョコウィは、

継いで、政治とは無縁の世界に生

庶民である。成人後も父の家業を
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たプラボウォを望ましい指導者と

指導力で国民を導くことを約束し

ように、約半数の有権者は、強い

しかし、大統領選の結果が示す

人から祝福をうけた。
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