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示している。しかし、国際市場の大量の投
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公定燃料価格
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このように、最近のコメ価格の上昇と原

とったこの変化こそが、スハルト退陣後

油高は、政府補助金の支出の増加を招き、

儀なくされている（表１）
。

燃料価格の引き上げは政治的にも特に厄介

この一〇年間、危機の後遺症に悩むイン

引き金になったことからも分かるように、
な問題である。しかし、燃料の安定供給は、

財政を圧迫している。国際経済の荒波に

ドネシアを尻目に、国際経済の環境は大き
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討することを迫られている。

燃料補助金は、一九七六年以降国内灯油
の消費が増加したことを受けて始まった。

の補助金は原油高で増加した歳入が可能に

この差額が燃料補助金でまかなわれた。こ

ルピアに設定されていた（参考文献③）
。
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