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 近のトピックス 

 

ドゥテルテ政権のビジョン 

ドゥテルテ政権は、長期的なビジョンである AmBisyon Natin 2040 と、6 年間（2017-2022）の中

期ビジョンである Philippine Development Plan (PDP)を掲げている。 

AmBisyon Natin 2040 では 2040 年までに貧困層の根絶、一人あたり国民総所得を 3,000 ドルから

12,000 ドルまで増加させるという目標を掲げている。AmBisyon Natin 2040 は、今後 25 年間（ビ

ジョンの検討開始は 2015 年）でフィリピン人及びフィリピン国としてどうありたいかという観点

より検討され、その姿を目指すためのビジョンとして掲げられた。 

所管省庁である NEDA によると 2015 年に作成プロセスが始まり、完成までにフィリピン国民

300 名によるグループディスカッション、10,000 名以上のナショナルサーベイの回答結果やアド

バイザリー委員会（政府、民間、学会、市民団体により構成）による検討など、多方面からの意見

も集約した。その結果作成された当ビジョンでは、2040 年までにフィリピン人は Matatag（強固に

根付いた）、Maginhawa（経済的にゆとりのある）、Panatag（安全な生活を送る）を実現することを

掲げている。 

① Matatag（強固に根付いた） 

フィリピン人は家族の強固な絆に根付いた生活を送るようになる。ワークライフバランス

の実現によって家族や友人と過ごす時間を創出、コミュニティ活動やボランティア活動を

行う余裕や機会が提供される。 

② Maginhawa（経済的にゆとりのある） 

貧困を撲滅し、飢えに苦しむフィリピン人がいなくなる。家族で好みの住宅に住み、好き

なアメニティを利用し生活でき、住居を脅かされることがなくなる。家族や友人は、低廉

で便利な交通機関により会うことが容易になり、休暇を利用し国内外に旅行できるように

なる。子供はチャンスを 大限活かせるよう質の高い教育を受け、生産的な社会の一員と

なる。質の高い就職や起業のチャンスにより、持続可能な収入が実現される。 

③ Panatag（安全な生活を送る） 

生涯を通じて安心して生活できる。長寿を享受し、退職後も安心して生活できる。突発的

な支出にも対応できるだけの所得を有し、貯蓄できる。国内全ての場所で安全が保証され

る。国民は腐敗のない、平等なサービス提供を実現する政府を信頼する。 

上記を実現するために当ビジョンは政府及び民間企業に以下を求めている。 

 上記に資する機会をフィリピン人に対して提供すること 

 各産業界に低廉で高品質なモノ・サービスの提供を行うよう努力すること 

 そのために適切な投資を行うこと 

 政府は上記に資する投資を促進すること 

 政府は成長の機会と富の分配を平等に行うこと 
 

PDP は各政権発足時に作成されており、ドゥテルテ政権発足時に作成された PDP2017-2022 は

史上初めて長期的なビジョンに基づき作成された。 
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PDP では貧困率を 26％から 17％まで減少させ、遵法精神のある平和な国となり、一人あたりの

国民総所得が現在の 3,000 ドルから 4,100 ドルまでに増加することを目標として掲げている。ま

た、PDP 2017-2022 は AmBisyon Natin 2040 実現のための中期目標といった位置付けでもある。三

本の柱と 5 つの基盤形成が掲げられている三本の柱の概要は以下のとおりである。 

① 第一の柱：政府への信頼回復 

 公明正大な政府運営 

 司法の強化 

 フィリピン文化の喚起 

② 第二の柱：格差是正 

 経済機会拡大及びアクセス拡大 

 人材教育 

 栄養・健康管理改善、所得獲得能力向上、生涯学習機会の保障及びそれらによる人材

付加価値の向上 

 社会的弱者への配慮 

 貧困層自立支援プログラムや雇用改善プログラム等の実施、武力紛争による子供への

影響のモニタリング・保護、失業保険の新設、正規雇用促進、災害対策の拡充 

③ 第三の柱：潜在成長力の引上げ 

 テクノロジー対応促進・イノベーション活性化 

 人口動態の 適化 

 貿易・財政政策の実施 

 
基盤形成は対外主権保持、インフラ開発、災害・紛争対策、環境・エコ改善、規制緩和の 5 項

目からなる。 

① 対外主権保持・治安改善 

領土問題の解決、外交能力の強化、全国ホットラインの設置や警察の可視化等による公共

の安全保障強化、犯罪・違法薬物対策、海外居住フィリピン人のセキュリティ強化 

② インフラ開発 

インフラ開発に割当てられる予算は年々増加している。ドゥテルテ大統領が導入した

Build! Build! Build! の方針による予算も含めると2018年度予算の約半分がインフラ関連に

割当てられている。また、アキノ前大統領の方針であったPPPを継続しつつ、ODA受入れ

による開発を志向している。 

③ 災害・紛争対策 

武装グループとの和平交渉推進、紛争エリアの開発 

④ 環境・エコ改善 

生物多様性、気候変動対応等 

⑤ 規制緩和 

規制緩和による経済の活性化 
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2022 年までを任期とするドゥテルテ政権も終盤に差し掛かっているが、2020 年においては

COVID-19 が経済成長にも大きく影響を及ぼした。フィリピン統計庁（PSA）によれば、2020 年

通年の成長率は前年比マイナス 9.5％となったということである。 

また、2020 年 7 月、ドゥテルテ大統領は就任以来５回目の SONA（The State of the Nation Address）
という施策方針演説を行った。なお、2020 年 10 月の世論調査においては、COVID-19 対策が評

価され、91％という非常に高い支持率を得ている。 

 

重要な法案 

①CREATE 法案 

2020 年 11 月 26 日に税制パッケージ第 2 段となる CREATE 法案が上院を通過し、2021 年 3 月

26 日にドゥテルテ大統領が署名、法案が成立した。法人所得税率を大幅に引き下げ、その一方で

PEZA など経済特区の企業の既存インセンティブの合理化が柱となっている。 

②デジタルサービスへの課税 

2020 年 5 月、GAFA などの国内でのデジタル事業収入に対する課税を可能とするために内国歳

入法の一部を改正する法案が提出された。国内外のデジタルサービスを提供する事業者に対し、

12％の付加価値税（VAT）を課すものである。 

③源泉税免除の租税条約適用に伴う手続の変更 

従来、租税条約の適用申請について、サービス対価の支払については TTRA、配当・利子・ロイ

ヤルティの支払いについては CORTT という方式で申請する事となっていた。TTRA は必要種類が

多く、また承認まで 3 年超要するような状況になっていたため、2017 年より手続を大幅に簡素化

した CORTT が導入されていた。そのような中、BIR は今回、新たな租税条約適用申請手続きを

定める通達（RMO No.14-2021）を 2021 年 3 月 31 日に公表した。通達 RMO14-2021 では Ease of 
doing Business 法に則って実施されたはずが、実際には、CORTT が廃止され、配当・利子・ロイヤ

ルティについても TTRA に準じた資料の提出が要求されることになった。ガイダンスの中では

TTRA の処理の合理化やプロセスの明確化によって納税者へ効率的なサービスの提供というメ

リットが謳われているが、実際は配当や利子の支払いの度に、親会社の定款を英訳し、公証アポ

スティーユを取得する必要があるとされ、その他資料も含めると、親会社・現法ともに負担が増

える内容となっている。 

 

マラウィ紛争 

2017 年、ミンダナオ島の西部に位置するマラウィ市において、イスラム主義過激派組織である

マウテグループを中心とした勢力が市内の病院などを制圧し、鎮圧に出た政府側と事実上の交戦

状態となった。ドゥテルテ大統領はミンダナオ島全体に 60 日間の戒厳令を発令し、同 10 月 23 日

に終了宣言が出されたが、戒厳令はその後 2 年半ほど続き、2019 年 12 月に解除された。 
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この紛争によりマラウィ市では何千人もの住民が住まいを失い、政府軍・反政府グループとも

多数の死者を出した。経済的損失は 40 億ペソ（約 80 億円）相当と言われている。この紛争の被

害支援として、日本政府はマラウィ市復興に 15 億円の支援と避難区域への米の寄付を表明してい

る。 

ミンダナオ島には 14 世紀後半にイスラム教が伝わった。その後キリスト教国であるスペインが

現在のフィリピン領土の大部分を征服したが、現ミンダナオ自治地域の一部であるスールー諸島

では 19 世紀半ばまでイスラム国家であるスールー王国が存続した。第二次世界大戦後にフィリピ

ンが独立国家になると、中央政府は単一国家を目指したが、イスラム法の下での生活を確立して

いたミンダナオ南西部の住民たちはこれに反発し、現在に至るまで軋轢が続いている。その背景

にはキリスト教徒がミンダナオに入植して以来続く差別や対立の歴史がある。1970年代頃からは、

政治的権利を奪われていることや貧困への不満から、南部のムスリムを中心とした反政府武装集

団が蜂起し、度重なる武力闘争による死者は現在までで十万人以上、避難民は数百万人規模と言

われている。 

軍や警察による掃討作成、ドゥテルテ政権による和平工作などが続いているものの、ミンダナ

オ島周辺は「アブ・サヤフ」の残党で 重要指名手配中のムンディ・サワジャン容疑者らの潜伏

の可能性も報道されており、引き続き警戒、注意を怠らないよう心掛ける必要がある。 

 

火山 

フィリピンの首都マニラの南約 70 キロにあるタール火山が 2020 年 1 月に噴火した。2 万 4 千

人が自治体によって設けられた避難所などに避難したほか、工場や政府機関、証券取引所などが

休業した。マニラのニノイ・アキノ国際空港発着の大半の航空機の運航が停止された。噴火は 1977
年以来 43 年ぶりである。1911 年には大規模な噴火があり、1,300 人以上が犠牲になっている。ま

た、火山灰による健康被害も出ており、従業員の自宅や工場における火山灰の清掃によって工場

等の操業に影響が出るケースもある。 

 
 


