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 財政収支均衡とレートの安定    

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

月２日 制憲議会は不正為替取締法の廃止

を承認。５日には同法令の廃止を官報で公布。 

外貨管理制度の根幹となる同制度がなくなる可能性

もあり、今後の動向に注目が集まっている。 

 

また、外貨管理制度と並び注目を集めているトピッ

クが、ガソリン価格の値上げだ。ガソリン価格の値上

げは、汚職の撲滅や PDVSA の健全な事業運営のため

に必要不可欠で、且つインフレを抑制するためにも

必要な措置である。 

 

本稿では財政収支の均衡と為替レートの安定につい

て紹介したい。 

 

 

前回の「ウィークリーレポート No.57」では、３ページ

目のフロー図にある①②③の部分、「仮に変動相場制に

なった場合、どのようなシナリオが考えられるか」につ

いて紹介した。 

 

政府が変動相場制に切り替えるとすると、その狙いは、

為替レートの安定と、その結果生じるインフレの抑制だ

ろう。 

ただ、既存の外貨管理制度を放棄し、変動相場制にした

だけでは為替レートは安定しない。④「財政収支の均衡」

も大事な要素だ。 

 

今の政府は、入ってくる収入（歳入）よりも支出（歳出）

の方が多い。その不足分は通貨発行により補われており、

貨幣価値を下げる要因となっている。 

為替レートの安定には信用が必要 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f74b7cf23e84e41821ebc17241ef53c.pdf
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通貨の価値が下がることは、インフレが起こることを意

味し、相対的に外国通貨よりも価値が下がるので為替レ

ートが現地通貨安になることを意味する。 

 

国内外で、通貨が信用されていれば財政収支の赤字はそ

こまで問題にならないが、度が過ぎた通貨政策を行い信

用が崩れると負のスパイラルが始まり止まらなくなる。 

 

ベネズエラの場合は、現地通貨ボリバルは国内外で全く

信用されていない。 

 

一度失った信頼を取り戻すのは非常に難しい。 

特にベネズエラの場合は、物価高騰が常態化しておりボ

リバル＝価値の安定しない通貨というイメージが刷り

込まれている。 

 

信頼を取り戻す過程では、他の国が行っている以上に厳

格な通貨政策を取る必要がある。 

 

それには、一般に公開されている為替レートで誰もが現

地通貨とドルを自由に売買できることを保証し、再びボ

リバル通貨への不信感を生じさせないよう財政収支の

不足分を通貨発行により補わないこと、つまり、収支を

均衡させることが必要になると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

まず、変動相場制への移行が財政収支にどのような影響

を与えるかだが、外貨管理制度の放棄と変動相場制への

移行は、それ自体が財政収支にポジティブな影響を与え

るはずだ。 

 

例えば、以前の中央銀行は目的によっては１ドル１０ボ

リバルで外貨を供給していた。 

つまり、中央銀行の口座から１ドルが無くなり、代わり

に１０ボリバルが入金される。 

 

ただし、このレートがボリバルを過大評価していること

は明白だろう。 

 

適正レートがいくらなのかを知る術はないが、仮に適正

レートが１ドル３，０００ボリバルで、中央銀行がこの

レートで両替したとすると、中央銀行の口座から１ドル

が無くなり、代わりに３０００ボリバルが入金される。 

 

この差額２，９９０ボリバル分、財政収支の不足が改善

されることになる。 

 

また、１ドル１０ボリバルでドルを得られる側からすれ

ば、少ない原資でドルが貰えることになるため、必要以

上にドルに両替したいと考える。 

 

これが増えてしまうと、国庫からドルが出ていく一方で、

国庫に入ってくるボリバルが少ないので財政に悪影響を

与える。 

 

 

変動相場性は財政収支にポジティブな効果 
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財政収支を均衡させるためには２つの手段がある。 

 

１つ目は歳出を減らす。２つ目は歳入を増やす。 

 

ベネズエラ政府の場合、貧困層へのバラマキは継続す

ることが政権維持に不可欠。 

 

その意味で歳出を減らすという選択肢は考えにくく、

歳入を増やす前提で検討する必要がある。 

 

歳入を増やすためには徴税システムを変える必要があ

る。政府は国民からもっとボリバルを徴収しなければ

いけない。 

 

日本の場合は政府としてお金を稼ぐ組織はほんどない

ため、歳入を得る手段は税金が前提となる。税金しか歳

入を増やす方法がないため、日本は税金の追及が厳し

い方だろう（少なくともベネズエラと比べれば）。 

 

他方、ベネズエラの場合は「国営石油公社（PDVSA）」

という稼ぎ頭が存在する。 

政府は PDVSA から法人税や土地の使用権に対するロ

イヤリティ、配当金などの名目で税を取る。 

財政均衡策

徴税システムの構築

汚職増加

ガソリン等の値上げ

財政均衡物価の安定

歳入増・歳出減

外貨管理制度の廃止

為替調整過程

支援対象外

生活費増

抗議・暴動

支援

過度な汚職

為替レートの安定 財政圧迫

物価上昇 汚職減少

過度な保障

適切な保障

鎮圧成功 許容範囲鎮圧失敗

政権交代

並行レートと一致

生活保障失敗 生活保障成功

抗議・暴動

制度調整鎮圧

祖国カード

保有者

①

②

祖国カード

非保有者

③

④

⑤

徴税意識の低いベネズエラ 
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原油価格が高止まりしていた頃は、PDVSA から得られ

る歳入がかなり多かったこともあり、他からの徴税に

躍起にならなくてもバラマキができていた。 

 

そのため政府は税金を徴収するという意識が低く、シ

ステムの不備も手伝い、税金の取り漏れは多い。 

一例としては以下の通り。 

 

＜個人所得税＞ 

ベ ネ ズ エ ラ で は 年 に １ 度 、 個 人 所 得 税 を 徴 税 庁

（SENIAT）へ申告する（一般的には１月～１２月分を

３月末までに支払い）。 

 

多くの会社では従業員が自己申告でしているが、その

申請額は実際の給料とは異なることが普通だ。そもそ

も全く申告しない従業員も多い。 

 

＜年金保険料＞ 

ベネズエラの年金の受給資格は男性６０歳、女性５５

歳から。最低でも７５０週分の年金保険料を納税する

必要がある。年間５０週あるとして１５年間 保険料を

支払うことになる。 

 

実は１５年より長い期間 保険料を支払い続けても得

られる年金（最低賃金＋α）は原則同じだ。 

つまり、従業員の立場から見ると１５年間の保険料支

払いを終えた後の支払いはだだの浪費になる。 

 

１５年間の保険料支払いを終えた従業員は無駄な保険

料を支払いたくないため、社会保険庁のシステムで申

告する収入を少なくしてほしいと雇用主に依頼する。 

 

保険料は労使折半のため、従業員の給料額を低く申告

すると、従業員だけでなく雇用主負担分の保険料も少

なくなる。 

 

 

 

 

日本であれば税務署の査察が入ると厄介なので、この

依頼を受け入れる雇用主は皆無だろうが、ベネズエラ

の場合はお国柄なのか、査察に入られた場合は袖の下

を支払うことで見逃してもらえると考えているためか、

かなり平気で数字を変える。 

 

＜投資利益＞ 

また、今でこそ支払いが停止してしまったが、ベネズエ

ラ国債や PDVSA 社債の利息や償還、売買差益などで

生じた利益は免税になっている。 

 

政府・PDVSA がまだ債券元利を支払っていた当時、ベ

ネズエラ公社債の利回りは高く、投資家はかなりの利

益を享受していたがベネズエラ居住者は、その利益に

対して１ボリバルも税金を納める必要がなかった。 

 

＜相続税＞ 

ベネズエラにも相続税は存在するが、外国に資産を移

すなど富裕層は税金の支払いを最小限に抑え、まとも

に相続税は支払われていない。 

 

ベネズエラの富裕層が何世代にもわたり富裕層でいら

れるのは相続税対策の甘さに起因している部分は多い。 

 

＜法人税＞ 

前述の通り一般的に言ってベネズエラの納税意識は低

い。法人税も同様にまともに納税していない会社が多

いことは想像に難くない。 

 

このようにベネズエラの徴税システムには多くの問題

がある。 

 

PDVSA がその不足分をカバーするだけの税金を納め

てくれていれば問題は大きくならないが、今はそのよ

うな状況ではない。 

貧困層へばら撒くという前提なので、政府は中高所得

者層や利益を出している法人から税金を徴収する仕組

みを作る必要がある。 
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またインフレを抑制するためには PDVSA がボリバル

収入を増やすことが不可欠。 

 

PDVSA のボリバル収入を増やすためにしなければい

けないのはガソリン価格の値上げだ。 

 

現在のベネズエラのガソリン価格はハイオクであれば

６ボリバル／リットル。レギュラーであれば１ボリバル

／リットル。 

 

並行レートが１ドル３５０万ボリバルを越え、オフィシ

ャルレートのDICOMでも１ドル２０万ボリバルを超え

た。 

 

つまり、オフィシャルレートで換算しても１ドルあれ

ば２０万リットルのレギュラーガソリンが購入できる。

５０リットルのガソリンが入れられる普通車であれば

１ドルで４０００台を満タンにできる。 

 

仮に並行レートであれば１ドルでレギュラーガソリン

３５０万リットル、７万台を満タンにできる計算。 

 

計算間違いと思えるような異常な世界だが、これがベ

ネズエラの現実だ。 

 

ちなみに日本であれば１４５円／リットルくらいなの

で２０万リットルで２，９００万円。 

３５０万リットルあれば５億円超の売り上げになる。 

 

他方、ベネズエラの場合、PDVSA の売り上げは約１１

１円だ。PDVSA の現地通貨売り上げはゼロに近い。 

 

現地通貨建ての収入がないので、PDVSA はボリバル不

足。 

 

 

１２年頃までは外貨が潤沢にあり、並行レートと公定

レートの乖離がそこまでひどくなかったので足りない

現地通貨は中央銀行を介してドルをボリバルに両替す

ることにより工面できた。 

 

しかし、今では外貨は枯渇しており、並行レートと公定

レートとの差も大きく、インフレによりボリバル建て

の売り上げは相対的に減少しており、自社でボリバル

をねん出することが出来ない。 

 

そこで PDVSA は中央銀行にお金を借りている。この

借入金額がすさまじい。 

 

中央銀行は毎月マネタリーベースを公表しており、そ

の中に「金融系以外の政府系組織への貸し出し額」とい

う項目がある。 

 

この項目の全てが PDVSA ではないのだが９割以上は

PDVSA だ。 

 

１８年５月時点の同項目の数字は約２，４６８兆ボリ

バル。 

対する同月の通貨供給量（マネーサプライ、市中に出回

っている資金流通量）は１，２５５兆ボリバル。 

 

PDVSA１社が中央銀行から借りている資金は、国内に

出回っている資金の合計額の倍ということになる。 

 

正直に言えば、筆者もこれがどういう状態なのかはよ

く分からないが、この無尽蔵な PDVSA への貸付が通

貨の価値を下げる一因になっていることは間違いない。 

 

なお、このような状況になったのは最近で、以前はそこ

までひどい状態ではなかった。 

 

例えば１７年１月の「金融系以外の政府系組織への貸

し出し額」は６．２兆ボリバル。対する通貨供給量は１

１．５兆ボリバルだった。 

ガソリンの値上げは必須 
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このような状況になってしまった原因は安すぎるガソ

リン価格にあり、適切な価格に持っていくためには相

当な値上げが必須だろう。 

 

また、鉄道・地下鉄代やその他公共サービスは概して安

い。ガソリンに限らず公共サービスは値上げが必要だ

ろう。 

 

 

ただし、全ての料金を値上げすれば政府の支持基盤で

ある貧困層は生活が出来なくなる。 

 

「ウィークリーレポート No.57」で紹介した通り、政府

は「祖国カード」を通じて支持層には生活補助を継続

し、何とか生活が出来る環境を作ると思われる。 

 

逆に言えば、祖国カードを持たない（支持者ではない）

国民には値上げを甘受してもらう必要がある。 

 

一方で、貧困層支援は度を過ぎると財政を圧迫する。 

 

政府はガソリン代の値上げ後も祖国カード保有者へは

一定の支援制度を設けるつもりのようで、８月３日～

５日にかけて祖国カード保有者を対象に国勢調査を行

っていた。 

 

例えば、ガソリンを安く買える補助制度であれば、必要

以上にガソリンを入れて、祖国カードを持たない第３

者に転売することで利益を出す人が出てくる。 

 

汚職を根絶することは不可能だが、汚職が増えすぎる

と、財政収支が悪化し為替レートが安定しない状態に

なる。 

 

 

 

 

正直に言えば、これまで経済政策の抜本的な改革を放

置してきた政府が、今更適切な経済運営を行うかは大

いに疑問がある。 

 

政府高官は通貨単位切り下げ（デノミ）を予定している

８月２０日を経済回復のキックオフデーと繰り返し述

べている。 

 

アイサミ経済担当副大統領は８月２０日から国内の両

替所で自由に現地通貨と外貨が両替できるようになる

と発言しており、外貨制度についても何らかの進展が

見られそうだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.171」８月２

日付の記事参照）。 

 

８月２０日にデノミが実施される場合、現在の１ボリ

バル／リットルでは支払いが出来なくなるので、この

タイミングでガソリンの値上げが実施されることも十

分にあり得る。 

 

新制度の開始までに明らかにされなければいけないこ

とは多く、この２週間は経済分野に関する動きが多い

週になりそうだ。 

 

その過程で政府の意図をもう少し理解できると思われ、

様子を見る必要があるだろう。 

 

以上 

過度な貧困対策は汚職を招く 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f74b7cf23e84e41821ebc17241ef53c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8529b332d89974d44f6c0cc3accf964a.pdf

