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（写真）大統領府 ”大規模な経済政策の施行を前に協議を行う与党政治家たち“ 

マ 

 

 

    最低賃金の改定コスト    

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

ドゥロ大統領が経済政策を発表した。 

 

中でも注目を集めたのは６０倍の最低賃金増額だろ

う。８月まで月額３００万ボリバルだった最低賃金

を１．８億ボリバルに引き上げる。更に９０日間は中

小企業に対して賃金差額を負担すると発表した。 

 

産業界・経済専門家は財政均衡の必要性を訴える中

で、このような政策を取ると財政赤字は縮小せず、イ

ンフレを克服できないと否定的である。 

本稿では賃金改定でどの程度の負担が増えるのか、

また政策成功のカギについて分析してみたい。 

 

 

 

（このレポートでは新通貨ボリバル・ソベラーノは使

用せず、現地通貨はボリバル・フエルテで記載する） 

 

８月１７日 マドゥロ大統領は経済政策を発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.178」８月１７日付の記

事参照）。 

 

為替レートの１本化、１ドル６００万ボリバルへのレ

ート切り下げ、最低賃金を月額１．８億ボリバルと先

月比６０倍の引き上げ、中小企業への給料差額補てん

など。 

 

多くの専門家は今回の経済政策に否定的な見解を示

している。 

 

専門家は無計画な通貨発行の増加を懸念 

dor 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
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特に急激な最低賃金の増加について、物価が高騰する

と懸念を表明している。また、中小企業への給与差額

補てん策なども無計画な通貨発行が更に増える、と否

定的な見解を示している。 

 

この政策を支えるためにどれだけの資金が必要にな

るのかについて確認できる統計資料をベースに分析

してみたい。

 

 

最低賃金改定の負担額を予想するにあたり、国家統計

院（INE）が発表している労働人口表を参考にする。 

 

 

 

 

 

ただし、INE の労働人口統計は１６年４月で更新を

停止しており、下表の１８年４月は過去の傾向を踏

まえた筆者の予測値。 

表：　ベネズエラの労働人口（１５年４月、１６年４月）実績と１８年４月の労働人口予測値

前年

同期比

人数 割合 人数 割合 増減率 人数 割合

総人口（予測値） 30,323,135 - 30,731,774 - 1.3 - -

就労可能人口（１５歳以上） 22,105,910 - 22,520,607 - 1.9 - -

就労希望人口 14,322,536 - 14,124,319 - △ 1.4 - -

就労人口 13,313,537 100.0 13,089,081 100.0 △ 1.7 12,647,835 100.0

公的セクター 2,807,199 21.1 2,741,032 20.9 △ 2.4 2,648,629 20.9

民間セクター 10,506,338 78.9 10,348,049 79.1 △ 1.5 9,999,206 79.1

一般労働者 5,168,700 38.8 4,912,001 37.5 △ 5.0 4,746,413 37.5

自営業 3,955,612 29.7 4,240,610 32.4 7.2 4,097,655 32.4

経営者 519,012 3.9 409,185 3.1 △ 21.2 395,391 3.1

団体職員 142,902 1.1 120,993 0.9 △ 15.3 116,914 0.9

その他 720,112 5.4 665,260 5.1 △ 7.6 642,833 5.1

正規セクター 7,977,348 59.9 7,899,160 60.3 △ 1.0 7,632,871 60.3

非正規セクター（注） 5,336,189 40.1 5,189,921 39.7 △ 2.7 5,014,964 39.7

個人事業者 3,775,679 28.4 3,688,526 28.2 △ 2.3 3,564,182 28.2

経営者 366,191 2.8 264,909 2.0 △ 27.7 255,979 2.0

一般労働者 1,393,021 10.5 1,200,319 9.2 △ 13.8 1,159,855 9.2

その他 35,995 0.3 36,167 0.3 0.5 34,948 0.3

非就労人口 1,008,999 - 1,035,238 - 2.6 1,000,339 -

就労希望しない人口 7,783,374 - 8,396,288 - 7.9 8,113,241 -

学生 2,778,373 - 2,903,993 - 4.5 2,806,096 -

家事従事 3,015,403 - 3,443,733 - 14.2 3,327,641 -

労働不能 299,758 - 472,904 - 57.8 456,962 -

その他 1,689,840 - 1,575,658 - △ 6.8 1,522,541 -

（出所）１５年４月、１６年４月実績は国家統計院（ＩＮＥ）、１８年４月は弊社予測値

（注）非正規セクターとは従業員が４名以下の組織を指す

2018年

4月

2015年 2016年

4月 4月

意外と民間セクター労働者が多い 
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予測値をベースに考えると１８年４月時点のベネズ

エラの就労人口は１，２６５万人。 

 

うち、公的セクターの労働者が２６５万人（２０．

９％）で民間セクターの労働者が１，０００万人（７

９．１％）となる。 

 

社会主義国を標榜するからにはベネズエラには公務

員ばかりなのでは、と思う人も多いが、ベネズエラ

は民間セクターの労働者が８割を占める。 

 

また、「正規セクター」と「非正規セクター」という

分類分けも存在する。 

 

中央銀行の定義によると「非正規セクター」とは従

業員が１～４名の組織を指す。 

零細企業はもちろんフリーランス、タクシー運転手、

露天商などがこの分類の中に入っている。 

 

約１，２６５万人の就労人口のうち、「正規セクター」

が７６３万人、「非正規セクター」が５０１万人とな

る。公務員（２６５万人）は「正規セクター」なので、

民間で言えば、正規・非正規それぞれ５００万人ず

つというところだろう。 

 

 

次に、このうち何名くらいの賃金を政府が負担する

必要があるのかを確認したい。 

 

まず、公務員の給料を政府が負担するのは当たり前

だろう。加えて、マドゥロ大統領が発言した「中小企

業の給与差額を９０日間、補てんする」という点に

ついて何人が対象となるのかは現時点では不明だ。 

 

ただ民間セクターの半分５００万人くらいは補てん

の対象になる可能性が高いと考えている。 

 

一つの参考値として「非正規セクター」の就労人数

５０１万人として計算をしてみたい。 

 

「公的セクター」と「非正規セクター」を合算すると

７６５万人になるが、もう一つ政府が負担をするセ

クターを忘れてはいけない。「年金受給者」だ。 

 

ベネズエラの年金受給者は最低賃金を受け取る決ま

りになっている。つまり、彼らの受給額も月額１．８

億ボリバルになるはずだ。 

徴税庁（SENIAT）によると、１８年４月時点のベネズ

エラの年金受給者数は４１０万人となっている。 

 

これを加えると、政府が賃金を負担する人数は１，

１７６万人いることになる。 

 

そして、各人の負担額は０．５ペトロ、つまり３０ド

ルなので、金額にして月額３．５億ドルになる。 

 

政府は今回の改定をしたことで、給料支払いの名目

で少なくとも３カ月は３．５億ドル前後を負担する

ことになりそうだ。 

 

政府はこのコストをどのように負担するのだろう

か？ 

 

 

 

 

表：　最低賃金の保証対象

項目 人数

公的セクター（公務員） 2,648,629

民間の非正規セクター（４名以下の組織） 5,014,964

年金受給者 4,095,023

合計 11,758,616

（単位：ドル）

月額３０ドルの最低賃金負担 352,758,469

政府の給料負担は月３．５億ドル前後 
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この金額をボリバル通貨の発行と言う手段で負担し

た場合、多くの専門家が危惧する「無計画な通貨発

行」に該当する。 

 

ボリバルの流通量が増えることでボリバルの価値が

下がり、インフレが加速するという理論だ。 

 

では、どうすれば「無計画な通貨発行」をすることな

く、３．５億ドル相当のボリバルを支出できるのだ

ろうか。 

 

別の言い方をすると、中央銀行が国内に流通するボ

リバル（通貨供給量）を増やすことなく３．５億ドル

相当のボリバルをどのように支出するのかというこ

とになる。 

 

手段は２通りあると思われる。 

 

１つ目は税収として民間セクターから３．５億ドル

相当のボリバルを吸収すること。 

 

２つ目は中央銀行が持つ外貨を１ドル６００万ボリ

バルで売却し、民間セクターの持っているボリバル

を３．５億ドル分吸収すること。 

 

あるいは、この２つの組み合わせで国内のボリバル

を国庫に吸収することが出来れば、国内に流通して

いる通貨の量を増やす（中央銀行が新しく通貨を発

行する）ことなく、３．５億ドル相当のボリバルを支

払うことが出来る。 

 

ベネズエラは今でも月２０億～２５億ドルは原油輸

出で外貨が入ってくる国だ。 

３．５億ドルの外貨を供給することは容易ではない

が不可能な数字ではない。 

 

 

 

 

ただし、問題が２つある。 

 

１つ目は政府が DICOM を通じて外貨を供給する意志

がなさそうであること。 

 

２つ目は、１ドル６００万ボリバルでドルへの両替

を希望する需要がそこまで多くないであろうこと。 

 

１つ目については、８月２１日にエロイ・メンデス

制憲議会経済委員会メンバーが「政府は DICOM に外

貨を供給しない」と発言した。 

 

彼は不正為替取締法が廃止された際に、今後 DICOM

は運用を停止すると発言していた。しかし、発言か

ら４日後には DICOMが実施された（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

彼がどこまで内部情報を知ったうえで発言している

かは疑問だが、これが事実である可能性は否定でき

ない。 

 

確かに現在運用されている DICOM は政府が外貨の供

給者になっていない。 

 

１７年８月に米国が金融制裁を科したことで、中央

銀行の外貨送金が制限された。これを受けて、民間

セクターのみが外貨の供給者になるようにしたのが

１８年２月から始まった新 DICOMだ。 

 

送金ができなくなってからずいぶん経つので、公的

セクターの外貨送金が迅速に行えるスキームが出来

たのではないかと期待しているが、それが出来てい

ないならば、インフレは収まらない。インフレが収

まらなければ、経済計画を立てることが出来ないた

め、政策は失敗に終わる可能性がかなり高まる。 

 

中銀はボリバル通貨を発行して良い 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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２つ目は、１ドル６００万ボリバルでドルへの両替

を希望する需要がそこまで多くないであろうことだ。 

 

筆者は仮に政府が外貨を供給する意志があったとし

ても、為替レートが１ドル６００万ボリバルだと民

間セクターにそこまでボリバルを外貨に換えたいと

思う者が出てこないと想像している。 

 

８月１０日時点のベネズエラの通貨供給量（国内に

流通しているボリバル現金・預金の合計）は約４，０

０５兆ボリバル。 

 

仮に１ドル６００万ボリバルで割ると、通貨供給量

は６．７億ドルにしかならない。 

 

３．５億ドルをボリバルに両替すると国に流通して

いる半分の通貨が中央銀行に流れてしまう（その資

金はすぐに給料として国民に流れることになる）。 

 

今後も急激なインフレが予想され、当面のボリバル

を手元に置いておく必要があるので、大量のボリバ

ルを手放す会社は少ないと想像している。 

 

そうであれば、中央銀行は足りない分を通貨発行と

いう手段で補うしかない。 

 

ただ、十分な両替需要が現れないのは、１ドル６０

０万ボリバルというレートが現在の通貨供給量に対

して、ボリバルの価値を過小評価（本来、ボリバルに

はもっと価値がある）しているからに他ならない。 

 

政府が１ドル６００万ボリバルで確実に外貨を供給

する意志があるのであれば、中央銀行はもっとボリ

バルを発行してもよいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

筆者は今回の経済政策の成功は、「政府がボリバル通

貨の価値を支えることが出来るかどうか」にかかっ

ていると考えている。 

 

そのためには、政府は１ドル６００万ボリバルとい

うレートで確実に民間セクターにドルを供給し続け

なければいけない。 

 

これまでの DICOM レート（１ドル２５万ボリバル）

のようにボリバルを過大評価したレートで買い支え

るのは不可能だが、１ドル６００万ボリバルであれ

ば買い支えはできるはずだ。 

 

既に「DolarToday」の並行レートは１ドル６５０万

ボリバルまで上昇した。 

 

ただ、政府が１ドル６００万ボリバルで全ての外貨

需要を満たせば、外貨需要は並行レートに流れない。 

 

そうすれば、為替レートを安定させることが出来る。 

為替レートが安定すれば経済が落ち着き、今回の政

策はおおむね良い結果を与えるはずだ。 

 

ただし、今回の政策の成功には政府が１ドル６００

万ボリバルで確実にドルを供給する意志を示すこと

が不可欠だ。 

 

メンデス制憲議員の発言のように、政府が外貨の供

給者にならず、自国通貨の価値を支えない状態だと、

多くの経済専門家が指摘するように政府は無尽蔵な

通貨発行を繰り返し、並行レートもインフレもとま

らない。今回の政策は最悪の方向に舵を切ることに

なってしまう。

成功は政府がボリバル価値を支えるかどうか 
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筆者が考える、当面の間、ベネズエラ政府が目指す

べき通貨循環は下図の通り。 

 

黄色の矢印が「ボリバルの流れ」で青色の矢印が「外

貨の流れ」。 

 

政府がバラマキを継続したいのであれば、バラまけ

るだけの資金を政府が持っていなければいけない。 

 

バラまく資金がない状態でバラまこうとすれば通貨

循環がおかしくなり「無計画な通貨発行」が起こる。 

 

国全体の通貨循環を保つためには、下表の「DICOMで

得たボリバル」と「税収」の合計と政府支出「バラマ

キ」を一致させることが必要。 

政府が下図の通貨循環を守ることが望まれる。

 

 

 

以上 
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