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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “１１月６日 PETRO に関する新政策を発表” 

 

 

２０１９年１１月６日（水曜） 

 

政 治                     

「国連視察団 ベネズエラ訪問後の総評」 

「国会での新 CNE 役員の任命について議論進む」 

経 済                     

「デジタル通貨 PETRO で公的サービス料支払い 

～会計書類はBsS建てとPETRO建てを義務化～」 

「Ecoanalitica カラカスのドル使用率は地方以下 

～マラカイボでは８割超の商店がドル取引可～」 

「Rosneft 対 PDVSA 債権 ８億ドルに減少」 

「Rosneft ガス田開発でインセンティブ受ける」 

「FORD、Chrysler １台も生産していない」 

２０１９年１１月７日（木曜） 

 

政 治                    

「１１月８日 ブラジルでリマグループ会合」 

「国連 米国の対キューバ制裁を非難 

～ブラジルは制裁支持、コロンビアは棄権～」 

「ベネズエラ ５つの在外公館を閉鎖」 

「ファルコン AP 党首 ８つの提案」 

経 済                    

「米国 マドゥロ政権への税金支払いを許可 

～一般公務員への制裁も緩和～」 

「漁業省 中国向けにエビ輸出を拡大」 

「GOLD 埋蔵地帯 ゲリラ組織が強制労働強いる」 
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２０１９年１１月６日（水曜）             

政 治                       

「国連視察団 ベネズエラ訪問後の総評」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.365」で紹介した通り、１

１月４日～６日にかけて国連の緊急人道援助対策室の

査察団がベネズエラを訪問していた。 

 

同査察団の Mark Lowcock 氏は査察スケジュールを終

え、記者らの前で今回の訪問の総評を行った。 

 

「今回、私は初めてベネズエラに訪問し、マドゥロ政権

の関係者とグアイド国会議長の関係者らと意見交換を

した。 

 

また、今回の査察で多くの女性、児童、男性が必要最低

限の食事、水を摂取することも出来ない生活苦の問題を

抱えていることを理解した。医薬品についても絶対的に

不足しており、停電も頻繁に起きる。更にこの状況は悪

化傾向にある。 

 

多くのベネズエラ国民が政治危機、経済危機に巻き込ま

れている。ハイパーインフレーション、急激な経済縮小

は他の地域でも前例がないレベルだ。 

 

マドゥロ政権高官と国会は人道危機に対して、共通の問

題として誠実に解決する意志を示さなければいけない。

ベネズエラ国民の苦痛を緩和させるためには政治問題

の解決が不可欠だ。 

 

今回、マドゥロ政権側も国会も国連による人道支援計画

を支持した。国連はベネズエラへの人道支援が届くよう

支援を行う。」 

と述べた。 

 

 

なお、ベネズエラへの支援資金について 

「国連は２０１９年のベネズエラ支援計画として２億

２，３００万ドルの予算を策定したが、現時点では１億

５，５００万ドルしか集まっていない。 

 

近いうちに２０２０年向けのベネズエラ支援予算を策

定する。今年よりも必要額が増えると考えている。」 

と述べた。 

 

「国会での新 CNE 役員の任命について議論進む」         

 

１１月５日 野党多数の国会は、１０月に国会に復帰し

た与党議員団も含めて、選挙管理委員会（CNE）の役員

任命のための検討委員会を組織することを承認した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.366」で、同委員会を

構成する９名の候補者の名前を挙げたが、彼らは正式に

委員会メンバーとなった。 

 

しかし、同委員会は１１名で構成されるとしており、ま

だ２名が決まっていない。 

 

CNE 役員検討委員会メンバーの１人であるフランクリ

ン・ドゥアルテ議員は、 

「残りの２名の選定は１１月１１日（月曜）に行われる。 

１名は反対派（野党）、１名はチャビスタ（与党）から

選定される予定だ。」と述べた。 

 

現時点で、野党派は６名、与党派は３名となっている。 

与野党が１名ずつメンバーを選定することで、野党派か

ら７名、与党派から４名の委員会が組織されることにな

る。 

 

ただし、与党議員団は制憲議会も議論に加えるよう要請

しており、このまま議論が進むかどうかは不透明と言え

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a2ab747f88e3f6d581c45b5715c73fd7.pdf
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経 済                        

「デジタル通貨 PETRO で公的サービス料支払い     

 ～会計書類は BsS 建と PETRO 建を義務化～」           

 

１１月６日 マドゥロ大統領は、政府が勧めているデジ

タル通貨 PETRO（ペトロ）について、新しい制度を発

表した。 

 

ネストル・リベロール内務司法平和相は、同省管轄の「登

記・公認自治サービス局（SAREN）」の公的サービスの

料金を PETRO 建てで支払うことが出来るようにする

と発表した。 

 

SAREN は、不動産や自動車の所有権登記、証明書の発

行などを行う組織。 

 

リベロール内務司法平和相は、 

「新しい支払い手段としてペトロ建ての支払いが出来

るようにする。ペトロ建ての支払いは、カラカス首都区

とミランダ州にある２７の SAREN 事務所で可能で、そ

の後２０２０年前期までに他の地域に拡大していく。」 

と述べた。 

 

マドゥロ大統領は 

「現在は違法にドル建てで不動産や自動車の売買が行

われている。これはペトロ建ての取引で合法な手段にな

る。これは冗談ではない。ベネズエラ人は今後、不動産

や自動車をペトロで取引できるようになる。」 

と述べた。 

 

また、マドゥロ大統領は、「外国・移民認証管理局

（SAIME）」の支払いもペトロ建てにすると発言。 

 

SAIME でパスポートを発行するための支払いをペトロ

建てにし、領事館でパスポートの更新をする際にもペト

ロ建てで更新できるようにすると述べた。 

 

マドゥロ大統領の発言は、「既存の決済通貨に加えて

PETRO 建てでも支払いができる」という意味か「今後

は PETRO でないと支払いが出来ない」という意味かは

分からない。 

 

一部では、「今後は PETRO 建てでないとパスポートの

発行・更新が出来ない」などと報じるメディアもあるが、

個人的には決済手段が PETRO 建てだけになることは

ないと想像している。 

 

また、マドゥロ大統領は、決算書など会計書類をボリバ

ル建てと合わせてペトロ建てで申告することを義務化

する政令に署名した。 

 

現在、マドゥロ大統領が署名した政令は、官報で公布さ

れていないので詳細は不明だが、発言を見る限り、これ

は任意ではなく義務のようだ。 

 

「Ecoanalitica カラカスのドル使用率は地方以下    

 ～マラカイボでは８割超の商店がドル取引可～」         

 

マドゥロ政権はペトロ建て取引が拡大するよう政策を

講じているが、実際のところ国民のペトロへの信頼は低

い。 

 

実際にペトロは決済通貨として信頼に足るものではな

く、ベネズエラでは引き続きドル建ての取引が拡大して

いる。 

 

経済調査会社「Ecoanalitica」は、１０月１０日～１５日

にかけて全国主要都市にある１３６の店舗の１２，６０

０件の商取引を観察。ドル取引の現状について調査した。 

 

その結果、取引の５３．８％はドル建てだったという。 
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また、地域によってドルの使用率は異なり、最もドル建

ての取引が多かった地域はスリア州マラカイボで８

６％だった。 

 

次いでドル建ての取引が多かったのは、 

ララ州バルキシメトの５９．６％。 

アンソアテギ州のレチェリアで５９％。 

カラボボ州のバレンシアが５１．１％。 

ボリバル州のプエルトオルダスが４９％。 

カラカスは４８．５％と続いた。 

 

地方はカラカスよりも停電がひどく、電子決済も困難な

ことが多い。現金外貨で取引をしなければいけない事情

があるのだろう。 

 

「Rosneft 対 PDVSA 債権 ８億ドルに減少」                  

 

ロスネフチは１９年９月末時点の決算を公表。 

 

PDVSA に対する債権は８億ドルとした。６月末時点で

は１１億ドルだったので、この３カ月間で３億ドルを回

収したことになる。 

 

１年９カ月前の２０１７年１２月に Rosneft は PDVSA

に対して４６億ドルの債権を計上していた。これ以降、

債権は徐々に減少している。 

 

１８年３月時点で４０億ドル。 

１８年 6 月時点で３６億ドル。 

１８年９月時点で３１億ドル。 

１８年１２月時点で２３億ドル。 

１９年３月時点で１８億ドル。 

そして、１９年６月時点で１１億ドルまで減少した。 

 

この勢いであれば、２０２０年前半には Rosneft の対

PDVSA 債権は無くなることになる。 

 

米国の制裁が科せられて以降、ロスネフチは原油の販売

に苦しんでいる PDVSA の売り先を確保している。 

 

ロイター通信が入手した情報によると、１９年１０月に

ロスネフチはベネズエラの原油輸出量（日量８１万２，

７７５バレル）の６２％を購入したという。 

 

購入した原油の多くは中国、インドの製油所に販売した

と報じた。 

 

「Rosneft ガス田開発でインセンティブ受ける」                  

 

ロイター通信は、マドゥロ政権がロスネフチに対して、

「Mejillines」「Pateo」のガス田開発プロジェクトを促進

するためのインセンティブを承認したと報じた。 

 

ロスネフチは、２０１７年に両ガス田の権益を獲得した

が、これまでのところ目立った開発は行われていなかっ

た。 

 

具体的なインセンティブの詳細は不明だが、ヘスス・フ

ァリア制憲議員によると、両ガス田の開発のために輸入

される投資財の消費税免除、輸入税免除などが含まれる

という。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、

Rosneft はベネズエラ国内に、「Petromonagas」に４０％、

「Petromiranda」に３２％、「Petroperija」に４０％、

「Boqueron」に２６．６７％、「Petrovictoria」に４０％

の権益を有している。 

 

また、ガス田開発プロジェクトでは「Mejillones」「Pateo」

で１００％の権益を有している。 
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「FORD、Chrysler １台も生産していない」                  

 

カラボボ州工業商工会のルイス・アルベルト代表はカラ

ボボ州の産業の状況について説明した。 

 

同氏によると、カラボボ州では１．３万社が活動してい

た時があったが、現在は２，５００社まで減少したとい

う。 

 

また、同地域では自動車産業が盛んで「General 

Motors(GM)」「Ford」「Chrysler」なども工場を構えて

いる。 

 

アルベルト代表によると、GM はスリア州の自動車代理

店との訴訟に負け、工場を差し押さえられて撤退。その

後、工場は放棄されたままだという。また、FORD、

Chrysler は一台も自動車を生産していないという。 

 

２０１９年１１月７日（木曜）             

政 治                       

「１１月８日 ブラジルでリマグループ会合」        

 

１１月８日にブラジルのブラジリアでリマグループの

会合が開催される。 

 

リマグループの会合は、１０月にアルゼンチンで大統領

選が開催されてから初めて。フェルナンデス次期大統領

はリマグループの方針に反対しており、１２月１０日の

大統領就任後は同グループから離脱すると考えられて

いる。 

 

国会は与党議員と CNE 役員の交代を議論するなど、マ

ドゥロ政権との対立色を弱め、現実的な路線に戻ろうと

している。 

 

 

 

リマグループは対立路線を支持するグループとして活

動をしていたが、今後の方針について見直しの議論が出

そうだ。 

 

「国連 米国の対キューバ制裁を非難            

 ～ブラジルは制裁支持、コロンビアは棄権～」           

 

１１月７日 国連総会で米国政府のキューバへの制裁

を非難する決議が賛成多数で可決された。 

 

廃止を支持する国は１８７カ国。 

反対する国は３カ国（米国、イスラエル、ブラジル）。 

棄権した国は２カ国（コロンビア、ウクライナ） 

 

ブラジルは２７年間で初めて反対に票を投じた。 

コロンビアについても初めて棄権に票を投じた。 

 

この２カ国は米国の同盟国として有名。 

 

昨今のキューバ政府への制裁強化は、キューバ国民への

人権侵害と同時にマドゥロ政権を支援するキューバ政

府への罰という意味合いを持っている。 

 

両国はベネズエラ問題で積極的に制裁を支持している

手前、キューバへの制裁に反対できない部分はありそう

だ。 

 

同会合に出席したアレアサ外相は 

「今度はベネズエラへの制裁について加盟国が米国に

ノーを突きつける時だ。」 

と訴えた。 
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「ベネズエラ ５つの在外公館らを閉鎖」         

 

非公式情報ではあるが、現地メディア「Caraota Digital」

はマドゥロ政権が４つの在外領事館、１つの大使館を閉

鎖したと報じた。 

 

今回、閉鎖が決定したと報じられたのは 

１．ドイツのハンブルグ領事館 

２．ポルトガルのオポルト領事館 

３．マルティニーク領事館 

４．ボナイレ領事館 

５．ブルガリア大使館 

 

閉鎖の理由は政治的なものもさることながら、資金的な

問題が大きいという。 

 

なお、上記公館の閉鎖により以下の通り管轄が移譲され

る。 

 

１．ハンブルグ領事館 ⇒ ベルリン大使館 

２．オポルト領事館 ⇒ リスボン領事館 

３．マルティニーク領事館 ⇒ パリ大使館 

４．ボナイレ領事館 ⇒ アルーバ領事館 

５．ブルガリア大使館 ⇒ ルーマニア大使館 

 

「ファルコン AP 党首 ８つの提案」         

 

１１月７日 発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン

党首は、現在のベネズエラの問題を解決するための８つ

の提案を発表した。 

 

１．交渉 

２．原油と食料の交換 

３．政治犯の解放 

４．与野党の共同政府の組織 

５．経済のドル化 

 

６．国会の権限回復 

７．自由選挙 

８．与野党の調和 

 

ファルコン党首は 

「我々は、交渉により政治問題が解決すると信じている。

緊急的に人道問題を解決しなければいけない。そのため

には石油と食料・医薬品の交換プログラムを早急に実現

しなければいけない。 

 

新たな CNE 役員のもとで民主的で透明で自由な選挙を

実施し、新政権を組織する。ベネズエラ国民は選挙を通

じ、平和的に自国の問題を解決することができる。」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「米国 マドゥロ政権への税金支払いを許可      

       ～一般公務員への制裁も緩和～」            

 

米国政府は、ベネズエラに関して新たな制裁ライセンス

「ライセンス３４A」「ライセンス３５」を発行。 

 

今回は、これまでの制裁を緩和する内容となっている。 

 

「ライセンス３４A」は、ベネズエラ政府関係者に該当

したとしても以下の人物であれば、制裁適用を免除する

という内容。 

 

（１）米国籍を持つ人物 

（２）米国の永住権を持つ人物 

（３）米国で有効なビザを持つ人物 

（４）以前、ベネズエラ政府で働いていた人物 

（５）現在、ベネズエラ政府の公務員であったとしても

医療、教育分野で勤務している人物。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１１月６日～１１月７日報道            No.３６７   ２０１９年１１月８日（金曜） 

7 / 7 

 

１９年 8 月、米国政府は「米国民（個人・法人）は、ベ

ネズエラ政府関係者との取引を禁止する」との制裁を科

した。 

 

この制裁は、対象があいまいで、範囲が広く、金融機関

は制裁に抵触する可能性のある取引を停止しなければ

いけなかった。 

 

広義見れば、過去ベネズエラ政府の公務員として勤務し

ていた人物や、マドゥロ政権の政策決定とは無関係な公

務員なども含まれ、金融機関のオペレーションの問題と

なっていた。 

 

また、「ライセンス３５」はマドゥロ政権への税金の支

払いについて。 

 

米国民（個人・法人）で、日々の活動のために必要であ

れば、マドゥロ政権に税金、公的サービスの支払いが出

来るようになった。 

 

「漁業省 中国向けにエビ輸出を拡大」         

 

ウィルメル・カストロ・ソテルド土地農業相は、中国輸

入展示会に参加。 

 

ソテルド土地農業相は、中国政府がベネズエラからのエ

ビを輸入するために必要な衛生プロトコールを承認し

たと発表した。 

 

今回の承認により、ベネズエラからエビを直接、中国向

けに輸出できるとした。 

 

輸出産業が少ないベネズエラだが、魚介類の輸出は比較

的盛んで、日本もベネズエラから太刀魚やタコなどを輸

入している（「ウィークリーレポート No.116」参照）。 

 

 

「GOLD 埋蔵地帯 ゲリラ組織が強制労働強いる」              

 

１０月末、国会は第一正義党（PJ）のカルロス・パパロ

ーニ議員を汚職・資金洗浄撲滅担当に任命した。 

 

１１月７日 パパローニ議員は、GOLD 埋蔵地帯「ア

ルコ・ミネロ」の状況を発表。 

 

「アルコ・ミネロ」では、コロンビアのゲリラ組織 FARC

や ELN などのマフィア集団が先住民を無理やり働かせ

ていると訴えた。 

 

「今年だけで９００名の先住民がブラジルに避難した。

理由はマフィア集団が GOLD 採掘のために彼らを誘拐

するからだ。 

 

マフィアは先住民を無理やり働かせるだけではなく、殺

しも行う。働かされている先住民は水銀で健康被害を受

けている。」 

と訴えた。 

 

また、「アルコ・ミネロ」はマドゥロ大統領の息子であ

るマドゥロ・ゲラ氏が管轄しており、マフィアはマドゥ

ロ政権と協力体制にあると説明。 

 

１１月３日（日曜）にも「トルコ航空」と「Solar Cargo 

C.A.」の飛行機で１．２トンの GOLD がイスタンブー

ルに送られたと訴えた。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed5cc45350ff93a419aae180cb1c9687.pdf

