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（写真）Crystallex “PDVSA の子会社 Citgo の資産差し押さえの権利を得た Crystallex ウェブサイト” 

 

 

２０１８年８月２２日（水曜） 

 

政 治                     

 「検事総長 ドローン襲撃事件で２５名逮捕 

～ダコスタ REDI 首都地域長を逮捕か～」 

「リマ市長選候補 ベネズエラ難民入国に否定的」 

経 済                     

 「PDVSA TT へのガス供給で合意」 

 「PDVSA カリブ海施設の稼働を再開か」 

 「年金受給者も月額 Bs.S１８００を受給」 

 「Torino Capital 賃金負担は５９億ドル」 

 「基礎食料品２５品目の新価格を公表」 

 「DICOM 為替レートは 1 ドル BsS.６０．２７」 

２０１８年８月２３日（木曜） 

 

政 治                    

 「亡命最高裁 Odebrecht 汚職の調査対象拡大 

～カプリレス元ミランダ州知事を含む～」 

 「米国 ベネズエラ政府関係者の資産を凍結」 

経 済                    

 「Crystallex Citgo 差し押さえ手続き進む」 

 「PDVSA 給料補てんのため２．６億ドル拠出」 

 「企業向けの Patria.org.ve を開設」 

 「公共交通機関の料金を大幅改定」 

「SUNDDE 大手量販店に値下げを指示」 

「新税制が官報で公布」 
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２０１８年８月２２日（水曜）             

政 治                       

「検事総長 ドローン襲撃事件で２５名逮捕       

   ～ダコスタ REDI 首都地域長を逮捕か～」       

 

８月２２日 サアブ検事総長は８月４日の大統領ドロ

ーン襲撃事件の捜査状況について記者会見を開いた。 

 

同日時点の逮捕者は２５名、事件に関与したとされる人

物は４３名特定されたと発表した。 

 

直近の発表は８月１４日のもので、当時の逮捕者は１４

名。事件に関与したとされる人物は３７名だった。 

 

その際に、軍部の地域統合戦略防衛区（REDI）の首都

地域長（エクトル・アルマンド・エルナンデス・ダコス

タ氏）が拘束された可能性があると報じていた。 

 

８月１４日の発表当時はダコスタ氏の逮捕について明

言されなかったが、今回の記者会見でサアブ検事総長は

「エルナンデス氏」を逮捕したと明言した。 

 

この「エルナンデス氏」が軍人だとの説明はなかったが、

軍部の事情に精通しているロシオ・サン・ミゲル記者は、

この「エルナンデス」はダコスタ REDI 首都地域長だと

指摘している。 

 

サン・ミゲル記者はダコスタ氏の逮捕により軍内部に動

揺が走っているとコメントした。 

 

また、まだ逮捕されていない１８名については指名手配

をかけており、特に９名はコロンビア、ペルー、米国政

府に逮捕協力を要請していると発表した。 

この９名の中には第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス

前国会議長も含まれている。 

 

「リマ市長選候補 ベネズエラ難民入国に否定的」         

 

リマ市長選が１０月７日に行われる予定だ。 

 

同選挙に出馬しているリカルド・ベルモント候補がベネ

ズエラ人難民の流入に明確な拒否感を示しており、人種

差別的だとメディアを騒がせている。 

 

ベルモント候補は、 

「ベネズエラ人移民はペルー国民が受けている権利以

上の権利をペルー政府から受けている。ペルー与党はベ

ネズエラ移民に選挙権を与えることで、選挙を有利に進

めようとしている策略だ。 

 

ベネズエラ人は我々の兄妹であり、彼ら自身に罪はない

が、適切な入国コントロールはしなければいけない。」 

と主張している。 

 

ベルモント氏は「Peru Libertario」に所属し、９０～９

５年にはリマ市長を経験。０９～１１年には国会議員も

務めたことがある。 

 

世論調査ではレンソ・レヒャルド氏（「Peru Patria 

Segura」所属）が最も人気が高いが、リカルド・ベルモ

ント氏は２位～３位につけている。 

 

メディアはこぞってベルモント氏のスタンスが「ベネズ

エラ人への人種差別を招く」と否定的だが、国民単位で

はどのように考えているかは分からない。 

 

今回の主張はベルモント氏の得票数に少なくない影響

を与えそうだ。 
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経 済                        

「PDVSA TT へのガス供給で合意」           

 

トリニダード・トバゴ（TT）の Keith Rowley 官房長官

は、ベネズエラのドラゴン海区（Campo Dragon）の天

然ガスの供給を受けると発表した。 

 

ドラゴン海区から１７キロのガスパイプラインを通じ

てトリニダード・トバゴの「Hibiscus」まで天然ガスを

供給する予定。 

 

 

 

この計画自体はかなり前から存在した。１８年６月には

合意直前まで来たが、トリニダード・トバゴの「NGC」

と「PDVSA」が供給価格で折り合いが付かずに合意に

至らなかった。 

 

しかし、今回の合意で２０年にベネズエラのドラゴン地

区から日量１５０mn cf を輸入、日量３００ mn cf まで

引き上げ、２０年間供給を継続することが決まった。 

 

供給された天然ガスはトリニダード・トバゴ南西部に位

置する「Atlantic LNG」の液化施設で精製され、国際市

場に向けて販売される見通し。 

 

トリニダード・トバゴの天然ガス生産量は低迷しており、

１２年から燃料不足に陥っていた。 

 

この傾向は１７年１１月に BP、Shell が開発に参入し増

産に転じたが、ベネズエラの天然ガスは引き続き不可欠

と認識されているようだ。 

 

TT のエネルギー相はエネルギー情報を扱うアーガス・

メディアに対して 

「ドラゴン海区の天然ガス供給で合意出来てほっとし

ている。ドラゴン海区の天然ガス供給はトリニダード・

トバゴとベネズエラの関係強化に大いに貢献する。」 

とコメントした。 

 

また、同国財務相は 

「TT の天然ガス国内生産は増加傾向にあるが、引き続

き日量６００mn cf の不足状態にある。複数の海底開発

プロジェクトを進めなければいけない。」 

と答えた。 

 

「PDVSA カリブ海施設の稼働を再開か」                  

 

８月２０日 ConocoPhillips は PDVSA と賠償金返済

計画で合意したと公表した（詳細は「ベネズエラ・トゥ

デイ No.179」８月２０日付の記事参照）。 

 

また、PDVSA がレンタルしているカリブ海サンエウス

タキオの石油ターミナルの「NuStar Energy LP」も

PDVSAと施設使用料の返済方法について合意に至った。 

具体的な返済方法は不明。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
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この合意により、PDVSA はサンエウスタキオの施設を

再び使用できることになるようだ。 

 

「NuStar Energy LP」は、新たな契約の有効期間は１年

間と説明した。 

 

「年金受給者も月額 Bs.S１８００を受給」         

 

８月２２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は年金受取

額を１，８００ボリバル・ソベラーノ（Bs.S）にすると

発表した。 

 

マドゥロ大統領の発表により、最低賃金は Bs.S１８０

０になることは決まっていた。 

自動的に年金受給額も Bs.S１８００になると思われた

が、受給額を明言したのは今回が初めて。 

 

９月１日から年金受給額が変更される。 

支払いは月３回に分けられ、９月１日に Bs.S ４５０。 

９月７日に Bs.S ４５０。 

９月１４日に Bs.S ９００が支払われる。 

 

また、社会保険庁（IVSS）は公式ツイッターで８月の年

金について、８月２３～２５日の間に Bs.S４２（最低賃

金の Bs.S３０と経済戦争ボーナスの Bs.S１２）で支払

われると通知した。 

 

他、マドゥロ大統領は祖国カードを持つ年金受給者につ

いては優先的に Bs.S６００の通貨切り下げボーナスを

支給すると発表している（通貨切り下げボーナスについ

ては「ベネズエラ・トゥデイ No.178」７月１７日付の

記事（マドゥロ大統領 経済政策大綱を発表）を参照）。 

 

 

 

 

 

「Torino Capital 賃金負担は５９億ドル」                  

 

現地紙「El Universal」は、米国の投資会社「Torino 

Capital」によるマドゥロ大統領の経済政策（６０倍の最

低賃金改定）の分析記事を紹介。 

 

最低賃金の改定により給与負担は５９億ドルになると

分析した。 

 

同社は現在の公務員給料負担が１億３，６００万ドルか

ら４７．１億ドルに増加する。これにより賃金負担額が

４５．８億ドル。更に年金受給者の支払額を加えると９

億５，６００万ドルが増える。 

 

他に中小企業の給与差額補てんで２億７，６００万ドル。

通貨切り下げボーナスで１億５，２００万ドルが加わり、

合計で５９．６億ドルの賃金負担増になると分析した。 

 

「El Universal」の記事には明記されていないが、この

数字は「年間」の負担増だと思われる。 

 

弊社は「ウィークリーレポート No.60」で最低賃金の改

定により１，２００万人弱の労働者に月額３０ドル（０．

５ペトロ）を支払うと月額３．５億ドルの労働コストに

なると分析した。 

 

レポートには書かなかったが、政府負担は年間で２９億

ドルになる。 

 

もちろん公務員については最低賃金以上の給料を受け

取る人がいるため、それらを踏まえると年間５９億ドル

というのはあり得ない数字ではないような印象を受け

る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c338461a7919887a854005380f88a6f.pdf
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「基礎食料品２５品目の新価格を公表」                  

 

８月２２日 官報６，３５７号で基礎食料品２５品目の

統制価格が公表された。 

 

価格が統制された食料品は「ツナ缶」「牛肉」「卵」「ソ

ーセージ」「いわし」「牛乳（液体）」「バター」「レンズ

豆など豆類」「米」「砂糖」「コーヒー粉」「とうもろこし

粉」「小麦粉」「マヨネーズ」「マーガリン」「パスタ」「ト

マトソース」「食塩」「食用油」など。 

金額はボリバルとペトロ建てで書かれている。官報には

統制価格に違反した場合は罰則を受けると明記されて

いる。 

 

 

（写真）IVSS 

 

「DICOM 為替レートは 1 ドル BsS.６０．２７」                  

 

８月２２日 中央銀行は２７回の DICOM 結果を公表

した。 

 

DICOM レートは１ユーロ６９．９４ボリバル・ソベラ

ーノ（６９９．４万ボリバル・フエルテ）。 

ドル建てで１ドル６０．２７ボリバル・ソベラーノだっ

た。 

 

これまでとの違いは DICOM の募集が行われなかった

こと。以前は形だけでも DICOM の公募要領が公布さ

れていたが。今回は DICOM の実施に当たり公募要領

は公開されず、いきなり結果が公開された。 

 

供給された外貨は４０，８４１ドルにとどまった。最初

なので様子を見たのだろうが、かなり少なかったと言え

る。 

 

外貨割り当てを受けた法人は７社で２４，１４４．５ド

ル。個人は８５名で１６，６９６．５ドルだった。 

 

最も割り当てが多かった法人はタイヤ販売会社の

「UNICAUCHOS LARA」で１２，５００ドルだった。 

 

シモン・セルパ財務相はテレビのインタビュー番組で、 

「今回の外貨取引は８５名と７社の間で行われたが、政

府は外貨の供給者になっておらず、システムの運営を保

証しただけだった。」 

と説明した。 

 

なお、家族向け送金レートを請け負っている両替商

「Zoom」も適用レートをこれまでの１ドル４０１万ボ

リバル（Bs.S４０．１）から Bs.S ６０．２７に変更す

ると発表した。 
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２０１８年８月２３日（木曜）             

政 治                       

「亡命最高裁 Odebrecht 汚職の調査対象拡大      

   ～カプリレス元ミランダ州知事を含む～」        

 

亡命最高裁はブラジルの建設業者「Odebrecht」の汚職

問題を巡りマドゥロ大統領の有罪判決を下した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.177」８月１５日付の記事参照）。 

 

野党間の見解の相違があったが、野党多数の国会は亡命

最高裁の判決を支持することで一致した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.179」８月２１日付の記事参照）。 

 

 

その亡命最高裁は検事総長（オルテガ・ディアス元検事

総長）に Odebrecht の捜査対象を拡大するよう要請。 

 

亡命最高裁が要請した調査対象者はエリアス・ハウア教

育相、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、ディオスダード・

カベジョ制憲議長、ジェシー・チャコン元電力相など与

党の閣僚・元閣僚など。 

 

ただ、その中に第一正義党（PJ）のエンリケ・カプリレ

ス元ミランダ州知事も含まれている。 

 

なお、Odebrecht のベネズエラ会社社長はカプリレス元

ミランダ州知事以外にも野党の政治家に資金援助した

と告白している（「ベネズエラ・トゥデイ No.147」６月

７日付の記事参照）。 

 

 

（出所）亡命最高裁ツイッター 

 

Odebrecht ベネズエラ会社社長の告発の中には亡命最

高裁を明確に支持するアントニオ・レデスマ元カラカス

首都区長も含まれているが、同氏は調査対象になってい

ない。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は亡命最高裁の申請につ

いて、 

「私は公職についてから一度も自分の富を増やすこと

を目的に活動をしたことはない。行わなければいけない

調査は行えばよい。」 

との見解を示した。 

 

他方、第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス前国会議長

は亡命最高裁の申請について 

「Odebrecht の調査対象にすることはカプリレス氏の

名誉を棄損することであり、最高裁判所の意図を明確に

拒否する。私は彼の友人であり、彼の誠実さに信頼を置

いている。（最高裁が）我々が直面している敵が誰であ

るのかを理解していないことを驚いている。」 

とツイッターに投稿した。 

 

「米国 ベネズエラ政府関係者の資産を凍結」           

 

米国新聞社「El Nuevo Heraldo」によると、米国検察庁

はマドゥロ政権の元閣僚や彼らと関係している企業家

のフロリダ州にある資産を凍結させており、その額は１

２億ドルを超えたようだ。 

 

その中にはマドゥロ大統領親族のテスタフェロ（資産隠

しのために名義貸しに協力する人の総称）が所有する高

級マンションも含まれるという。 

 

他にもこれまで１７の住居が差し押さえられており、資

産価値としては２，２００～３，５００万ドルに相当す

るようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
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経 済                       

「Crystallex Citgo 差し押さえ手続き進む」            

 

８月９日 米国デラウェア裁判所はカナダの金開発会

社「Crystallex」が Citgo の資産を差し押さえることを

認める決定を出した（「ベネズエラ・トゥデイ No.174」

８月９日付の記事参照）。 

 

その際に差し押さえ命令までは発出されず、８月１６日

までにベネズエラ政府と Crystallex で協議し、合意に至

るよう指示していた。 

 

しかし、PDVSA がこの決定に不服申し立てを行った。

Crystallex は米国裁判所に強制執行するよう求めたが、

解決まで時間が更にかかる可能性も指摘されていた。 

 

現地経済情報サイト「Bancaynegocios」によると、米国

裁判所は Crystallex の申請を認め、差し押さえて、手続

きを進める方針で話が進んでいるようだ。 

 

裁判所から差し押さえ指令が発出された場合、株式の売

却に発展することが予想される。 

なお、情報筋によると Crystallex は既に Citgo 株式の売

却準備を進めているようだ。 

 

「PDVSA 給料補てんのため２．６億ドル拠出」         

 

８月２３日 シモン・セルパ財務相はテレビのインタビ

ュー番組に出演し、ベネズエラ国民の賃金支払いのため

に PDVSA が２．６億ドルを拠出したとコメントした。 

 

「本日、PDVSA は２．６億ドルを政府に拠出した。こ

の外貨は１ドル Bs.S６０．２７で入ってきた。この大量

の資金は公務員と民間セクターの給料支払いの資金源

になる。」 

と説明した。 

 

セルパ財務相の発言をそのまま解釈すると、中央銀行の

バランスシート上で２．６億ドル相当のドルが入ってき

たことになる（中央銀行の資産増加）。 

資産の増加分、負債が増えるので、中央銀行にとって負

債にあたるボリバル通貨の発行がされることでバラン

シートが調整されるということだろう。 

ただし、市場のボリバルを吸収しないままの通貨発行は

数字合わせでしかなく、インフレは抑えられない。 

 

「企業向けの Patria.org.ve を開設」           

 

８月２３日から「institucion.patria.org.ve」が開設した。 

このウェブサイトは法人用の「祖国カードウェブサイト」

として機能すると思われる。 

 

同サイトの開設は８月２１日にアイサミ経済担当副大

統領が制憲議会で発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.179」８月２１日付の記事（制憲議会 税制改定

案をスピード承認）参照）。 

 

最低賃金の改定を受けて、Bs.S１，８００の給料差額補

てんを希望する中小企業は同サイトに登録する必要が

ある。 

同サイトの登録に加えて、社会保険庁（IVSS）のシステ

ム「フエルテ・ティウナ」で賃金を登録、徴税庁（SENIAT）

に法人登録をしていることが条件となっている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
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「公共交通機関の料金を大幅改定」            

 

８月２３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は公共交通

機関の乗車賃を改定した。 

 

都市バスの乗車料金について、民間バスの場合は Bs.S

１、公的セクターのバスの場合は Bs.S０．５になる。 

 

他、カラカス地下鉄（Metro de CARACAS）の乗車料金

は一律 Bs.S０．５、地上鉄道の乗車料金も一律 Bs.S０．

５になる。 

また、郊外まで移動するバスの場合、距離によって Bs.S

１．５～２まで料金が変動する。 

 

一カ月の交通費は２０日分（往復）で Bs.S４０程度にな

るだろう。最低賃金が Bs.S１８００だとすれば、法外な

料金とは言えないが、これまでの金額と比較すると異常

な値上がりになる。 

 

例えば、これまでの地下鉄の乗車料金は一律 Bs.F４だ

った。Bs.S０．５（Bs.F５０，０００）になると、料金

が１２，５００倍になることを意味する。 

 

「SUNDDE 大手量販店に値下げを指示」              

 

SUNDDE は大手量販店を周り、価格統制圧力をかけて

いる。 

 

SUNDDE はスーパーマーケット「Luvebras」「Excelcior 

Gama 」「 Central Madeirense 」や薬局「 Locatel 」

「Farmatodo」「Farmahorro」などを査察し、いくつか

の商品で値下げを強制した。 

 

他、SUNDDE は、高額な商品を発見した場合は「0800-

5658786」に電話し、場所と金額を訴えてほしいと告知

している。 

 

「新税制が官報で公布」                 

 

８月２１日 制憲議会は税制改定案を承認した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.179」８月２１日付の記事参照）。 

 

８月２３日 消費税法が公布され、同日付で有効となっ

た。同法律では消費税が免税となる商品も記載されてい

る。 

 

食料品では本号「基礎食料品２５品目の新価格を公表」

に記載されている品目は免税になる。 

 

他、公共交通料金、政府が認めた教育機関、動物園入園

料、電気料金、通信料金、水道料金、都市清掃料なども

含まれる。 

 

法人所得税法の改定も官報で公布され、即日発効してい

る。 

 

内容は専門性の高いものなので、ここでは言及しないが、

マドゥロ大統領は８月１７日に税制改定についても言

及しており、主な改定は「ベネズエラ・トゥデイ No.178」

８月１７日付の記事を参照されたい。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf

