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（写真）中央銀行 “１０月１６日 DICOM を通じた外貨供給の増加を発表するアイサミ経済担当副大統領” 

 

 

２０１８年１０月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「欧州連合外相会合 制裁解除は議論していない」 

「サパテロ元西首相、UNT、AD に汚職の疑惑」 

経 済                     

「非公式情報 PDVSA２０支払い手続き開始」 

「ペキベン 異常事態で一時、工場退避」 

「自然保護区で違法な鉱物採取を非難 

～鉱物開発省 違法採掘の事実を認める～」 

「４８回目 DICOM １ドル BsS.６３．０３」 

社 会                     

「全国で大規模な停電・断水」 

２０１８年１０月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「国連調査員 コロンビアへの資金援助要請」 

「ペルー ベネズエラ人入国にパスポート必要」 

経 済                    

「アイサミ経済担当副大統領 

１１月、１２月で DICOM に２３億ドル供給」 

「預金準備率３１％、二次準備率４０％に改定」 

「ペトロ １０月１７日から BsS で購入可能？」 

社 会                    

「コロンビアゲリラ組織 ボリバル州で紛争 

～GOLD 採掘に関する衝突か～」 
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２０１８年１０月１５日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合外相会合 制裁解除は議論していない」       

 

１０月１５日の欧州外相級会合でモゲリーニ外交委員

長とスペインのボレル外相がベネズエラ問題について

「制裁よりも対話」と訴えるとの観測が広まり、急進野

党が両名（特にボレル外相）の姿勢を強烈に非難してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.202」１０月１４日付の

記事参照）。 

 

会合後、モゲリーニ外交委員長は記者会見を開き、他国

外相らとベネズエラの政治危機について議論したこと

を明らかにした。 

 

また、欧州連合はベネズエラ政府へのスタンスを変える

わけではないと釈明。現在 欧州連合が科している制裁

については引き続き継続すると明言。 

他方、政治的にベネズエラを安定させるためのプロセス

を模索するためのグループを形成すると発表した。 

 

印象的だったのは急進野党とメディアを考慮し「対話・

交渉」という言葉を使用しなかったことだ。 

 

モゲリーニ外交委員長の発表は「対話・交渉」という言

葉を使わないために、回りくどい表現を使用しており、

彼女の苦労が伺われた。 

 

ボレル外相は会合後に記者からの質問に応じ、 

「欧州連合のどの国も現在ベネズエラに科している制

裁を緩和するとは発言していない。 

我々は民主的な対話による問題の解決を模索する手段

を話し合っただけだ。」 

とコメントした。 

 

 

なお、ボレル外相は 

「ベネズエラ国内も国外も全ての政治家は対話による

民主的な問題解決を望んでいる。」 

と発言しており、現政権との対話を否定する急進野党の

主張を無視しているように見えた。 

 

「サパテロ元西首相、UNT、AD に汚職の疑惑」         

 

チャベス政権の旧要人で、現在はマドゥロ政権を非難し

ているラファエル・ラミレス元国連大使は、情報サイト

「Noticiero Digital」の取材に応じた。 

 

そこで、マドゥロ政権を擁護しているロドリゲス・サパ

テロ元スペイン首相について、政府との汚職に関与して

いると訴えた。 

 

なお、ラミレス元国連大使が汚職を告発したのはサパテ

ロ元スペイン首相だけではない。新時代党（UNT）、行

動民主党（AD）も PDVSA との契約で汚職をしている

と告発した。 

 

AD、UNT の汚職については、あまり情報が出ていない

が、サパテロ元首相の汚職については Repsol の元社長

らが関係している「Petroleo Iberoamerica」が関係して

いるようだ。 

 

１８年８月末 「Petroleo Iberoamerica」はオリノコ原

油地帯の Junin１０区の開発をするための合弁会社

「PetroSur」を設立した（「ベネズエラ・トゥデイ No.183」

８月３０日付の記事参照）。 

 

サパテロ元首相はラミレス元国連大使の告発について、

全く根拠がないと否定している。また、AD のアウグス

ト・モラレス副党首もラジオ番組に出演し、AD が

PDVSA の汚職に関与したという疑惑を否定した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf
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なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.202」１０月１

２日付の記事でスイス検察庁が米国にベネズエラの汚

職に関する資料を提出したとの記事を紹介した。 

 

この汚職はラミレス元国連大使が汚職に関与した証拠

だと言われており、汚職を告発したラミレス氏自身も米

国に汚職で起訴される手前まで来ている。 

 

経 済                        

「非公式情報 PDVSA２０支払い手続き開始」           

 

１０月２７日にPDVSA２０社債の元利支払いが迫って

いる。返済予定額は元本８．４億ドル、利息１．１億ド

ルの計９．５億ドル。 

 

この社債は PDVSA の米国子会社 Citgo の株式５０．

１％が担保に設定されており、仮にデフォルトを起すと

債権者は同株式を差し押さえ、市場に売却することで資

金を回収することが出来る。 

 

PDVSAはこの事態を避けるため同社債については優先

的に元本、利息を支払っている。 

 

１０月１５日 ロイター通信はケベド PDVSA 総裁が

PDVSA２０の支払い手続きを承認したと報じた。 

 

また、ロイター通信の確認した、別の関係者は「同社債

の支払いはほぼ確実に履行されるだろう」との見方を示

したようだ。 

 

なお、PDVSA２０は利払い部分には３０日のグレース

ピリオド（支払い猶予期間）が設定されているが、元本

にはグレースピリオドが設けられていない。 

 

 

 

 

つまり、利息１．１億ドルは１０月２７日から３０日は

支払いが遅れてもデフォルトにならないが、元本８．４

億ドルは１０月２７日を越えればデフォルトになる。 

 

他方、デフォルトは債券保有者の２５％が債券団を組織

して、正式な申請を行ったときにデフォルトとなるので、

実際は翌日に問題が発生することはないようだ。 

 

「ペキベン 異常事態で一時、工場退避」         

 

１０月１５日 スリア州アルタグラシア港、エルタバソ

地区にある石油化学公社（ペキベン）の工場で異常事態

が発生し、労働者が一時緊急避難をした。 

 

石油省の発表によると、エチレンを貯蔵するタンクで問

題が発生したようだ。 

 

ただし、問題は同日中に解決したようで、現在は肥料、

クロロの製造を再開しているという。 

 

 

（写真）石油省ツイッター “問題解決を報告する投稿” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
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「自然保護区で違法な鉱物採取を非難           

  ～鉱物開発省 違法採掘の事実を認める～」                  

 

１０月１５日 バレンティナ・キンテロ記者はボリバル

州カナイマ国立自然公園内で違法な鉱物採掘が行われ

ていると非難した。 

 

ヘリコプターから実際の採掘現場を撮影した映像をイ

ンスタグラムに投稿。 

 

ベネズエラでは与野党ともに証拠が不十分な非難を言

うことが多いが、この映像は違法採掘が存在している動

かぬ証拠となった。 

 

これを受けてビクトール・カノ鉱物開発相はカナイマ国

立自然公園で違法な採掘が行われていたことを認め、謝

罪。 

 

他方、ベネズエラ政府の認識の下で違法な採掘が行われ

ていたとの疑惑は否定。 

保護区を鉱山開発から守るために近隣住民とも対話を

進めると発表した。 

 

 

（写真）バレンティナ・キンテロ記者インスタグラム 

“カナイマ国立自然公園内の違法採掘現場” 

 

 

 

 

「４８回目 DICOM １ドル BsS.６３．０３」                  

 

中央銀行は第４８回 DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６３．０３。前回（１ドル BsS

６２．８８）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で４１８万６，３２８．６８ドル。 

前回は６３３万７，４９７．９５ドルだったので、３４％

減少したことになる。 

 

法人６３社に対して１５５万７，６６６ドルが割り当て

られ、２，７８４名に２６２万８，６６２．６８ドルが

割り当てられた。 

 

最近は法人よりも個人に対して優先的に外貨が供給さ

れており、今回も個人への外貨供給が法人への外貨供給

を上回った。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、タイヤ販売業者の

「Super Cauchos Molina」で１７万９，３８０ドル。 

 

次いで、「Fordex」（業種不明だが、完成品の輸入目的）

で１４．８万ドルの外貨供給を受けている。 

 

３番目は「Grupo Fares」で９．２万ドル。外貨建ての

貯蓄を目的としている。 

 

ちなみに、筆者が確認した限りでは今回、個人で最も多

く外貨供給を受けた人物は１万１，３００ドル（１３０

万円）だった。 
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社 会                        

「全国で大規模な停電・断水」           

 

１０月１５日 全国１２州（スリア州、ララ州、カラボ

ボ州、メリダ州、トゥルヒージョ州、バリナス州、ヌエ

バ・エスパルタ州、ポルトゥゲサ州、ヤラクイ州、ミラ

ンダ州の一部など）で大規模な停電が起きた。 

 

モタ・ドミンゲス電気エネルギー相は、スリア州の変電

施設で火災が発生し、その後爆発したと説明した。 

 

また、同日カラカスでは「Sistema Tuy Ⅱ」の水供給シ

ステムが故障し、旧市街地リベルタドール市の地域（サ

ン・アウグスティン地区、エル・レクレオ地区、サン・

ベルナルディーノ地区、アルタグラシア地区、１月２３

日地区、ラ・パストーラ地区）への水供給が停止した。 

 

２０１８年１０月１６日（火曜）             

政 治                       

「国連調査員 コロンビアへの資金援助要請」        

 

国連によりベネズエラ移民・難民問題担当官に選ばれた

エドゥアルド・ステイン氏（元グアテマラ副大統領）は、

１０月１５日～１６日にかけてコロンビアとベネズエ

ラの国境の町ククタ（コロンビア側）を視察した。 

 

１６日 ステイン国連担当官はコロンビア外相と会見

を開き、各国に対して緊急の資金援助を要請した。 

 

「我々はコロンビアに対して寄付を訴える。コロンビア

政府は自国の予算を支出してベネズエラの難民問題に

対応している。しかし、彼らの予算では不十分だ。 

国が寄付を承認するには一般的に数カ月は必要なこと

は理解している。しかし、コロンビアの状況は一刻を争

う。」 

 

ドゥケ大統領は、コロンビアがベネズエラ移民の対応に

自国の GDP の０．５％（１３．５億ドル）を支出して

いるとコメントしている。 

 

「ペルー ベネズエラ人の入国にパスポート必要」           

 

急激なベネズエラ人の流入は各国にとって頭の痛い問

題になっている。 

 

ペルーはコロンビアについでベネズエラ移民を受け入

れているとされており、その人数は正式に移民手続きを

していない人も含めて４３万人程度と言われている（詳

細は「ウィークリーレポート No.62」参照）。 

 

ペルーではベネズエラ人差別の風潮が広がっており、移

民増加を快く思わないペルー人は多い。 

 

ペルー政府がベネズエラ人の入国を制限するために、こ

れまで必要としていなかったパスポートの提示を求め

るようになったのは１８年８月（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.181」８月２５日付の記事参照）。その後、ベネズ

エラ人の入国者は半減したと言われている。 

 

しかし、１０月５日 ペルーの首都リマ裁判所の判事が

パスポートなしでのペルー入国が出来るとの判決を下

し、１０月１１日からはパスポートなしで入国できるよ

うになっていた。 

 

１０月１６日 ペルーの現地紙「El Comercio」は、ベ

ネズエラ人のパスポート提示が不要になった判決につ

いて、別の判事が同決定を取り消したと報じた。 

 

つまり、再びベネズエラ人はペルー入国時にパスポート

が必要になる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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経 済                       

「アイサミ経済担当副大統領             

 １１月、１２月で DICOM に２３億ドル供給」            

 

１０月１６日 アイサミ経済担当副大統領は DICOM

を通じて供給する外貨を増やすと宣言。 

 

１１月、１２月の２カ月間で２０億ユーロ（約２３億ド

ル）を、DICOM を通じて供給すると発表した。 

 

８月下旬、新経済政策が始まってからは DICOM を通

じた外貨の供給量は格段に増加した。 

 

８月下旬の前は DICOM が週１回しか行われず、且つ

１回の DICOM で供給される外貨は５０～２００万ド

ル程度に留まっていた。 

 

しかし、８月下旬以降は DICOM の実施回数が週３回

に増え、最近では１回の DICOM での外貨供給量は２

００～６００万ドル程度に増えている。 

 

つまり、１週間に１，０００万ドルくらいまで増えてい

ることになる。とは言え、これではベネズエラの民間セ

クターの外貨需要を満たすには全く足りていない。 

 

仮に１１月、１２月の２カ月で２３億ドルをDICOM市

場に流す場合、公的ルートでの外貨供給が膨れ上がり、

並行レートは下落することだろう。 

 

ただ、筆者はその発言は実現しないと考えている。まず、

同年４月にマドゥロ大統領はペトロで得た１０億ドル

を DICOM に供給すると発表したが、実現しなかった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２６日付の記事

参照）。 

 

 

 

加えて１０月５日時点の通貨供給量（Ｍ２）は１，５６

０億ボリバル・ソベラーノだ。 

 

仮に１ドル BsS.６３で換算した場合、Ｍ２が２５億ド

ルあることを意味する。つまり、２３億ドルを DICOM

で供給すると国内のボリバル通貨が無くなることにな

る。流石にそれは不可能だろう。 

従って、アイサミ経済担当副大統領の言葉通りにはなら

ないかもしれないが、外貨供給が更に増えることを期待

できるかもしれない。 

 

また、現在 DICOM で外貨取引を出来る金融機関は７

行しかないが、今後は全国の金融機関３０行で DICOM

取引ができるようになると発表した。 

 

加えて、米国の経済制裁を受けてベネズエラ政府は米ド

ル取引が制限されていると制裁を非難。今後はドル建て

の価格公表を停止すると発表した。 

 

この点については特に新しい話ではない。以前からベネ

ズエラ政府はドル建ての表記を減らしている。 

 

例えば、ベネズエラ産原油の価格は１バレル〇〇人民元

と人民元建てで記載されている。 

とは言え、注記にその日の人民元の対ドルレートが書か

れており、ドルに直すことは容易。 

 

また、DICOM の平均レートも、ドル建てではなく１ユ

ーロ BsS.〇〇と公表されている。 

他方、中央銀行のウェブサイトにはドル建ての平均レー

トも記載されており、特にドル建てで為替レートを確認

することには苦労していない。 

 

もしかすると、そういった注記が全て無くなるのかもし

れない。そうであれば、商品価格、為替レートをドル建

てで表記するのが少し手間になってしまう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
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「預金準備率３１％、二次準備率４０％に改定」         

 

９月初旬にアイサミ経済担当副大統領は預金準備を２

倍に増やすと発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.185」９月４日付の記事参照）。 

 

そして１０月１２日には預金準備率を引き上げるため

の細則を公表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.202」１

０月１２日付の記事参照）。 

 

１０月１６日 アイサミ経済担当副大統領は今回の改

定の狙いについて、「並行レートの購入に流れる融資を

減らして、投機的な並行レートを撲滅するためだ」と説

明。 

 

１０月２２日（月曜）から現在２１．５％の預金準備率

を３１％に引き上げると発表した。また、二次準備率を

現在の３１％から４０％に引き上げると発表した。 

 

これまで各金融機関が顧客から預かっている預金総額

の２１．５％～３１％を中央銀行に預けることが義務付

けられていたが、１０月２２日からは最低でも預金総額

の３１％、最大で４０％を中央銀行に預けることになる。 

 

なお、９月当初、アイサミ経済担当副大統領は預金準備

を２倍に増やすと発言していた。 

 

預金準備率を２１．５％から最大で４０％まで引き上げ

るという見方をすれば、ほぼ２倍になる。 

 

今回の措置が、ベネズエラ経済にどれほどの影響を与え

るかは今後を注視する必要がありそうだ。 

 

 

 

 

 

なお、現在の Dolar Today のレートは１ドル BsS.１３

６。一時期は１ドル BsS.１００前後で推移していたの

でかなりボリバル安になったと言える。 

 

その間、DICOM のレートは１ドル BsS６０で大きく変

化していない。 

 

これをもって今回の為替政策を失敗と断定する専門家

は多いが、個人的にはまだ結論を出すのは早いと感じて

いる。 

 

と言うのは国会のインフレ指数を参考にするのであれ

ば、ベネズエラの月間インフレ率は２００％を超えてい

る。２００％というのは、物価が１カ月前の３倍になる

ということだ。 

 

その前提に立てば並行レートは１カ月で３倍にならな

ければ物価高騰に追いつかないことになる。 

 

他方、並行レートは９月１日の１ドル BsS.８７．２から

１カ月半で５６％（１．６倍弱）と物価の上昇に追いつ

いていない。 

 

仮に国会の公表値が大げさな数字だったとしても、ベネ

ズエラのインフレ率が４５日で５６％ということはな

いのではないか。その意味では DICOM のドル供給増

は並行レートの続伸をとどまらせる効果があったと言

える。 

そして並行レートの上昇が落ち着けば、どこかのタイミ

ングでインフレも落ち着くことになる。 

 

アイサミ経済担当大統領は１１月以降、DICOM を通じ

た外貨供給量を増やすという。現在はまだ DICOM を

通じた外貨供給が十分ではないのは先の記事の通りだ

が、更に増えるのであれば並行レートに更なるブレーキ

がかかる可能性がありそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
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「ペトロ １０月１７日から BsS で購入可能？」         

 

１０月１日 マドゥロ大統領は１１月５日から現地通

貨でペトロを購入できるようにすると発言していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.197」１０月１日付の記事

参照）。 

 

しかし、ペトロの公式サイトで１０月１７日から現地通

貨建てでペトロが購入できるとの広告が掲載されてい

る。もしこの広告が事実であれば、本日からボリバル・

ソベラーノでペトロが購入できることになる。 

 

現時点ではこの広告が何を意味しているのかは分かっ

ていない。 

 

 

（写真）Petro 公式サイトより抜粋 

 

社 会                        

「コロンビアゲリラ組織 ボリバル州で紛争       

      ～GOLD 採掘に関する衝突か～」           

 

ボリバル州トゥメレモ地区で、コロンビアのゲリラ組織

ELN と Coporo と呼ばれる地元のグループとの間で紛

争が起きたようだ。 

 

紛争が起きたのは１０月１５日の夜間で、少なくとも３

０名程度のグループが銃を持って ELN と争っていたよ

うだ。 

 

 

 

 

ボリバル州の地方政党「La Causa R」のアメリコ・デ・

グラシア議員は、この衝突で７名（男性４名、女性３名）

が遺体安置所に運ばれたと発表した。 

 

この地域は鉱物開発地帯で鉱物を巡る領土争いで衝突

が起きたものと見られている。 

 

 

（写真）アメリコ・デ・グラシア議員ツイッター 

“１０月１５日夜の紛争時の様子 対応に追われる軍部” 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf

