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（写真）財務省 “８月２１日 通貨単位切り下げ完了を発表するオルテガ中銀総裁（左）、セルパ財務相（右）” 

 

 

２０１８年８月２０日（月曜） 

 

政 治                     

 「ProCiudadanos 党首 拘束される」 

「ペルー ２週間以内に CPI へマドゥロ政権提訴」 

経 済                     

 「通貨切り下げ開始 ATM から新通貨 

ガソリンは Bs.S ０．００００１／Ｌで販売」 

 「給料補てんは社会保険システム経由で申請」 

「食料補助チケットは存続」 

 「ConocoPhillips と PDVSA が返済計画に合意」 

 「１８年７月の食費は６．８億ボリバル」 

 「１８年 7 月の自動車組み立て台数は１３８台」 

２０１８年８月２１日（火曜） 

 

政 治                    

 「LCR 党首 ストライキは６０％が参加」 

 「国会 亡命最高裁の決定を承認 

承認を強要したアルマグロ事務局長に抗議」 

経 済                    

 「財務相 新たな為替協定の公布を宣言」 

 「制憲議会 税制改定案をスピード承認 

～大企業へも新システムへの登録求める～」 

 「中央銀行 １ペトロ６０ドルと発表」 

社 会                    

 「ベネズエラで大規模な地震発生」 
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２０１８年８月２０日（月曜）              

政 治                        

「ProCiudadanos党首 拘束される」          

 

スリア州の政党（正確には政党登録申請中の市民団体）

「ProCiudadanos」のレオセニス・ガルシア党首がカラ

カスのラ・フロリダ地区でカラカス市警に拘束された。 

 

８月２０日 レオセニス・ガルシア党首はマドゥロ大統

領の発表した経済政策に非難の意志を示すため、大統領

府への抗議行動を実施していた。 

 

レオセニス・ガルシア氏は「Prociudadanos」を発足す

る前には「６to Poder」という週刊誌を始め、政府の汚

職を告発していた（「６to Poder」は１６年３月に廃刊に

追い込まれている）。 

 

筆者の知る限り少なくとも４回は逮捕されている。１８

年４月には新時代党（UNT）に所属していたティモテ

オ・サンブラーノ議員が同政党に移籍したが、見解の相

違を理由にサンブラーノ議員が離党している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.133」５月４日付の記事参照）。 

 

 

（出所）中央細身の男性がレオセニス・ガルシア党首 

「ペルー ２週間以内にCPIへマドゥロ政権提訴」         

 

（８月２１日にニュースが多かったので、８月２０日に

入れている） 

 

８月２１日 ペルーのネストール・ポポリシオ外相は最

大で２週間以内に人道に対する犯罪を理由にマドゥロ

政権を国際司法裁判所（CPI）に訴えると発表した。 

 

この取り組みはペルー、アルゼンチン、チリ、コロンビ

アを中心に組織され、パラグアイもほぼ確実に参加する

だろうと説明した。 

 

既にペルー、チリ、アルゼンチンは外相あるいは大統領

自身が CPI への提訴を明言している。 

 

マドゥロ政権を「人道に対する犯罪」で訴えると宣言し

たのは米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長。 

 

１７年７月には同氏がOAS で調査委員会を組織。 

１８年５月にはマドゥロ政権が人道に対する犯罪を行

っていると結論付けた（「ベネズエラ・トゥデイNo.143」

５月２９日付の記事参照）。 

 

当時から米州機構（OAS）は CPI に訴える権限はなく、

訴えられるのは他国政府だと言われていた。 

 

今回、南米諸国が訴えることで、ついにベネズエラの人

道問題が国連の CPI で調査されることになりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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経 済                        

「通貨切り下げ開始 ATMから新通貨           

  ガソリンは Bs.S ０．００００１／Ｌで販売」           

 

８月２０日よりついに通貨切り下げが始まった。 

 

２０日は官民問わず休業日にしていたため、通貨単位切

り下げによる大きな混乱は確認できなかった。 

報道を見る限り、翌２１日もデノミを理由とする混乱は

確認できておらず、想定よりもスムーズにデノミが出来

ているようだ。 

 

街では ATM で新札を引き出す国民の様子が報じられ

ている。 

 

今回のデノミにより多くの財・サービスの表記が変わっ

たが、中でも異質な値段なのはガソリン価格。 

 

政府は９月１日～２０日にかけてガソリン価格改定の

ための準備を行い、９月最終週にガソリン価格を改定す

るとしている。 

 

つまり、ガソリン価格は据え置かれているため、価格は

レギュラーが１リットル当たり０．００００１ボリバ

ル・ソベラーノ。 

ハイオクでも１リットル当たり０．００００６ボリバ

ル・ソベラーノになる。 

 

対する２０日からの最小通貨は１，０００ボリバル・フ

エルテ（０．０１ボリバル・ソベラーノ）。 

 

ハイオクを４０リットル満タンにすると０．００２４ボ

リバル・ソベラーノになるため、０．０１ボリバル・ソ

ベラーノでもおつりが返ってくる状態だ（もちろん、お

釣りになるような通貨は存在しない）。 

 

 

「給料補てんは社会保険システム経由で申請」         

 

８月２０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は最低賃金

改定に伴う中小企業への給与補てんについて、社会保険

庁のシステム「システマ・ティウナ」を使用すると発表

した。 

 

「システマ・ティウナ」とは社会保険料を支払う際のシ

ステム。 

 

雇用者の賃金を改定した際は、「システマ・ティウナ」

にログインし、給与額を更新。 

「システマ・ティウナ」は、その更新された金額に合わ

せて、労使が負担する社会保険料を算出する。 

支払いが完了するとシステム上で「支払い済み」と表示

される。 

 

労働者の身分証明書番号と紐づいており、社会保険料の

支払いの有無、これまでいくら支払ってきたかなどの情

報はすぐに確認できる。 

 

ただし、現時点では申請手続きの詳細は明らかにされて

いない。 

 

「食料補助チケットは存続」                   

 

８月１７日のマドゥロ大統領の経済政策では最低賃金

の改定については発表されたが、法定福利の「食料補助

チケット」については特段言及されなかった。 

 

３００万ボリバルから１．８億ボリバルという急激な賃

金改定を理由に食料補助チケットが無くなるのではな

いかとの声もあったが、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相

は食料補助チケットの制度を継続することを明らかに

した。 
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ただし、現在の制度から算出方法を変更するようで詳細

は詰めている段階だと説明した。 

 

９月からの最低賃金は月額１．８億ボリバルと言われて

いるが、実質賃金は食料補助チケットも加えてもっと高

くなりそうだ。 

 

更に雇用主負担分の社会保険料、退職積立金なども加算

されるため、かなりの雇用コスト増が予想される。 

 

「ConocoPhillipsと PDVSAが返済計画に合意」                  

 

８月２０日 接収を理由に２０．４億ドルの損害賠償を

勝ち取り、カリブ海の PDVSA 施設の資産を差し押さえ

ていた ConocoPhillips は返済計画について PDVSA と

合意に至ったと発表した。 

 

PDVSA は返済計画に署名後、９０日以内に５億ドルを

しはらう。その後、４年半にわたり３カ月ごとに返済を

継続する。 

 

ConocoPhillips は今回の合意を受けて商業仲裁裁判所

への訴えを取り下げると発表した。 

 

今回の合意を受けて、PDVSA のオペレーションはこれ

までよりも回りそうだが、クラサオ政府は精製施設を別

の会社に運営させるための手続きを進めている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.167」７月２３日付の記事参照）。 

 

今回の合意により、この手続きが白紙に戻るのかは現段

階では不明だ。 

 

 

 

 

 

 

「１８年７月の食費は６．８億ボリバル」                  

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年７月の

食費（５人家族）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１８年７月の食費は

６億７，８４３万５，２９４．９４ボリバルで、先月と

比べて７９．３％上昇した。 

 

 

 

「１８年 7月の自動車組み立て台数は１３８台」                  

 

ベネズエラ自動車部品製造者団体（FAVENPA）による

と、１８年７月の民間アッセンブラー６社（FCV、FORD、

IVECO、MACK、MMC/HYUNDAI、TOYOTA）の自

動車組立台数は合計で１３８台だった。 

 

うち、７８台は FORD 社で「EXPLORER」が７６台、

「F-350 GNV」が２台。 

残りの６０台は TOYOTA 社で「COROLLA GNV」が

２０台、「HILUX」が１０台、「FORTUNER」が３０台

だった。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
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１８年１月～６月までの組み立て台数は合計で５９６

台。前年同期比マイナス４５．５％となっている。 

 

 

（写真）FAVENPA 

 

２０１８年８月２１日（火曜）             

政 治                       

「LCR党首 ストライキは６０％が参加」        

 

先週から一部の野党がマドゥロ大統領の経済政策を非

難するための抗議行動を呼びかけていた。 

 

最終的に抗議行動は「終日のストライキ」に落ち着いた

ようで、８月２１日に多くの店舗が操業を停止した。 

 

ただし、ストライキを呼びかけた La Causa R（LCR）の

アンドレス・ベラスケス党首が期待していたよりはスト

ライキをする会社は少なかったようだ。 

 

「ベラスケス党首は６０％が我々の呼びかけに応じた。」 

と発表した。 

 

 

「国会 亡命最高裁の決定を承認             

  承認を強要したアルマグロ事務局長に抗議」           

 

８月２１日 野党多数の国会は亡命最高裁が決定した

マドゥロ大統領の懲役１８年３カ月と罰金の決定を承

認した（亡命最高裁の決定については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.177」８月１５日付の記事参照）。 

 

ただ、国会当日、本件について野党議員間で深刻な亀裂

が走った。 

 

問題は米州機構（OAS）アルマグロ事務局長のツイッタ

ー。 

 

亡命最高裁はこれまでマドゥロ大統領の解任決定など

をしてきたが、国会は亡命最高裁の決定を積極的にサポ

ートしてこなかった。 

 

理由を端的に言えば野党の中のスタンスの違いにある。 

 

現在の国会を構成する議員の多くは第一正義党（PJ）、

新時代党（UNT）、大衆意志党（VP）、行動民主党（AD）

で占められている。 

 

他方、亡命最高裁判所は急進野党（「Soy Venezuela」あ

るいは「７月１６日グループ」）に属する組織だ。 

 

これまでアルマグロ事務局長は亡命最高裁の発足を支

援し、急進野党であるベネズエラ主導党（VV）や国民勇

猛同盟（ABP）を積極的にサポートしてきた。 

 

８月２０日、アルマグロ事務局長は、その亡命最高裁の

決定に従うようオマール・バルボサ国会議長（UNT 所

属）に書簡を送り、認めない場合は独裁政権の加担者で

あるとツイッターで投稿した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
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このアルマグロ事務局長のコメントに MUD を構成す

る野党政治家が強く抗議、アルマグロ事務局長を支持す

る急進野党グループと衝突した。 

 

国会は、最終的に亡命最高裁の決定を支持する決定を出

したが、同時にアルマグロ事務局長宛ての書簡を作成。 

アルマグロ事務局長の協力に感謝する一方で、 

「最高裁の決定を承認するかどうかは国会の意志が決

めるもので、命令されるものではない。ベネズエラの憲

法を尊重するよう求める」と訴えた。 

 

また、アルマグロ事務局長の「亡命最高裁の決定を認め

ない場合は独裁政権の加担者である」との文言について、 

「野党は独裁政権の加担者ではない。 

これまでも野党政治家が独裁政権から暴力を受け、不当

に拘束をされ、常に圧力にさらされてきた」と主張。 

 

アルマグロ事務局長のコメントは、国民に、野党に対す

る誤ったイメージを植え付ける行為であり、考え方を改

めるよう苦言を呈した。 

筆者としては野党の主張に賛成だが、アルマグロ事務局

長の投稿には１万件以上の「いいね！」が押されている。 

 

 

（写真）アルマグロ事務局長ツイッター 

 

 

 

経 済                       

「財務相 新たな為替協定の公布を宣言」            

 

８月２１日 シモン・セルパ財務相とカリスト・オルテ

ガ中央銀行総裁は記者会見を開き、デノミ実施の発表と

今後の DICOM について説明した。 

 

・今後、中央銀行のウェブサイトでボリバル・ソベラー

ノとペトロのレートを毎日公表。 

 

・全ての個人・法人が外貨を両替できるようになる。 

 

・為替レートは一本化、変動制、ペトロに連動している。 

 

・政府は外貨を割り当てない。外貨は民間セクターが供

給する。 

 

・今週は２２日（水曜）、２４日（金曜）に DICOM の

競売を実施。その後、月曜、水曜、金曜で毎週３回

DICOMの競売を実施する。 

 

・本日、新しい為替協定を公表する。 

 

・レートは外貨の需要と供給で決まる。競売の結果は毎

回、公表する。 

 

・許可された金融機関は外貨の両替をその場で行うこ

とが出来る。しかし、外貨を売却することは出来ない。 

 

・法人は月４０万ドル、個人は５００ドルまで外貨を得

ることが出来る。 

 

・現在、１５０の両替所があるが、３００の両替所設置

を目指す。 
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「制憲議会 税制改定案をスピード承認          

  ～大企業へも新システムへの登録求める～」         

 

８月２１日 アイサミ経済担当副大統領は制憲議会で

税制改定案について説明。改定案は十分に議論されるこ

となく、即日制憲議会に承認された。 

 

マドゥロ大統領の発表によると、今回の改定は消費税の

１２％から１６％への引き上げや、大規模取引税の税率

改定、みなし所得税の前払いなどが含まれる。 

 

アイサミ経済担当副大統領は、税制改定案の説明に加え

て、民間セクターに対して、祖国カードに似たシステム

に登録するよう求めた。 

 

同氏によると、８月２３日から「institucion.patria.org.ve」

というサイトが開設される。 

祖国カードのサイトが「patria.org.ve」なので、その兄

妹のようなサイトと認識できる。 

 

このサイトに登録することで給料の補てんがされるよ

うだ。このサイトに登録するために必要な条件は

SENIAT に登録していること。社会保険のシステム「フ

エルテ・ティウナ」に賃金情報を登録していることと説

明している。 

 

なお、アイサミ経済担当副大統領は中小企業だけではな

く、大企業・正規セクター・非正規セクターも含めて全

ての労働セクターに登録を呼びかけた。 

 

とは言え、実際にシステムがどのようなものかは判明し

ておらず、８月２３日にシステムが開設されてから判明

する内容は多いと想像する。 

 

 

 

 

「中央銀行 １ペトロ６０ドルと発表」         

 

８月２１日 中央銀行が自身のウェブサイトでペトロ

と外国通貨の為替レートを公開した。 

 

人民元、ユーロ、リラ、ルーブル、カナダドル、ポンド、

フラン、ルピア、ドルの両替レートが公開されている。 

 

筆者が調べた際には既に８月２２日時点の為替レート

も公表されていた。 

 

現在のところ１ペトロ＝６０ドルで固定されているよ

うだ。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

社 会                         

「ベネズエラで大規模な地震発生」            

 

ベネズエラでマグニチュード６．３～７．３規模の地震

が発生した（調査組織により公表値が異なる）。震源地

はスクレ州のようだ。 
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この地震はカラカスの建物にも影響を与えた。 

 

最も注目されているのは建設途中で停止し、不法滞在者

が暮らしているカラカス中心地にある「Torre David」。 

 

同建物の最上階から５階分のあたりは２５度くらい傾

いており、もう一度地震が起きれば最上階は崩壊するよ

うな状態になっている。 

 

別の角度からの写真では全体的に傾いているように見

える。 

 

 

 

（写真）一般人ツイッター投稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他、建物の柱に巨大な亀裂が走った写真もある。 

 

 

 

また、日本人もよく利用する「ホテル・ペスターナ・カ

ラカス」は最上階にプールがあるが、地震でプールの水

が漏れだしている写真が流れている。 

 

 

 

なお、チャカオ市のあたりは断層が走っており、地震の

震源地になる可能性があると言われている。 

 

以上 

 

 

 


