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（写真）大統領府 “１２月５日 マドゥロ大統領 ロシアでプーチン大統領と会談” 

 

 

２０１８年１２月５日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 プーチン大統領と会談 

～石油・GOLD 産業 ６０億ドルの投資で合意～」 

「LCR 議員 次期国会役員の候補３名を提案」 

「制憲議会 サイバー・スペース法を議論」 

経 済                     

「中国・ベネズエラ 中国で製油所建設に合意」 

「クラサオ PDVSA の後任決まる」 

「ロイター １８年はベネズエラの原油輸入が増加」 

「企業家 ３０品目の統制価格は協議ではなく強制」 

「６９回目 DICOM １ドル BsS.１８８．５４」 

２０１８年１２月６日（木曜） 

 

政 治                    

「OAS アルマグロ事務局長 同職に再度立候補」 

「マチャド VV 党首 自由賞を受賞」 

「VP グロボビシオンへボイコットを宣言」 

経 済                    

「CAF ５億ドルの融資は不承認？」 

「ベネズエラ GOLD 送金巡り英国銀行と会合？」 

「ボリバル旧紙幣廃止でガソリン価格改定か」 

「IP アドレス制限 ベネズエラ国内でも送金障害」 

「人材流出が最も深刻なのはカラボボ州？ 

～１５０万人の人材が流出～」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１２月５日～１２月６日報道            No.２２５   ２０１８年１２月７日（金曜） 

2 / 9 

 

２０１８年１２月５日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 プーチン大統領と会談        

 ～石油・GOLD 産業 ６０億ドルの投資で合意～」       

 

１２月４日 マドゥロ大統領はロシアに訪問（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.224」１２月４日付の記事参照）。 

翌５日にプーチン大統領と会談した。 

 

プーチン大統領は 

「ベネズエラの状況が引き続き複雑であると理解して

いる。マドゥロ大統領による野党との関係再構築、社会

の相互理解を図る努力を支持する。ベネズエラの状況を

力で変えようとする試みを否定する。」 

とマドゥロ政権を支持する姿勢を改めて示した。 

 

また、前日４日に米国のポンペイオ国務長官は、 

「ロシアが中距離核戦力（INF）廃棄条約を６０日以内

に順守しなければ条約破棄に向けた措置を取る。」 

と発言していた。 

 

この点について 

「米国が、ロシアと結んだ条約を破棄したいとの意志を

先に示してきた。その後、米国は条約を破棄するための

口実を探していた。米国は我々が条約を履行していない

と自身の主張を正当化しているが、いつものように全く

証拠を提示していない。」 

と米国の圧力を否定。 

 

マドゥロ大統領は 

「我々は圧力と攻撃に常にさらされているが、立ち向か

い続ける。我々は同志としてここに座っている。今後は

良い状況になるだろう。」 

と発言した。 

 

 

会合後、マドゥロ大統領は 

「プーチン大統領はベネズエラ政府の方針を支持し、石

油・防衛・融資・商業分野で複数の合意を交わす。」 

と発表。 

 

１２月６日にマドゥロ大統領は合意内容の一部を説明。 

 

主な内容は以下の４点。 

 

１．増産のために５０億ドルの投資 

２．鉱物産業、特に GOLD 開発で１０億ドルの投資 

３．１９年中 ロシアから６０万トンの小麦を購入 

４．ベネズエラ国内のロシア製武器のメンテナンス契約 

５．海上輸送 GPS をロシア製（Glonass）に変更 

 

石油・鉱物産業で合計６０億ドルの投資を受け入れると

発表した。とは言え、この６０億ドルはすぐに現金でベ

ネズエラに流れるわけではないだろう。 

その意味では、マドゥロ大統領の発言通りに投資が実行

されるかは疑問が残る。 

 

 

（写真）大統領府 

“１２月６日 石油・鉱物分野で６０億ドルの投資受け

入れを発表するマドゥロ大統領” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
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「LCR 議員 次期国会役員の候補３名を提案」                  

 

１２月５日 ボリバル州の地方政党「LCR」のアメリコ・

デ・グラシア議員は、自身のツイッターで現野党の穏健

的過ぎる方針を非難。 

 

「民意に寄り添い、野党を団結させるためには大衆意志

党（VP）のフレディ・ゲバラ議員、第一正義党（PJ）の

ファン・パブロ・グアニパ議員、新時代党（UNT）のデ

ルサ・ソロルサノ議員を国会役員にするべきだ」 

と投稿した。 

 

１１月１３日に国会で審議された「大統領選を含めた一

斉選挙による現状解決を目指す」という決議を受けて、

LCR は伝統野党のグループからの離脱を宣言していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.216」１１月１４日付の記

事参照）。 

 

とは言え、LCR は元々、第一正義党（PJ）、大衆意志党

（VP）と良好な関係があり、VP、PJ、UNT の中でも急

進野党に近い位置づけの３名を国会役員にすることで

急進野党と伝統野党の接近を図ろうとしているのだろ

う。 

 

とは言え、フレディ・ゲバラ議員は、１７年４月～７月

にかけて起きた反政府デモの首謀者として、制憲議会に

追われ、現在はチリ大使館にかくまわれており、外出さ

えできない。 

 

グアニパ議員は、１７年１０月の州知事選でスリア州知

事に当選したが、制憲議会への宣誓を拒み、州知事にな

る機会を逸した（「ベネズエラ・トゥデイ No.51」１０

月２６日付の記事参照）。 

スリア州知事選は再選挙が行われ、結果的に与党候補が

当選している。 

 

 

デルサ・ソロルサノ議員は、政府に協力的とされる新時

代党（UNT）の中でクリーンなイメージのある女性議員

だが、近々UNT を離党すると噂されており、UNT とし

て彼女を推薦できるのかは疑問（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.224」１２月４日付の記事参照）。 

 

１６年 野党多数の国会が始まる際に各年の国会役員

政党は既に決まっていた。 

 

当時決まった役員の輪番表に従えば、１９年の国会議長

は VP、第一副議長は行動民主党（AD）、第二国会議長

は UNT の予定。 

 

これまでは１６年の合意に従い役員が選出されており、

LCR の提案は前述の合意を無効にすることを意味する。 

 

「制憲議会 サイバー・スペース法を議論」         

 

野党系情報サイト「La Patilla」は、制憲議会が「Ley 

Constitucional de Ciberespacio de la Republica 

Bolivariana（ベネズエラ・サーバースペース法）」を議論

していると報じた。インターネット情報の規制を目的に

しているという。 

 

条文には 

・国家の安全を保障するため 

・情報の性質に関わらず個人・法人すべての情報が対象 

・情報分野に関するハードウェア、ソフトウェアも対象 

 

などあらゆる性質の情報で政府の統制が強化されるよ

うな内容が書かれているようだ。 

 

現時点では詳細は不明だが、今後のベネズエラに大きく

影響を与える法案になるのかもしれない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8b4d6f68762b414dd62b94680a1219a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
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経 済                        

「中国・ベネズエラ 中国で製油所建設に合意」           

 

１２月５日 ロイター通信は、中国石油天然気集団

（CNPC）と PDVSA が共同で中国に製油所を建設する

計画を再開させると報じた。 

（正確には中国の金融情報サービス会社「Caixin」が報

じた情報をロイターが再報道している） 

 

同製油所の精製能力は日量４０万バレル。広東省掲陽市

に建設。建設費用は９億５，３００万ドル、稼働開始は

２０２１年１０月を予定している。 

 

投資の６０％は CNPC 側が負担、４０％は PDVSA 側

が負担するようだ。 

 

この計画はずいぶん前から存在していたがベネズエラ

の経済低迷と PDVSA の産油量減少を受けて、延期され

ていた。 

 

「クラサオ PDVSA の後任決まる」          

 

クラサオの報道社「クラサオ・クロニクル」は、クラサ

オ製油所「La Refinería di Kòrsou（RdK）」が PDVSA に

代わり同製油所を運営させる新たな会社を決定したと

報じた。 

 

クラサオは「ConocoPhillips」による製油所差し押さえ

を受けて PDVSA に代わる新たな運営者を探していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.154」６月２２日付の記事

参照）。 

 

「ConocoPhillips」と PDVSA は債務再編計画で合意に

至ったものの、将来の潜在的な差し押さえリスクは顕在

（「ベネズエラ・トゥデイ No.179」８月２０日付の記事

参照）。 

 

PDVSA にクラサオ製油所を任せるのは島の大きなリス

クになるため、引き続き PDVSA に代わる製油所の運営

者を探していた。 

 

選ばれた企業名は現時点では明らかにされていない。 

 

１９年１月から覚書締結に向けた協議を開始する。仮に

協議の末に覚書が締結されない場合は、他の候補者と協

議を始めるようだ。 

 

なお、Conoco Phillips の差し押さえによる製油所の稼

働停止を受けて、長期運営者が決まるまで短期的にクラ

サオ製油所を運営する業者も探していたが、この議論は

なくなり、現在は長期契約者を探す作業に注力している。 

 

「ロイター １８年はベネズエラの原油輸入が増加」                  

 

１２月５日 ロイター通信は、製油所の稼働停止と産油

量減少を受けて、PDVSA の原油・石油製品の輸入が増

えたと報じた。 

 

ロイター通信によると、１８年１月～１１月の PDVSA

による原油輸入量は日量１．９万バレル。仕向け先のほ

とんどはクラサオ製油所だという。 

 

また、精製された石油製品の輸入量は日量２３．４万バ

レル。この中にはベネズエラで産出される超重質油を薄

めるためのナフサ、発電に必要なディーゼル燃料も含ま

れている。 

 

原油と石油製品を合わせた輸入量は日量２５．３万バレ

ル。この量は１７年（日量１８万２５０バレル）と比べ

て４０％増だという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a4e46ed70446a59d8c4efeb21edafd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
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PDVSA の石油取引に関係している人物からの情報とし

て、 

「１８年２月から PDVSA は輸入した分を現金で支払

っていない。PDVSA は外貨不足に陥っており、輸入分

のほぼ全てはアスファルト、ガソリン、石油残留物など

を輸出することで相殺している。」 

と報じた。 

 

「企業家 ３０品目の統制価格は協議ではなく強制」                  

 

１２月３日 アイサミ経済担当副大統領は、基礎食料品

２１品目と生活品９品目の統制価格を公表した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.224」の記事参照）。 

 

発表した際、アイサミ経済担当副大統領は、統制価格は

関係企業との協議の上で合意した価格だと発言してい

たが、農業団体「Fedenaga」のアキレス・ホプキンス代

表によると、統制価格は「合意」ではなく「強制」だっ

たようだ。 

 

「統制価格は合意されたものではなく、強制されたもの

だった。誰とも協議されていないし、我々が求める価格

の３０％以下だ。 

 

現在の統制価格では種を購入し、収穫し、機材を購入す

るサイクルが回せるような価格になっていない。この政

策は生産者を倒産させ、国内産業を疲弊させるものだ。」 

と非難した。 

 

様々な統計があるが、現在の月間インフレ率は１００％

を超えているとされる。ボリバル建てで価格を統制され

た場合、企業が事業を継続することはほぼ不可能だろう。 

 

 

 

 

 

「６９回目 DICOM １ドル BsS.１８８．５４」                  

 

１２月５日に６９回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１８８．５４。前回の１ド

ル BsS.１５７．１２から大きくボリバル安に傾いた。 

 

なお、並行レートもボリバル安の傾向が続いており公式

レートとの差はむしろ拡大している。 

並行レート参考サイト「Dolar Today」の１２月７日時

点のレートは１ドル BsS.５２７．１５と３倍近い開き

がある。 

 

外貨供給額は合計２５５万１，１２９．４ドルで前回の

２３３万４，７６９．５７ドルより少し増えた。 

 

法人１０１社に対して１９２万３，２５７．７８ドルが

割り当てられ、８１６名の個人に対して６２万７，８７

１．６２ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Von Road Center」

(業種不明)で１５万ユーロ。完成品の輸入が目的。 

 

次いで、「Matadero Industrial Maracaibo」（畜産業）で

９．５万ユーロ。部品・資材の輸入が目的。 

 

３番目が「Alimentos Heinz」(食品メーカー)で７万ユー

ロ。原材料輸入が目的だった。 

 

なお、「Jhose21」という「会社が外国への投資」を目的

に５万ユーロの外貨割り当てを受けている。 

国内向けに外貨を使用することを求めている中央銀行

が外国向けの投資のために外貨割り当てを行うことは

珍しい。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
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２０１８年１２月６日（木曜）             

政 治                       

「OAS アルマグロ事務局長  同職に再度立候補」        

 

１２月６日 米州機構（OAS）のルイス・アルマグロ事

務局長は、２０２０年の OAS 事務局長に立候補する意

志を表明した。 

 

アルマグロ事務局長は、自身のツイッターで 

「コロンビア大使および米国大使が、私の OAS 事務局

長再任を支持するグループを代表して再任を求める意

志を示した。私はこの責任を受け入れることを決めた。」 

と投稿した。 

 

アルマグロ事務局長は、ウルグアイのホセ・ムヒカ政権

時代に外相を務めた人物で、２０１５年に OAS 事務局

長に就任した。OAS 事務局長の任期は５年で２０２０

年５月に任期が満了する。 

 

OAS 内規では、事務局長の決定は加盟３４カ国の半分

を超える必要がある。つまり、１８票が必要となる。 

 

ただし、ベネズエラは来年には OAS を脱退する可能性

がある。仮にベネズエラが OAS を脱退した場合、加盟

３３カ国の半分超なので１７カ国の賛成が必要になる。 

 

現時点ではアルマグロ事務局長以外に OAS 事務局長に

立候補している人物はいない。 

 

なお、アルマグロ事務局長はマドゥロ政権を非難する急

先鋒として知られている。コロンビア国境を視察した際

には 

「軍事介入を含めて、いかなるオプションも放棄するべ

きではない」と発言し、一部の国から非難を受けた。 

 

 

 

この発言を受けて、ウルグアイのバスケス大統領は、次

回の選挙ではアルマグロ氏を支持しないと明言した。 

 

とは言え、加盟国の半数を超える賛同を得ることは難し

いことではないと思われ、同氏の評判を大きく落とすイ

ベントがない限り、２０２０年以降もアルマグロ事務局

長が続投する可能性は高い。 

 

「マチャド VV 党首 自由賞を受賞」           

 

１２月６日 英国に拠点を持つリベラル政党で構成さ

れる国際組織「自由主義インターナショナル」は、ベネ

ズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首に

「自由賞」を授与すると発表した。 

 

ベネズエラ主導党は、同発表を受けて 

「マリア・コリナ党首がベネズエラに自由な考えを促進

していることで受けた栄誉を誇りに思う。我々のリベラ

ル主義を代表して感謝の意を示す。」 

と投稿した。 

 

先月、英国メディア BBC は「世界の影響力のある女性

トップ１００」で５２位にマチャド党首を選んでいた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.218」１１月２１日付の記

事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
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「VP グロボビシオンへボイコットを宣言」         

 

１２月６日 大衆意志党（VP）は声明を発表。 

 

民放「Globovision」のオーナー、ラウル・ゴリン氏が米

国で起訴を受けた事件について非難。今後、グロボビシ

オンへの出演をボイコットすると発表した。 

 

「アレハンドロ・アンドラーデとラウル・ゴリンの汚職

事件が明るみになった。ラウル・ゴリン氏と汚職の関係

は疑いようがない。彼はベネズエラが現在の状況になっ

た共犯者である。 

 

大衆意志党は、ゴリン氏が米国司法省の捜査に協力する

よう求める。そして、汚職に関わる人物の名前を挙げる

よう求める。 

 

現在のところグロボビシオンは、本件について国民に対

して見解を示していない。グロボビシオンが自身の責任

を受け入れない限り、グロボビシオン自身も独裁者に協

力していることと同じだ。 

 

本テーマについて責任をもって、VP のスタンスを示す。

我々はグロボビシオンに対してボイコットを行う。 

VP はグロボビシオンのテレビ番組に参加しない。」 

と発表した。 

 

経 済                       

「CAF ５億ドルの融資は不承認？」            

 

１２月４日 国会でアンヘル・アルバラード議員が、ア

ンデス開発公社（CAF）がベネズエラ政府に対して５億

ドルを融資したとして非難した記事を紹介した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.224」１２月４日付の記事参照）。 

 

 

 

１２月６日 CAF は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジ

ル、パナマ、ペルーへ１２億９，１００万ドルの融資を

行うと発表した。融資先の中にベネズエラへの５億ドル

融資は含まれていなかった。 

 

この報道をもって、CAF はベネズエラに５億ドルの融

資をしなかったと報じられているが、CAF 自身がベネ

ズエラへの融資を拒否したとは発表していない。 

政治的な影響を加味し、ベネズエラ向けの融資を同日に

発表することを避けた可能性も否定できないだろう。 

 

 

（写真）CAF より抜粋 

 

「ベネズエラ GOLD 送金巡り英国銀行と会合？」         

 

ロイター通信は、１４トン（５．５億ドル相当）の GOLD

返還を巡り、ベネズエラのシモン・セルパ財相とカリス

ト・オルテガ中央銀行総裁が、英国銀行との面談を申し

入れていると報じた。 

 

ベネズエラ政府は、今年９月に英国銀行に預けている外

貨準備の GOLD をベネズエラに戻すための申請を行っ

たが、英国側はそれを拒否したと報じられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.213」１１月８日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d227016f5846ad05918cf81c24f5665.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
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ロイター通信曰く、今週７日（金曜）に英国での会談を

求めているという。 

 

シモン・セルパ財相は、マドゥロ大統領のロシア訪問に

随行しており、金曜に英国に立ち寄る可能性は十分にあ

りそうだ。 

 

英国の Andrew Lewer 議員は、英国銀行の Mark Carney

頭取に対して、セルパ財相は米国の制裁対象者であり、

交渉に応じないよう求める書簡を送ったという。 

 

「ボリバル旧紙幣廃止でガソリン価格改定か」              

 

８月にマドゥロ大統領が新経済政策をアナウンスした。 

 

通貨切り下げ、消費税率改定、大規模送金税など各種変

更を実行したが、ガソリン価格改定については暗礁に乗

り上げている。 

 

しかし、１２月５日をもって旧ボリバル紙幣（ボリバル・

フエルテ）が使用できなくなり、ついにガソリン代を支

払う手段がなくなった。 

 

情報サイト「La Nacion」は、ボリバル・フエルテの使

用ができなくなったタイミングでガソリン価格が一気

に上がると報じた。 

 

また、ガソリン価格に限らず異常に安価なガス代、国営

通信公社（Cantv）が提供している電話サービス、イン

ターネット料金、電力公社（Corpoelec）の電気料金な

ども含まれると報じた。 

 

 

 

 

 

 

「IP アドレス制限 ベネズエラ国内でも送金障害」              

 

銀行監督庁（SUDEBAN）は、ベネズエラの金融機関に

対して、口座利用者が外国から第三者へ送金できないよ

うにするよう通達していた。 

 

（口座残高を確認する、公共料金の引き落とし、クレジ

ットカードの引き落としなど、いくつかのサービスは金

融機関に通知することなく実行可能） 

 

既にこの制度は施行されており、外国に旅行している口

座保有者が外国から第三者に送金をするためには、事前

に銀行に行き先と期間を通知する必要がある。 

 

しかし、ベネズエラ国内の口座利用者も IP アドレスが

外国であることを理由に、送金が出来ないというシステ

ム障害が発生しており問題になっている。 

 

 

（写真）El Nacional 

“エラー： あなたは、ベネズエラ以外の IP アドレスで

アクセスしています。手続きを続けるためには、旅行通

知を実行してください”と表示 
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「人材流出が最も深刻なのはカラボボ州？        

        ～１５０万人の人材が流出～」              

 

経済情報サイト「El Estimulo」は、企業役員連合（AEEC）

のパブロ・ランダエス代表のインタビュー記事を掲載。 

 

ランダエス代表は、経済危機を受けてベネズエラを離れ

た国民の数は４００万人と推定。そのうちの約４０％に

あたる１５０万人はカラボボ州に住んでいたとコメン

トした。 

 

「カラボボ州は人材流出で最も深刻な影響を受けてい

る州だ。なぜならこの地域には質の高い労働者がおり、

大学を卒業しているだけではなく、２か国語を話す人も

珍しくないからだ。」 

と語った。 

 

また、カラボボ州は工場の集積地域だが、経済低迷を受

けて全体の２０％程度しか工場が動いておらず、更に稼

働している工場も稼働率は生産能力の５０％以下だと

現状を説明。 

雇用が維持できなくなり、質の高い人材が国外に流出し

ていると現状を分析した。 

 

以上 

 


