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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領、フローレス大統領婦人 中国への緊急訪問” 

 

 

２０１８年９月１２日（水曜） 

 

政 治                     

 「NYT トランプ政権のクーデター協議を非難」 

「FDC 市長ら２８名が主導して設立」 

「ProCiudadanos 政党登録できず」 

 「新憲法では原油セクターを現実路線に」 

経 済                     

 「マドゥロ大統領 中国への電撃渡航 

～５０億ドルの融資をえられる公算高まる～」 

 「緊急事態令を再延長 ～大統領の権限強化～」 

 「租税単位（UT）改定 １UT=BsS.１７．００」 

「３５回目DICOM １ドル BsS.６１．９３」 

２０１８年９月１３日（木曜） 

 

政 治                    

 「ドゥケ大統領、米ペンス副大統領と電話会談」 

経 済                    

 「ベネズエラの経済政策の柔軟化に中国の影」 

 「キューバに日量４．９万バレルを輸出」 

 「ホセ・ターミナル ９月末に再開」 

 「ベネズエラの産油量は日量１２３万バレル」 

社 会                    

 「ルビオ議員 PDVSA 汚職スキーム告発 

～民放「Globovision」のオーナー汚職関与～」 

「米国裁判所 PDVSA汚職で２名に有罪判決」 
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２０１８年９月１２日（水曜）             

政 治                       

「NYT トランプ政権のクーデター協議を非難」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月８～９日付の記

事で米国紙「New York Times」による、米国政府がクー

デターを計画するベネズエラ元軍人らと会合をしてい

たとの告発記事を紹介した。 

 

９月１２日 「New York Times」は、「トランプ政権は

軍事クーデターに関わるべきではない」とのオピニオン

記事を掲載した。 

この記事は専門家の見解ではなく、「New York Times」

の編集グループを代表するオピニオン記事のようだ。 

 

記事では、マドゥロ政権は不正選挙で当選した政権であ

り、政治経済社会は壊滅的な状況にあるとの認識を示し

た上で、米国政府が最終的にクーデター計画者らに協力

をしなかったことを評価している。 

 

他方、クーデター計画者と複数回の会合をもつこと自体

が協力行為に見えると指摘。 

事実が公に出たことでマドゥロ政権は自身のプロパガ

ンダを補強し、結果的に非民主的な政権を存続させるこ

とになると訴えた。 

 

また、トランプ政権は制裁という手段を用いて他国の方

針を変えようとしているが、諸外国の方針と一致してい

ないと指摘。 

キューバの制裁を例に挙げ、欧州連合はキューバへの制

裁再開を反対しているが、米国政府は制裁を再開したこ

とを例に挙げた。 

 

トランプ大統領は国際社会から信頼されておらず、これ

がベネズエラの問題解決を妨げているとも指摘した。 

 

なお、米国政府関係者とベネズエラ元軍人の告発記事に

は実際に協議に立ち会った米国の政府関係者が含まれ

ている。 

 

この人物は米国政府の制裁強化方針を快く思っていな

い内部関係者で、トマス・シャノン元国務次官の派閥に

属する西半球オフィスのナンバー２、マイク・フィッツ

パトリック氏との噂が流れている（「ベネズエラ・トゥ

デイNo.188」９月１０日付の記事参照）。 

 

「FDC 市長ら２８名が主導して設立」          

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.188」９月１１日付の記事

でカプリレス元ミランダ州知事が新政党「変化の力

（Fuerza de Cambio）」を立ち上げた可能性があるとの

記事を紹介した。 

 

９月１２日 「ベネズエラ市長連合」のジョシー・フェ

ルナンデス代表（ミランダ州のロス・サリアス市長）は、

「Fuerza de Cambio」は、同団体の市長２８名が組織し

た政党だと発表した。 

 

フェルナンデス代表は 

「このまま市の運営を政府に引き渡すわけにはいかな

い。政府に対抗するために「Fuerza de Cambio」を組織

した。」 

と説明した。 

 

また、カプリレス元ミランダ州知事は前述の噂について、

「自分は引き続き第一正義党（PJ）の党員だ。」と発言

した。 

 

ただ、カプリレス氏と「Fuerza de Cambio」が全く無関

係かどうかは分からない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
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「ProCiudadanos 政党登録できず」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.188」でレオセニス・ガル

シア氏が党首を務める「ProCiudadanos」が正式に正当

として認められたと報じた。 

 

しかし、これは誤報で「ProCiudadanos」は政党として

認められていなかった。この件についてレオセニス・ガ

ルシア党首はツイッターで抗議の意を示した。 

 

ガルシア党首曰く、「ProCiudadanos」は選挙管理委員会

（CNE）の定める政党登録に必要な署名集めを達成し、

CNE も署名を受領したと認めていると主張。 

政府との共存や汚職を探る政党だけが政党登録を許可

されていると訴えた。 

 

 

 

（写真）ProCiudadanosツイッター 

“CNE 本部で抗議をするガルシア党首” 

 

 

 

 

「新憲法では原油セクターを現実路線に」                  

 

制憲議会の経済常設委員会ダビッド・パラビシーニ議員

は、新憲法には故チャベス元大統領の社会主義思想を盛

り込む一方で、石油産業について解放方針を示すことを

明らかにした。 

 

５年連続の経済悪化の中、石油産業を立て直し、外国か

らの投資を呼び戻すためには石油産業の規制緩和が不

可欠との認識があるようだ。 

 

パラビシーニ議員は 

「合弁会社にとっては現在よりも良い条件に変わる可

能性がある。ベネズエラは資金を得るためのメカニズム

を模索しなければいけない。 

ベネズエラの経済を立て直すには産油量を増やすこと

が不可欠だ。 

 

チャベス元大統領が資源セクターの接収をすすめた当

時とは状況が異なる。現在は、解放を余儀なくされてい

る。」 

とコメントした。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.188」９月１１日付の記事

でも紹介したが、先日 PDVSA は１４社の国内外石油サ

ービス事業者と契約した。 

 

契約内容は明らかにされていないが、期限付きで特定鉱

区の産油事業を任せ、成果に応じた支払いをするスキー

ムのようだ。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
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経 済                        

「マドゥロ大統領 中国への電撃渡航          

  ～５０億ドルの融資をえられる公算高まる～」           

 

９月１２日 マドゥロ大統領は突如、中国へ出張すると

発表。既にマドゥロ大統領とフローレス大統領夫人は中

国に到着している。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.188」９月１０日付の記事

でも紹介したが、現在中国北京で「第１６回中国ベネズ

エラハイレベル級会談」が行われている。 

 

同イベントに参加し、会議の中で決まった様々な事案に

ついて署名式に参加すると見られている。 

 

９月１３日 シモン・セルパ財相は中国から５０億ドル

の融資を得ることで合意したと発言しており、署名の目

玉は同融資だと考えられている。 

他、既に中国から借りている融資の返済期間について６

カ月間スケジュールを調整するとも報じられている。今

週中には具体的な発表がありそうだ。 

 

なお、９月１１日に中国の王毅外相はベネズエラへ融資

を行う意志を示している。 

 

 
（写真）大統領府 “突然、中国への訪問を発表” 

 

「緊急事態令を再延長 ～大統領の権限強化～」         

 

１８年９月１０日付の官報４１，４７８号で経済緊急事

態令が６０日間、延長された。 

 

官報が公布されてから６０日間有効なので、同政令は１

１月１１日まで有効になると思われる。 

 

今回の経済緊急事態令はこれまでよりも大統領の権限

が拡張されている。 

 

具体的には、 

「他の公権力（意図しているのは国会と思われる）の承

認が無くても外国との融資契約を締結する権限（２条１

６項）」 

 

「経済回復に必要な場合は、有罪判決を一部あるいは全

て免除できる権限（２条３２項）」 

が追加されている。 

 

２条１６項は、中国政府との融資協定を合法的なものに

するための項目と思われる。 

 

また、２条３２項により、野党政治犯の解放、あるいは

逮捕された PDVSA 職員の罪を免除する措置を取る可

能性が浮上してきた。 

 

「租税単位（UT）改定 １UT=BsS.１７．００」                  

 

通貨単位切り下げにより不可避と見られていたが、予想

通り租税単位（ＵＴ）が改定された。 

 

租税単位とはパスポート発行手数料などの政府サービ

スの手数料や税金計算、罰金計算の際の基準となる単位

のこと。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
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通常は２月に年１度改定されるものだが、１８年は既に

４回目の改定。 

 

これまで１ＵＴ＝BsF.１，２００（BsS.０．０１２）だ

ったが、１ＵＴ＝BsS.１７．００になる。 

つまり、１４万％の増加だ。 

 

ただし、今回のＵＴ改定には、これまでなかった以下の

条文が追加されている。 

 

「今回の租税単位は、SENIATの税金計算と罰金支払い

の際にのみ使用される。」 

 

つまり、SENIAT の税金計算、罰金以外ではＵＴ＝BsS.

０．０１２が引き続き使用されることになりそうだ。 

 

現時点では、具体的にどのような線引きで新ＵＴと旧Ｕ

Ｔが使用されることになるのかははっきりしていない。 

 

パスポート発行手数料や運転免許証の更新手数料など

は引き続き旧ＵＴが使用されると思われる。 

 

「３５回目DICOM １ドル BsS.６１．９３」                  

 

中央銀行は第３４回目のDICOMの結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６１．９３。 

 

前回の DICOM レートは１ドル BsS.６１．６７だった

ので BsS.０．２６ボリ安になったことになる。 

 

法人６８社に対して１１８万８，０４５ドルが割り当て

られ、２１３名に対して５万８，７０７．０６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スーパーマーケッ

トの「Central Madeirense」で１５万ドル。 

 

次いで食品業者「Maiz Seleccionado CA（Demaseca）」

が１０万ドル。生活品メーカーの「P＆G」が６万ドル

だった。 

 

為替協定１号が公布され、初めての DICOM だったが

これまでの DICOM と比べて特に変わった点は見られ

なかったようだ。 

 

２０１８年９月１３日（木曜）              

政 治                        

「ドゥケ大統領、米国ペンス副大統領と電話会談」        

 

９月１３日 米国ホワイトハウスは、コロンビアのドゥ

ケ大統領と米国のペンス副大統領が電話会談を行った

と発表。 

 

「ベネズエラの人道問題について協議し、ドゥケ大統領

のベネズエラ問題への尽力を評価。 

 

民主主義が崩壊したマドゥロ政権に引き続き圧力をか

けることで合意した。」 

と発表した。 

 

また、二国間の商業関係や、麻薬密売、９月末に開かれ

る国連総会についても協議したようだ。 
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経 済                       

「ベネズエラの経済政策の柔軟化に中国の影」            

 

ベネズエラ政府は０３年２月から１５年半継続してき

た為替管理制度を廃止すると決定した。 

 

また、石油産業についても業務委託の方式に舵を切ろう

とする動きもみられる（「ベネズエラ・トゥデイNo.188」

９月１１日付の記事参照）。 

 

これらの動きには中国政府の圧力が関係していると報

じられている。 

 

中国はベネズエラに対して２００億ドル前後の融資残

を持っている（正確な数字は不明）。 

 

１６年に２年間の元本返済モラトリアムで合意し、それ

以降ベネズエラは中国に対して利息だけを支払ってき

た。しかし、２年が経過して当時のモラトリアム期間が

切れている。 

 

ベネズエラ政府は中国政府に対して、モラトリアム期限

の延長を求めていたが、中国側はベネズエラの経済制度

が中長期的に持続可能ではなく、返済に懸念が生じてい

ることを理由にベネズエラ側の提案に難色を示してき

た。 

 

マドゥロ政権は８月２０日の通貨単位切り下げ（デノミ）

をきっかけに一連の経済制度改革を進めており、その中

で「為替管理制度の撤廃」は目玉政策とされている。 

加えて、「石油産業の規制緩和」も水面下で進んでいる

様だ。 

 

これら制度改革の進展を受け、中国がベネズエラに対し

て金融的な支援を再開するとの憶測が報じられている。 

 

 

「キューバに日量４．９万バレルを輸出」           

 

ロイター通信が確認した PDVSA の内部資料によると、

ベネズエラはキューバに対する原油輸出を継続してい

るようだ。 

 

ベネズエラは１８年１月～８月までにキューバへ１，１

７４万バレル（日量４．９万バレル）を輸出した。 

 

今年に入り、一時はロシア産原油を購入しキューバに輸

出していた時期もあったが、５月からベネズエラ産原油

（Mesa ３０）の輸出が再開した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.137」５月１４日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ産原油（Mesa ３０）の輸出は５月に再開し

８月までに４１９万バレルを輸出したようだ。 

この原油はキューバのシエンフエゴ製油所で希釈、精製

され外国に輸出される。 

 

「ホセ・ターミナル ９月末に再開」         

 

PDVSAの原油輸出ターミナルとして使用されている南

ホセ・ターミナルが船舶の衝突で使用できなくなってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.184」９月１～２日付の

記事参照）。 

 

現在は一時的な対策として近くのプエルト・ラ・クルス

港からナフサを輸出しているようだが、ターミナルの設

計の都合で大型タンカーは使用できない。 

急な予定変更により購入者である「Chevron」や

「Rosneft」もスケジュール変更を迫られているようだ。 

 

ロイター通信は９月末に南ホセ・ターミナルが再開する

と報じた。同社によると８月のベネズエラの原油輸出量

は日量１２９．２万バレルだという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637e8a66d71fe6198e51a46f57eca436.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
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「ベネズエラの産油量は日量１２３万バレル」         

 

OPEC は１８年８月の加盟国の産油量を発表した。 

ベネズエラの産油量は専門家による第三者情報

（Secondary Sorce）によると日量１２３．５万バレル。 

 

 

 

ベネズエラ自身の自己申告では日量１４４．８万バレル

だった。なお、第三者情報の数字は暫定値で数字は今後、

変更する可能性がある。 
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社 会                       

「ルビオ議員 PDVSA汚職スキーム告発」            

 

反マドゥロ政権政治家として知られるフロリダ州選出

下院議員のマルコ・ルビオ議員は自身のツイッターに

PDVSAの汚職スキームを説明するスライドを投稿した。 

 

いつ行われた取引かは書かれていないが、並行レートの

数字から１４年１２月頃の取引の内容だと思われる。 

 

最初にベネズエラの汚職協力会社が PDVSA に７２億

ボリバルを融資する。当時の並行レート（１ドル１７１

ボリバル）で言うと４，２００万ドルだという。 

 

その後、PDVSA が融資の前倒し返済を行う。その際の

返済はボリバル通貨ではなく、ドルで返済するという。 

その際に適用される為替レートは当時のオフィシャル

レートである１ドル１２ボリバル。 

つまり、７２億ボリバルは６億ドルになる。 

 

PDVSA は香港にある「EATON GLOBAL社」（汚職協

力者の会社）へ５．１億ユーロを振り込み。 

 

その後、「 EATON GLOBAL 社」からスイスの

「Portmann Capital Management 社」に５．１億ドルを

送金。同社を経由し、汚職資金がベネズエラ政府関係者

に流れていたようだ。 

 

なお、汚職に関わった人物として民放「Globovision」の

オーナーであるラウル・ゴリン氏も含まれており、２億

２，７００万ユーロが同氏の手元に残ったとされる。 

 

ラウル・ゴリン氏については、以前から汚職の嫌疑がか

けられており「ベネズエラ・トゥデイ No.181」８月２

５日付の記事でも同氏の汚職疑惑について紹介したこ

とがある。 

 

 
（写真）米国マルコ・ルビオ議員ツイッターより抜粋 

“PDVSA の汚職スキームを告発” 

 

「米国裁判所 PDVSA汚職で２名に有罪判決」              

 

９月１３日 米国司法省は PDVSA 元役員と米国企業

社長が行った汚職について有罪判決を下した。 

 

汚職に加担した米国の企業家はファン・カルロス・カス

ティージョ・リンコン氏。PDVSAとの契約の見返りに

汚職資金を支払ったとされる。 

また、PDVSA 側で有罪判決を受けたのはオーランド・

カマチョ氏（Fedeindustria の代表も同姓同名だが別人）。 

 

カマチョ氏は司法取引を行ったようで、１７年７月に行

った汚職行為の関係者について自白することで刑が軽

くなるようだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf

