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（写真）米国 WhiteHouse “米国 クーデターを計画するベネズエラ元軍人らと会合（写真はイメージ）” 

 

 

２０１８年９月７日（金曜） 

 

政 治                     

 「米国 カベジョ制憲議長のテスタフェロに制裁」 

「スモランスキー氏 マドゥロ政権を非難」 

経 済                     

 「為替協定１号が発行 

～公的セクターが外貨売却可能に～」 

 「Pirelli 社ベネズエラ撤退 株式売却を発表」 

 「GOLD 証書 １週間で２，０００件超を発行 

～GOLD の無許可売却業者１００名を逮捕～」 

 「原油価格 １バレル６９．６３ドル」 

「DICOM３４回目 １ドル BsS.６１．６７」 

１８年９月８～９日（土・日） 

 

政 治                    

 「米政府関係者 クーデター計画者と協議 

～９月１１日（火曜）与党がデモ行進～」 

「９月１０日 国連で非公式会合」 

 「祖国への帰国プラン １６００人帰還」 

経 済                    

 「PDVSA 役員メンバー改定 

アイサミ経済担当副大統領が外部役員に就任」 

「ONGC Videsh 権益拡大オファーを拒否」 

「Conindustria 企業の稼働率は２３．５％」 

 「カラカスの家賃は月額１２０～１２００ドル」 
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２０１８年９月７日（金曜）             

政 治                       

「米国 カベジョ制憲議長のテスタフェロに制裁」       

 

米国財務省はラファエル・サリア氏（ベネズエラ人）の

制裁に関する差し押さえ状況を更新した。 

 

サリア氏はディオスダード・カベジョ制憲議長のテスタ

フェロ（資産を隠すための協力者）として今年５月に米

国から制裁を受けていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.139」５月１８日付の記事参照）。 

 

（少なくともベネズエラに関しては）制裁リストに新た

な名前が加わる際に、財務省が発表することは一般的だ

が、既に制裁が科された人物の差し押さえ状況について

現状を発表することは珍しい。 

 

差し押さえ資産は 

米国フロリダ（２件）、ニューヨーク（１件）の不動産 

 

フロリダ州２物件の資産価値は合計で１００万ドル超 

ニューヨーク物件の資産価値は２６２万ドルだという。 

米国財務省は上記３物件以外にもスペインのマドリッ

ドやカラカスにも不動産を所有していると発表した。 

 

 

「スモランスキー氏 マドゥロ政権を非難」         

 

９月５日 米州機構（OAS）の臨時会合でベネズエラの

移民問題について議論され、数カ国で移民問題を検討す

るワーキンググループを組織することが決まった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.186」９月５日付の記事参照）。 

 

同ワーキンググループの代表はダビッド・スモランスキ

ー氏が務める。 

 

スモランスキー氏は大衆意志党（VP）に所属する３３

歳の若手政治家。 

１７年 8 月までカラカス大首都区を構成する市の一つ

エル・アティージョ市の市長を務めていた。 

 

同氏は昨年起きた反政府デモで道路封鎖や暴力的な反

政府デモに加担したとして最高裁に懲役１５年の禁固

刑を命じられ、国外に亡命した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.18」８月９日付の記事参照）。 

 

ブラジルに亡命したようだが、OAS のワーキンググル

ープリーダになるということは、現在は米国に移住して

いるのかもしれない。 

 

 
（写真）WikiCommons 

“ダビッド・スモランスキー元エル・アティージョ市長” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c230441c3cbf004e4c91f516a45852b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c230441c3cbf004e4c91f516a45852b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f262d0ad4e68adb8236a4f2224af5d7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f262d0ad4e68adb8236a4f2224af5d7.pdf
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９月６日 スモランスキー元市長は自身のツイッター

で 

「数百万人のベネズエラ人が国外に逃亡しているのは

マドゥロ独裁政権に責任がある。マドゥロ独裁政権は地

域の安定を阻害する。ベネズエラに早く民主主義が回復

すれば、国外に逃亡するベネズエラ人は減り、多くのベ

ネズエラ人が自国に戻る。」 

と投稿した。 

 

スモランスキー元市長はベネズエラ政府との対話に否

定的な考えを持っており、同氏が主導するワーキンググ

ループはマドゥロ政権と真っ向から対立することにな

りそうだ。 

 

経 済                        

「為替協定１号が発行                  

     ～公的セクターが外貨売却可能に～」           

 

９月７日 シモン・セルパ財務相とカリスト・オルテガ

中央銀行総裁は新為替制度について発表した。 

 

８月２１日の時点でセルパ財相は「新しい為替協定を公

布する」と宣言していたが、それから 2 週間ほど経過し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.179」８月２１日付

の記事参照）。 

 

時間が経っていたので、このまま週１回から週３回に増

やされた DICOM が続くのかとも思ったが、そうでは

なかったようだ。 

 

新たな為替協定は９月８日に一般公開された。 

新為替協定は「為替協定１号」。 

 

８月上旬に「不正為替取締法」を廃止して、初めての為

替制度なので１号になっているのだろう（「ベネズエラ・

トゥデイ No.171」８月２日付の記事参照）。 

 

今回の改定の特徴は 

・公的セクターが外貨を売却できるようになったこと。 

・公的セクターの外貨は原則、中央銀行が一元管理する

ようになったこと。 

・変動制でレートは１つしか存在しないこと。 

・これまで両替は両替所でなければできなかったが、国

内の銀行でも両替行為が出来るようになること。 

・両替時に適用されたレートでボリバル建ての会計処

理を行うこと。 

・輸出で得た外貨の２０％は中央銀行に売却しなけれ

ばいけないこと。 

など。 

 

他「為替協定１号」の最終条項で、これまでベネズエラ

に存在していた為替制度を全て廃止する旨が記載され

ている。 

 

現在の外貨制度「DICOM」は為替協定３９号に従い運

用されているが、３９号も廃止する旨が書かれている。 

つまり、法律に従えば今後、DICOM が無くなる可能性

もある。 

 

現時点では追加の情報は少なく状況を注視する必要が

ある。 

 

「Pirelli 社ベネズエラ撤退 株式売却を発表」                  

 

９月７日 タイヤメーカー「Pirelli 社」はベネズエラの

同社株式を「Sommers International 社」に売却したと

発表した。「Pirelli 社」は２８年継続したベネズエラ事

業から撤退したと言える。 

 

「Pirelli 社」は通知文で 

「会社が雇用している６００名の労働者は株式を購入

した会社が引き受ける」 

と説明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8529b332d89974d44f6c0cc3accf964a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8529b332d89974d44f6c0cc3accf964a.pdf
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なお、「Pirelli Venezuela」は１５年１２月に会社連結か

ら外されており、今回の株式売却が本社の会計に影響を

与えることは無いようだ。 

 

同社株式を購入した「Sommers International 社」のオ

ーナーSobre Gil 氏は１９５６年生まれのパラグアイ人。 

 

「Grupo Carimon」の社長でもある。同社は化学品、塗

料などを扱う会社で「Bridgeston Firestone Venezuela」

の株式も購入した会社。 

 

現地紙「Confidencial」によると，Gil 氏は父の仕事で６

歳の頃にベネズエラに移住したようだ。 

Gil 氏はベネズエラ口腔外科大学を卒業。 

その後「Banco Union」「Mercedes-Benz Venezuela」

「Grupo Carimon」「Banco Capital」「Banco Canaria de 

Venezuela」など自動車および金融セクターの再編業務

などに関わった 

 

８月下旬に「Pirelli 社」は労働者へ通知することなく、

工場を閉鎖していた。その後、９月７日に工場を再開す

ることで労働者と合意したと報じられたが、まさに９月

７日に事業売却を発表したことになる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.183」８月２９日付の記事参照）。 

 

「GOLD 証書 １週間で２，０００件超を発行     

 ～GOLD の無許可売却業者１００名を逮捕～」         

 

マドゥロ大統領は資産価値を保護する手段としてベネ

ズエラの GOLD の価値に裏付けされた GOLD 証書の

発行を発表した。 

 

「裏付けされた」とは言え、実際のところ GOLD 証書

は現物 GOLD に換えることは出来ず、外貨に両替する

こともできない。ボリバル通貨に換金できるくらいだ。 

 

 

同 GOLD 証書の発行が９月３日に始まった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.185」９月３日付の記事参照）。 

 

９月７日 カリスト・オルテガ中央銀行総裁は１週間で

２，０００超の GOLD 証書を発行したと説明した。 

 

なお、GOLD 証書は当初、中央銀行のウェブサイトか

ら購入できると発表されていたが、運用が始まったばか

りのためか中央銀行本店に行かなければいけない。 

 

「原油価格 １バレル６９．６３ドル」                  

 

１８年９月３日～９月７日のベネズエラ産原油の平均

価格は４７５．７１人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６９．６３ドル／バレル。前週の６８．８

６ドルから０．７７ドル上昇した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年９月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
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「DICOM３４回目 １ドル BsS.６１．６７」                  

 

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.６１．６７。 

 

前回の DICOM レートは１ドル BsS.６１．５７だった

ので BsS.０．１ボリ安になったことになる。 

 

法人７４社に対して１４０万６，８１５．９７ドルが割

り当てられ、１，１６０名に対して外貨が割り当てられ

た。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は農業関連会社の

「Proagro, C.A」で１５万ドル。 

 

次いで、割り当てが多かったのはスーパーマーケットの

「Central Madeirense」と電子機器輸入者の「Tropical 

Import」で１０万ドルだった。 

 

２０１８年９月８日～９日（土曜・日曜）             

政 治                       

「米政府関係者 クーデター計画者と協議       

   ～９月１１日（火曜）与党がデモ行進～」        

 

９月８日 米国紙「New York Times」は米国政府関係

者がベネズエラでクーデターを計画する元軍人グルー

プと複数回にわたり会合を行っていたと報じた。 

 

記事は実際に協議に参加したベネズエラ元軍人と米国

の政府関係者からの証言をベースにしているようだ。 

 

なお、ベネズエラ元軍人は米国が個人制裁を科している

人物だという。 

 

 

米国政府はこの報道について否定していない。 

 

記事ではベネズエラ元軍人が米国政府に物資（傍受され

ない無線機）支援を求めたが、最終的に米国政府はこの

求めを断ったという。 

 

いずれにせよ、この報道が本当であれば、米国政府はベ

ネズエラのクーデター計画者の存在を知りながら、見逃

していたことになる。 

 

事実上、マドゥロ政権の崩壊に加担していたとも理解で

き、マドゥロ大統領が主張している米国政府の陰謀説を

裏付けることになる。 

 

一説ではトランプ政権の対ベネズエラ政策を快く思っ

ていない米国政府関係者が対話支持に揺り戻すため

NYT 記者へリークしたと噂されている。 

 

この記事を受けて、ディオスダード・カベジョ制憲議長

は「米国の陰謀がついに明らかにされた」と主張。 

 

９月１１日（火曜）に米国の介入主義に反対するための

デモ行動を呼びかけた。 

 

「９月１０日 国連で非公式会合」            

 

米国のニッキー・ヘイリー国連代表大使の呼びかけによ

り９月１０日に国連でベネズエラ問題について議論す

る非公式会談が行われる。 

 

同会合は「アリア・フォーミュラ」形式で行われる。 

これは９２年にディエゴ・アリア国連大使（当時）が提

唱した形式で、非公式に国連で有識者を招き特定のテー

マについて情報共有を行うもの。 
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安全保障理事会のメンバーが出席するが、必ずしも参加

する必要はない。また、安全保障理事会の協議広間では

行われず、通常の会議室にて行われる。 

ここでの協議内容が国連ニュースで報告されることも

ない。 

 

ホルヘ・アレアサ外相は同会合への参加を表明している。 

また、有識者としてフリオ・ボルヘス前国会議長が呼ば

れている。 

 

他、ベネズエラ主導党のマリア・コリナ・マチャド党首

も招待されたようだが、彼女は政府の決定により国外へ

の移動を禁止されているため、参加は出来ないと発表し

た。 

同時に、マチャド党首の代わりにディエゴ・アリア元ベ

ネズエラ国連代表大使が出席すると説明している。 

 

ディエゴ・アリア元国連代表大使は急進野党「Soy 

Venezuela」のグループに属しており、外国からベネズ

エラ政府や穏健的な姿勢を示す野党政治家らを非難し

ている。 

 

つまり、このままだと９月１０日にアレアサ外相とアリ

ア元国連大使とボルヘス前国会議長が会することにな

る。そうなれば、３者の衝突は避けられないだろう。 

 

「祖国への帰国プラン １６００人帰還」         

 

ベネズエラ政府は移民の急増とそれに伴う現政権のネ

ガティブイメージを払しょく（？）するため、「祖国へ

の帰国プラン」を推進している。 

 

「祖国への帰国プラン」とは、外国に移住したがその土

地になじめずベネズエラへの帰国を希望するベネズエ

ラ人を政府の費用で帰国させるプロジェクトだ。 

 

 

ペルー、エクアドル、ブラジルなど近隣国からベネズエ

ラ人が帰国している（「ベネズエラ・トゥデイ No.186」

９月６日付の記事参照）。 

 

情報通信省のウィリアム・カスティージョ次官は「祖国

への帰国プラン」について、バスにより１，３００名、

飛行機によって３００名、合計１，６００名が帰還した

と発表した。 

 

もちろん１，６００名をはるかに越える人数のベネズエ

ラ人が国外に移住しており、焼け石に水の印象はある。 

 

他方、外国に移住してみたがベネズエラの方が、居心地

が良いと感じるベネズエラ人がいることは貧困層の移

住を抑制する効果があるのかもしれない。 

 

なお、ベネズエラに帰国する人の多くは「外国で人種差

別を受けた」「安い賃金で長時間働かされた」など外国

での扱いに不満を感じてベネズエラに帰国している。 

結果的にベネズエラ人の外国人嫌いを助長させるマイ

ナス効果があるだろう。 

 

経 済                        

「PDVSA 役員メンバー改定               

  アイサミ経済担当副大統領が外部役員に就任」            

 

９月７日付の特別官報６４０５号で PDVSA のボード

メンバー交代が発表された。 

 

直近の役員交代は１８年６月だった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.151」６月１５日付の記事参照）。 

 

今回の交代では８名の内部役員は変わっていない。 

代わったのは外部役員。マルコ・トーレス現アラグア州

知事が外部役員から外れ、その代わりにアイサミ経済担

当副大統領が就任した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c230441c3cbf004e4c91f516a45852b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
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前回６月に PDVSA 役員が交代した際に、アイサミ経済

担当副大統領の側近だったジェスメル・セラーノ副総裁

が解任されていた。 

 

セラーノ副総裁が PDVSA から外れたため、そのバラン

ス取りだった可能性はありそうだ。 

 

なお、アイサミ経済担当副大統領は原油以外の地下資源

の開発を担うガイアナ開発公社（CVG）を指揮下に置き、

且つ PDVSA の外部役員でもある。 

 

９月から始まった経済改革の旗振り役でもあり、同氏の

権限が強くなっている印象を受ける。 

 

「ONGC Videsh 権益拡大オファーを拒否」         

 

インドの経済紙「The Economic Times」は、インドの

石油ガス開発会社「ONGC Videsh Ltd」がベネズエラの

権益拡大のオファーを断ったと報じた。 

 

「ONGC Videsh」はフニン鉱区のサンクリストバル・

フィールドで日量１．８万バレルの原油を産出している

ようだ。 

 

PDVSA は外貨不足を理由に ONGC Videsh に対して４

億４，９００万ドルの未払金を抱えているようで、その

対応策として現在４０％を持っているサンクリストバ

ル・フィールドの権益を９％増やす提案を受けていた。 

 

インドの政府高官（匿名）は「The Economic Times」に

対して、 

「PDVSAは外貨流動性の問題で債務の支払いが出来ず、

権益拡大で支払いを相殺しようとしていた。我々が欲し

いのは権益ではないと考えている。我々は自分たちの取

り分を受け取りたい。従って Videsh は申し出を断った。」 

と語った。 

 

２０１６年１１月 ONGC Videsh は PDVSA と０９～

１３年の配当金５億３，７６３万ドルの支払いで合意を

した。 

 

この合意を受けて、Videsh がサンクリストバル・フィー

ルドの開発に３億１，８００万ドルの融資を約束した。 

同資金により現在、日量１．８万バレルの産油量を２，

７万バレルまで増やすことが出来るはずだった。 

 

しかし、合意したはずの支払いを PDVSA は履行しなか

った。更に１４年以降の配当金も累積している。 

 

これまで石油相、PDVSA 役員など多くの政府関係者と

協議してきた。 

今年４月には「ベネズエラ政府は近日中に支払う」と言

及したが支払いはされないままだという。 

 

「Conindustria 企業の稼働率は２３．５％」         

 

ベネズエラ工業連合会（Conindustria）のファン・パブ

ロ・キロアガ代表は民放「Televen」のインタビュー番

組に出演し、国内製造業の現状について見解を述べた。 

 

「ベネズエラは通常であれば１万２，７００社ほどの製

造業がある。 

 

しかし、現在は３，６００社くらいしか存続していない。

そのうち、民間セクターの製造業は３，０００社くらい

だ。その中の２，４００～２，６００社が Conindustria

に加盟している。 

 

Conindustria に加盟している企業の平均生産稼働率は

２３．５％。稼働率は業種により様々だ。 

 

自動車部品メーカーの稼働率はおよそ８％。自動車アッ

センブラーの稼働率は事実上ゼロに近い。 
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プラスチック製造業の稼働率は１０％以下。稼働率が低

い理由は原材料がないからだ。 

 

食品製造業の稼働率は平均より多少高い。化学品も同様

だ。しかし、どの産業も持続可能な状況にないことは明

らかだ。 

 

最低賃金が BsS.１，８００になり、消費税が１６％にな

れば企業経営は更に厳しくなる。」 

との見解を述べた。 

 

「カラカスの家賃は月額１２０～１２００ドル」               

 

現地情報サイト「Sumarium」はカラカスの家賃実態を

調査。家賃は地域によって差があるが、家賃は基本的に

ドル化されている。 

 

金額は月額１２０ドル～１，２００ドル。場所によって

は更に高額になるとの調査を公表した。 

 

チャカオ市アルタミラ地区で９０平米のアパート家賃

は５００ドル。 

リベルタドール市のカンデラリアやエル・パライソでは

同様の物件は１５０～３００ドルが相場だという。 

 

通常であれば入居時に２～３カ月分のデポジットと仲

介業者への支払いが要求される。 

 

なお、ベネズエラ経団連（Fedecamaras）のアキレス・

マルティーニ住居インフラ部会代表は、情報サイト

「Caraota Digital」に対して現在は住宅を売るべき時期

ではないと訴えた。 

 

「もし、あなたがアパートを持っているのであれば手放

すべきではない。 

 

 

将来、アパートを買い戻すことは出来ない。いつか国は

発展の道に戻る。その時にはベネズエラ人が大量に帰国

する。 

 

需要が増えれば価格は調整され、住居を購入することは

出来なくなってしまう。今は住居を売る時ではなく、買

うべき時期だ。」 

と主張した。 

 

以上 


