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（写真）大統領府 “７月２５日 経済政策を発表するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年７月２５日（水曜） 

 

政 治                     

 「マリア・コリナ VV 党首 マドゥロ政権を非難」 

「教会 待遇改善を求める抗議行動を支持」 

経 済                     

 「マドゥロ大統領 経済政策を発表 

～５桁デノミ、不正為替取締法の改定など～」 

 「経済専門家は総じて新政策にネガティブな評価」 

 「タイヤ業界 ストライキ参加を発表」 

 「家族送金レート １ドル２９０万ボリバル」 

社 会                     

 「米国 汚職容疑で PDVSA 元職員ら４名を逮捕」 

２０１８年７月２６日（木曜） 

 

政 治                    

 「カプリレス 野党協議を非難する意見に苦言」 

 「本日 １２月市議会選の政党更新申請期限 

～主要野党は不参加決定か～」 

経 済                    

 「アイサミ経済担当副大統領 新政策を説明」 

 「Conoco PDVSA と支払い交渉を実施」 

 「REPSOL ベネズエラ事業エクスポージャー減」 

「炭化水素ガスが８，０００億立方フィート増」 

「PDVSA 労組 ガス漏れで業務継続不可を訴え」 

「テレフォニカ ベネズエラ事業売上８０％減」 
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２０１８年７月２５日（水曜）             

政 治                       

「マリア・コリナ VV 党首 マドゥロ政権を非難」       

 

７月２５日 ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリ

ナ・マチャド党首は記者会見を開き、マドゥロ政権から

の脱却の必要性を説いた。 

 

「どのように独裁政権から脱却するのか？独裁政権は

国民を服従させることで存続する。国民が私は疲れ果て

たというのを待っている。 

 

国際社会はベネズエラに対する方針を迷っていない。全

ての民主的な政権はマドゥロ政権に反対している。 

 

お金はもうない。政府は PDVSA を廃墟にした。 

 

金融セクターは今の独裁政権をサポートするか？確か

に以前は融資をしていた。ベネズエラへの融資は利子が

非常に良かった。 

 

しかし、今のベネズエラ政府、PDVSA は支払いを停止

している。全ての投資家はベネズエラに対する債権は何

の価値も持たないと理解している。マドゥロが政権を譲

るまでベネズエラの債権の価値はゼロだ。 

 

先日、軍人もマドゥロ政権に反乱を起こした。マドゥロ

を政権から追い出すためには政府を認めず、抗議を続け

るしかない。 

 

５月２０日の大統領選では多くの有権者が投票を棄権

した。この事実をよく認識して野党は今後の方針を決め

なければいけない。」 

と訴えた。 

 

 

「教会 待遇改善を求める抗議行動を支持」         

 

７月２５日は待遇改善を求める医師、看護師による抗議

行動が始まって３０日目になる。 

 

ベネズエラ司教団体（CEV）のサウル・ロン氏（CEV 司

法平和委員会の代表）は、医療部門で続いているストラ

イキを支持すると発言。 

 

マドゥロ大統領に対して、現状の主な責任者として、適

切な対応をするよう求めた。 

 

また、人道支援の受け入れも求めた。 

 

「ベネズエラは深刻な状況に陥っている。ベネズエラ政

府は、何も起きていないから人道支援を求める必要がな

いというが、ここでは多くのことが起きている。ベネズ

エラ政府は人道支援を受け入れなければいけない。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 経済政策を発表              

 ～５桁デノミ、不正為替取締法の改定など～」           

 

７月２５日 マドゥロ大統領は経済閣僚らを前に経済

分野に対する一連の政策を発表した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

１．５ケタの通貨切り下げ、施行日は８月２０日 

 

８月４日に施行される予定だった通貨切り下げを延期。

８月２０日に必ず施行する。と約束した。 

 

また、これまで３ケタを予定していた通貨切り下げを５

ケタにすることを決定した。 
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つまり、これまで現行の１，０００ボリバル・フエルテ

が１ボリバル・ソベラーノになるとしていたのが、１０

万ボリバル・フエルテが１ボリバル・ソベラーノになる。 

 

２．新通貨はデジタル通貨「ペトロ」と連動 

 

８月２０日より流通するとされるボリバル・ソベラーノ

は以前より発表しているデジタル通貨「ペトロ」と価値

を連動させると発表した。 

 

ペトロは既に１８年３月に一般市場での売却を開始

（「ベネズエラ・トゥデイ No.114」３月２２日付の記事

参照）。 

４月からは全国的に使用が開始されたことになってい

るが、一般市場でペトロを使用するようなスキームは確

認できていない（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月

２６日付の記事参照）。 

 

どのように新通貨とペトロを連動させるのかは明らか

になっていない。 

 

３．不正為替取締法の改定案を制憲議会に提出 

 

マドゥロ大統領は不正為替取締法の改定案を制憲議会

に提出すると発表。制憲議論で内容について議論をする

よう要請した。 

 

不正為替取締法（Ley de Ilicitos Cambiario）は外貨管理

制度の基盤となる法律。同法律を変える意味は大きい。 

 

マドゥロ大統領は 

「私は政令案を持っている。この政令は新しい経済政策

を始めるための不正為替取締法法案だ。 

 

この法令によって外国投資を促進する。為替管理の障害

を取り除く。ベネズエラが必要な自由な投資を実現する。 

 

 

ベネズエラの経済を発展させるためにドル、ユーロ、人

民元、原油資源（恐らく「ペトロ」を意味する）など外

貨を両替できるようにしなければいけない。 

 

ディオスダード、この法令を制憲議会で議論してほしい。

どのような意見も認識する。必要であれば説明のために

制憲議会で説明をする。」 

と語った。 

 

４．中央銀行にアヤクチョ第２鉱区の権利を引き渡し 

 

マドゥロ大統領は、外貨準備を増やすために中央銀行に

対してアヤクチョ第２鉱区の権利を引き渡すと発表。 

同地域には２９２億９，８００万バレルの原油の埋蔵が

確認されていると説明した。仮に１バレル６５ドルで換

算すると１兆９，０００億ドルになる。 

 

説明する必要もないが、地中に眠っているだけでは原油

に実質的な価値はない。ましてや外国ではなくベネズエ

ラに埋蔵されている原油であれば、法律はベネズエラが

定めるため、彼らがやりたいように裁判が出来る。 

 

仮に地中に眠っている原油を担保にしてお金を貸した

としても、不払いが起きた時にその資産を回収できると

考える人は少ないだろう。 

 

あり得るとすれば、中国やロシアなど友好国からのプロ

ジェクトに関連付けた投資だろうが、彼らも十分融資を

しており、新規融資をする準備があるのかは疑問だ。 

 

５．投資資本財の免税 

 

産業育成のための投資財輸入は免税にすると発表。同政

令の有効期間は一年間の予定。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
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６．交通部門向けの祖国カード 

 

交通業界の労働者（公的部門および民間部門）を支援す

るための祖国カードの施行を提案した。 

 

「全国のタクシー、バス、ミニバス、モトタクシー、全

ての交通業界の実態を調査し、彼らの支援に必要な政策

を決める。」 

と発表した。 

 

「経済専門家は総じて新政策にネガティブな評価」         

 

マドゥロ大統領の経済政策について、ほとんどの経済評

論家は批判的な見解を示している。 

 

現地経済調査会社エコアナリティカのアスドゥロバル・

オリベロ氏はツイッターで、新ボリバルとペトロを連動

させるとの発表について、 

「通貨は信頼と連動している。ボリバル通貨は誰にも信

頼されておらずハイパーインフレーションになってい

る。」と投稿。 

 

経済学者のルイス・オリベロ氏は 

「財政規律を欠いた状態であればいくつゼロをなくし

ても意味は無い。」と投稿。 

 

ベネズエラ債券に詳しいCapital Market Finance のヘス

ス・カシケ社長は中央銀行にアヤクチョ第２鉱区を引き

渡した点について 

「地下資源を外貨準備に入れることは出来ない。中央銀

行法で外貨準備の定義は決まっている。また、憲法１３

条では地下資源を担保に融資を得ることも禁止してい

る。」と述べた。 

一方で弊方が１３条を調べた限り 

「領土は外国法上の主体に、移譲、移転、賃貸、割譲な

どをすることはできない。」 

 

と書かれているだけなので、地下資源を担保にお金を借

りる行為が完全に違憲なのかは議論の余地があるだろ

う。 

 

とは言え、もし地下資源を担保に融資を得るとすれば国

会の承認が必要になることは間違いない。 

 

「タイヤ業界 ストライキ参加を発表」                  

 

７月２５日  カラボボ州の「Pirelli」「Firestone」

「Goodyear」の労働者は待遇の改善を求めて抗議行動

を開始した。 

 

「Goodyear」の労働組合ルイス・ロベラ氏は記者に対し

て 

「我々の給料は極めて低い。労働者が離職しており、生

産活動に影響を及ぼしている。また、集団契約の議論も

滞っている。 

 

経営側は現在の価格統制と生産低迷を理由に条件改善

の提案ができないと我々に伝えている。」 

と伝えた。 

 

なお、ロベラ氏によると「Goodyear」は現在、１日に約

１，０００個のタイヤを生産していると話した。なお、

同工場がフル稼働した場合、９，０００個が生産できる

と補足した。また、機械の部品在庫はほとんどなく、稼

働できなくなった機械が工場に大量にあるとコメント

した。 

 

「Pirelli」の労働組合に所属するルイス・アルバレス氏

は、 

 

「工場は１５年から稼働率が５０％を下回っている。昔

は一年間で１００万個のタイヤを生産していたが、今年

は一年間で８万個を見込んでいる。 
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国内にタイヤの生産施設があり操業が停止しているに

もかかわらず、外国からタイヤを輸入してくる意味が理

解できない。」 

と現状を訴えた。 

 

「Firestone」のレビス・バリオス氏は 

「タイヤ業界の労働者は、生活を維持するために業務時

間の合間を見つけてアレパやケーキを販売するなど副

業をしなければいけない。外国資本の民間企業で働いて

いるにも関わらず、このような状況だ。」 

とコメント。 

 

同社の生産状況は、生産能力が９，０００個超／日だが、

現在は２，０００個／日を生産している。 

 

 

（写真）Punto de Corte 

 

「家族送金レート １ドル２９０万ボリバル」                  

 

７月２５日 政府から家族向け送金の両替を許可され

た両替商「Zoom」は同日以降、両替レートを１ドル２

９０万ボリバルにすると発表した。 

 

同社は７月２日に両替レートを１ドル２５０万ボリバ

ルにすると発表しており、３週間ぶりの更新になる（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.158」７月２日付の記事参照）。 

 

 

 

なお、並行レートの参考サイト「DolarToday」に掲載さ

れている並行レートは１ドル約３５０万ボリバルなの

で、並行レートとの差が再び縮まったと言えそうだ。 

 

 

（写真）Zoom ツイッター抜粋 

 

 

（写真）DolarToday（７月２７日時点） 

 

社 会                       

「米国 汚職容疑で PDVSA 元職員ら４名を逮捕」       

 

７月２５日 米国司法省は、汚職に関与した疑いでベネ

ズエラ人４名を米国フロリダで逮捕したと発表した。 

 

報道では、彼らが汚職により不正に得た金額は１２億ド

ルと書かれている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f364ae83f6b0c39fa6e15bd51504219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f364ae83f6b0c39fa6e15bd51504219.pdf
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容疑者は PDVSA の取引先「Derwick」の株主のフラン

シスコ・コンビット氏。 

石油鉱山省（当時）で法務アドバイザーを務めたカメロ・

ウルダネタ氏。 

PDVSA 元役員のアブラハム・オルテガ氏。 

資金洗浄の専門家でスペインやマルタとの関係がある

ホセ・ビセンテ・アンパラン氏。 

この４名は以前から資金洗浄に関与した疑いで逮捕令

状が出ていたようだ。 

 

彼ら以外にも同じ容疑で２３日、２４日にはそれぞれ

Matthias Krull 氏（ドイツ人）がマイアミで、グスタボ・

フレイリ氏（コロンビア人）がイタリアのシチリアで逮

捕された。フレイリ氏は米国で裁かれるようだ。 

 

この不正行為は１４年１２月から PDVSA で行われて

いたとされ、１５年５月までに１２億ドルが不正に汚職

関係者に流れたと見られている。 

 

なお、この時期に PDVSA の財務担当役員を務めていた

のはマルピカ・フローレス氏で彼はマドゥロ大統領の妻

シリア・フローレスの従兄弟。 

 

２０１８年７月２６日（木曜）             

政 治                       

「カプリレス 野党協議を非難する意見に苦言」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.165」でカプリレス元ミラ

ンダ州知事、ファルコン AP 党首、ラモス・アジュップ

AD 幹事長など野党関係者が会合を行ったと紹介した。 

 

野党支持者の中には現状での選挙参加や政府との対話

では何も変えることが出来ないと考えるグループが多

く、今回の対話を非難する人物もいる。 

 

 

 

カプリレス元ミランダ州知事はラジオ番組「Circuito 

Exitos」に出演。 

 

野党政治家らとの対話を非難するグループに対して、野

党の協議を非難し、悪魔呼ばわりすることは合意が不可

欠な今のベネズエラにとって良い結果を生まない。と反

論した。 

 

「今後も協議は続く。協議を悪魔視する人は国にとって

良いことをしていない。私は今でもベネズエラ人が現在

の危機を引き起こした原因を乗り越えられると信じて

いる。私は今でも民主的な方法で政権を変えられると信

じている。 

 

私は野党の力を結集するために出来るだけのことをし

ている。今の我々の状況はこれまでのベネズエラで最も

悪い。野党についても、今までで最も悪い状況だ。政治

は調整するものだ。我々は調整できる。」 

と訴えた。 

 

また、カプリレス氏は野党連合（MUD）について、「役

割を終えた」との認識を示した。 

 

また、軍部に対して 

「軍部は民主的な政権移行手段があることを理解しな

ければいけない。クーデターを起こすのではなく、憲法

を尊重することで政権を変えられる。」 

と軍部に対して方針転換を求めた。 

 

「本日 １２月市議会選の政党更新申請期限         

        ～主要野党は不参加決定か～」           

 

選挙管理委員会（CNE）のタニア・デアメリオ役員は１

２月９日に予定されている市議会議員選挙へ参加する

ための政党更新作業について、２６日が申請の締め切り

日だとコメントした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
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７月２６日中に更新申請をしていない政党は自動的に

政党登録を抹消され、１２月９日の市議会議員選には参

加できないことになる。 

 

また、同日内に政党更新を申請した政党については８月

１８～１９日あるいは８月２５～２６日の２日間で、１

２州の有権者０．５％の署名を集める必要がある。 

 

今回の政党更新作業は５月２０日の大統領選に参加し

なかった政党、新たに政党登録をした政党が対象となっ

ている。 

 

タニア・デアメリオ役員は政党更新対象となる３０政党

を発表しているが、このリストの中には５月２０日の大

統領選に参加していない新時代党（UNT）および行動民

主党（AD）が含まれていない。 

 

（写真）CNE 

 

UNT も AD もまだ政党は抹消されておらず、５月２０

日の大統領選には参加していないので、対象になってい

るはずだが、このリストに掲載されていない理由は分か

らない。 

 

なお、リストに入っている政党で今後、注目するべき政

党は「ALIANZA de LAPIZ（鉛筆同盟,以下 LAPIZ）」と

「Liberal ProCiudadanos」だろう。この２政党は元々市

民団体だったが、最近は政治にも活動を広げている。 

この２政党については「政党更新」というより「政党の

新規登録」になる。 

 

「LAPIZ」はミランダ州を基盤とする教育分野に重点を

置く団体。 

 

「ProCiudadanos」はレオセニス・ガルシア元記者が率

いるスリア州を中心とした政治団体。 

４月に新時代党（UNT）のティモテオ・サンブラーノ議

員らが移籍したことで有名になった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.123」４月１１日付の記事参照） 

 

ただし、サンブラーノ議員は１カ月も経たずに同団体を

脱退した（「ベネズエラ・トゥデイ No.133」５月４日付

の記事参照）。 

 

経 済                       

「アイサミ経済担当副大統領 新政策を説明」            

 

７月２６日 前日のマドゥロ大統領による経済政策の

発表を受けてアイサミ経済担当副大統領はシモン・セル

パ財相、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相らと国営放送局

（VTV）で、新政策について説明をした。 

 

説明をしたと言っても、あまり明らかになったことは無

いが以下のような説明をしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
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不正為替取締法について、 

「新しい法律は、為替オペレーターに対して、外貨建て

の投資を許可する。また許可された両替所でドルと現地

通貨の両替が出来るようになる。 

また、「ペトロ」などデジタル通貨と現地通貨を両替す

る仕組みを作る。」 

と発表した。 

 

また、金融機関に対して「あらゆる手段を用いて取引を

デジタル化するよう求める。」と現金取引を減らすため

の対策を行うよう求めた。 

 

 
（写真）大統領府 

“新経済政策を説明するアイサミ経済担当副大統領（中

央）、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相（左）、シモン・セ

ルパ財相（右）” 

 

「Conoco PDVSA と支払い交渉を実施」                  

 

接収賠償金２０．４億ドルの回収のため PDVSA が運営

するカリブ海施設を差し押さえている「ConocoPhillips」

と PDVSA が会合をもったようだ。 

ブルームバーグが ConocoPhillips 関係者から事実につ

いて確認を取った。 

 

ただし、交渉の詳細については明らかにされていない。 

なお、既に５月の時点で PDVSA の弁護団と Conoco 側

の弁護団が交渉をしていたことは報じられている。 

 

「REPSOL ベネズエラ事業のエクスポージャー減」                  

 

REPSOL の Josu Jon Imaz 氏は専門家との経営実績報告

会でベネズエラに対するエクスポ―ジャーを減らし、７．

６億ユーロ（ドルで換算すると８．９～９億ドル）にし

たことを明らかにした。 

 

エクスポ―ジャーとは、事業会社では、リスクに晒され

ている投融資や保証の総額（総量）など（金融経済用語

集）。 

 

具体的に言えば投資、融資、売掛金など REPSOL がベ

ネズエラに対して保有している金融資産の総額を指す。 

 

Imaz 氏は１７年１２月末時点のベネズエラへのエクス

ポージャーは１４．６億ユーロ（１７億ドル）だった。 

 

他方、Imaz 氏は同会合でベネズエラでの事業を継続す

る意志を示したようだ。 

 

「炭化水素ガスが８，０００億立法フィート増」         

 

７月２３日付の官報６３，３５９号の石油省決議で１７

年 末 時 点 の ベ ネ ズ エ ラ の 炭 化 水 素 ガ ス

（HIDROCARBURO GASEOSOS）の確認埋蔵量が７，

９３４億７，９００万立法フィート増えたと発表された。 

 

内訳はオリノコ原油地帯で６３３億５，９００万立法フ

ィート増。 

東部地域で１，０７９億６，２００万立法フィート増。 

西部で６，１６５億５，９００万立法フィート増。 

中南部で５５億９，９００万立法フィート増。 

 

今回約８，０００億立法フィートが増えたことで、ベネ

ズエラには炭化水素ガスが２０１兆５，９３２億６，２

００万立法フィート存在することになった。 
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（写真）７月２３日付の官報６３，３５９号 

“炭化水素ガスの埋蔵量増の部分を抜粋” 

 

「PDVSA 労組 ガス漏れで業務継続不可を訴え」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.166」７月２１～２２日付

の記事でアムアイ製油所からガス漏れが起きていると

の記事を紹介した。 

 

本件に関連して、７月２６日 PDVSA 労働組合のファ

ルコン州代表のイバン・フレイタ氏は製油所のガス漏れ

は解決しておらず、この状況では労働者は働くことが出

来ないと訴えた。 

 

「数日前にアムアイ製油所でガス漏れが起きた。 

 

労働者の勤務環境は非常に厳しい。ある労働者が私の電

話に連絡をしてきて、この状況では働くことが出来ない

と私に伝えた。 

 

私はパラグアナ製油施設の労働者として政府の罪を労

働者に押し付けるのをこれ以上辞めるよう求める。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

「テレフォニカ ベネズエラ事業売上８０％減」         

 

スペイン系の通信会社「TELEFONICA」は１８年１～

６月の事業実績を公開した。 

 

現地経済紙「El Estimulo」によると、アルゼンチン、チ

リ、ペルー、ウルグアイの地域グループの売り上げは前

年同期比１３．７％減の３６億３，１００万ユーロ（４

２．６億ドル） 

 

ただし、実際のところは現地通貨の為替レートの対ユー

ロ／対ドルの下落の影響が大きく現地通貨建ての売り

上げはむしろ増加したようだ。 

 

例えば、アルゼンチンの場合は外貨建てで売り上げは１

８．７％減少したが、現地通貨建てでみると２３．６％

増えたようだ。 

 

ベネズエラは TELEFONICA 南米北グループに属する。

南米北グループの売り上げは前年同期比９．７％減の１

９億９，８００万ユーロ（２３．４億ドル）。 

 

ベネズエラ単体の売上額は不明だが前年同期比で８０．

６％減だったようだ。 

 

１８年１～６月中の南米北グループ全体の投資額は１

億６，３００万ユーロ（約１．９億ドル）で前年同期比

３６％減。投資の多くは固定電話、携帯電話通信圏の拡

張に使用された。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3ecd1b48279ac0b56e49aee9a76019c.pdf

