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（写真）大統領府“最低賃金の改定など２０１７年最後の演説をするマドゥロ大統領” 

2017 年 12月 30日～31日（土日） 

 

政 治                   

「２０１７年を振り返って 

～ベネズエラ重大ニュース・トップ１０～」 

経 済                   

「大統領 １月から最低賃金４０％増を発表 

～実質賃金は月額約８０万ボリバル～」 

「国内流通通貨 １年間で１２．２倍」 

社 会                   

「豚肉待ちの際に妊娠女性 軍人に銃殺される」 

「コロンビア 豚肉５０トンベネズエラに輸送」 

  

 

２０１７年１２月２９日（金曜） 

 

政 治                   

「検事総長 PDVSAの販売監査部門４名を逮捕」 

経 済                   

「政府 取引先へペトロ建ての支払いを検討」 

「パラグアナ製油施設・アムアイ製油所で火事」 

「原油価格は１バレル５７．８５ドル」 

社 会                   

「検事総長 検察庁内で検事１４名を逮捕」 

「原油供給不足緩和の報道」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１２月２９日～１２月３１日報道           No.０７９   ２０１８年１月１日（月曜） 

2 / 7 

 

２０１７年１２月２９日（金曜）             

政 治                       

「検事総長 PDVSAの販売監査部門４名を逮捕」          

 

１２月２９日 サアブ検事総長は PDVSA の石油輸出を

監査する部署に所属していた４名を逮捕したと発表し

た。 

 

この部署はラミレス元国連大使が PDVSA 総裁だったこ

ろに設立された部署。PDVSAは売り上げの一部をロイヤ

リティとして政府に支払う義務を負っているが、そのロ

イヤリティを算出するための部署だった。 

 

逮捕されたのは PDVSA の元原油輸出部門長だった

Nelida Izarra Espinoza 氏、現原油輸出部門長の

Bernard Mommer De Grave 氏、課長職の Irama Zulene 

Quiroz De Mommer 氏、法務アドバイザーの Mariana 

Teresa Zerpa Morloy氏の４名。 

 

サアブ検事総長は「彼らは輸入相手に利益が出るように

原油の輸出価格を操作していた。その結果、輸入者から

一定のマージンを受け取っていたと考えている。」と発

言している。 

 

経 済                       

「政府 取引先へペトロ建ての支払いを検討」          

 

１２月２８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は制裁に

よる支払い問題を解決するために外国の契約者に対し

てペトロ建てで支払いを開始したいと発言した。 

 

ベネズエラ政府曰く、「デジタル通貨「ペトロ」はベネ

ズエラ産原油に交換することができる。一般的なデジタ

ル通貨とは現物資産に価値を裏付けられている点が異

なる。」 

 

ポイントはベネズエラ政府の原油による保証を信用で

きるかどうかだろう。マドゥロ大統領は１月にペトロ運

用の詳細を説明すると発言している。 

 

「パラグアナ製油施設・アムアイ製油所で火事」         

 

ロイター通信は、ファルコン州に位置するパラグアナ製

油施設のアムアイ製油所で火事が起きたと報じた。 

 

野党のルイス・ステファネッリ国会議員が製油所から煙

が立ち上っている写真をツイッターで投稿している。 

 

PDVSA労働組合のイバン・フェレイタ氏は、アムアイ製

油所の蒸留設備の３号機で火事が起きたことを認めた

が、すでに沈静化したと補足した。一方で、火事の影響

で３号機はしばらく稼働できそうにないとのコメント

もある。 

 

「原油価格は１バレル５７．８５ドル」          

 

１２月２５～２９日の原油平均価格は１バレル５７．８

５ドルだった。先週の５６．５８ドルから１．２７ドル

増加したことになる。 

 

これで２０１７年の原油価格がすべて出そろったこと

になる。石油省のウェブサイトには２０１７年の年間原

油平均価格は１バレル４６．６６ドルと記載されている。 

 

２０１６年は１バレル３５．１５ドル、１５年は１バレ

ル４４．５ドルだったので、この３年間で原油価格が最

も高かったことになる。 

 

ベネズエラ産の原油価格は１バレル６０ドルの大台が

近づいているが、シェールオイル・シェールガスの掘削

が再開する懸念もあり、楽観視はできないだろう。 
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社 会                       

「検事総長 検察庁内で検事１４名を逮捕」      

 

１２月２８日 サアブ検事総長は１４名の検事を逮捕

したと発表した。逮捕理由は金銭を受け取ることで罪状

を軽くするよう働きかけたためと説明している。 

 

「検察庁は“汚職との戦い”を合言葉として掲げている。

一方で検察庁内部には汚職に関わる人間もいる。彼らは

自身の職権を乱用し、不当に金銭を得ている。 

 

我々は組織内に特別グループを立ち上げ、検察庁内部の

汚職実態を調査し、１４名の検事を逮捕した。 

彼らはベネズエラの法律に従い適切な裁きを受けるこ

とになる。」と発表した。 

 

「原油供給不足緩和の報道」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.77」１２月２５日付の記事

でタチラ州、スリア州、バリナス州、アプレ州、ララ州、

コヘーデス州などのガソリン不足が深刻との報道を紹

介した。 

１２月２９日付の現地紙「エルムンド」によると、軍部

が上記の地域へ集中的にガソリン、家庭用ガスを供給し

ているため、ガソリン不足感は一時期に比べて緩和した

と報じている。 

 

２０１７年１２月３０日～３１日（土曜・日曜）             

政 治                       

「２０１７年を振り返って              

  ～ベネズエラ重大ニュース・トップ１０～」        

 

１２月３０日、３１日はマスコミが休みであることもあ

り、現地報道が少ない。もちろん政治家もこの時期は休

暇に入るため、政治的な動きもそこまで多くない。 

 

この機会に２０１７年を振り返り、筆者が個人的に考え

るベネズエラの政治経済に大きな影響を与えたニュー

ス・トップ１０を紹介したい。 

 

 

第１位 「４月～７月に起きた反政府デモ」        

 

２０１７年に起きた政治経済的な動きはすべて反政府

デモが発端といっても過言ではないだろう。 

 

反政府デモが起きたからこそ、１２５名の死者、２万人

を超えるとされる負傷者、５，０００人超といわれる拘

束者が出た（「ウィークリーレポート No.13」参照）。 

 

反政府デモの取り締まりを理由として欧米・南米各国は

マドゥロ政権への非難を強め、制裁が強化された。その

結果、ただでさえ厳しい国の経済情勢は一層困窮した。 

 

マドゥロ政権は経済的に更なる苦境に立たされ、国民の

不満を抑える、あるいは不満因子の拡大を防ぐために、

これまで以上に強権性を強めた側面もある。 

 

第２位 「８月 米国の経済制裁発動」          

 

８月２５日 米国政府はベネズエラ中央政府および

PDVSAなど政府系組織に金融制裁を科した。これまでも

ベネズエラ政府高官への個人制裁は行われていたが、金

融制裁は８月が初めてだった。 

 

金融制裁の内容自体は、 

①政府・PDVSA等への融資の原則禁止（短期融資を除く）

②米国市場での政府・PDVSA等の新規債券発行の禁止 

③政府・PDVSA等が所有する金融資産の購入禁止 

④政府・PDVSA等への配当金送金の禁止などだった。 

 

これだけで十分に強い制裁だが、実際のところ制裁の影

響は上記で制限されている内容よりも甚大だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9c94e7db17685f8044387de2d3334d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
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外国の金融機関はリスク回避のため政府・PDVSA等との

取引を避ける雰囲気が強まった。 

実際に PDVSA 向けの支払いの受け取りを拒否する銀行

も出ている。また、外国への決裁手続きを仲介していた

プエルトリコの ITALBANK も仲介銀行の役割を降りたい

とベネズエラ政府に申し出た。債券の利払いにも障害が

出ているという。 

 

米国の金融制裁は反政府デモが残したもっとも大きな

影響の一つといえる。 

 

第３位 「１１月～１２月 債務再編と利払い停止」     

 

１１月２日 マドゥロ大統領は米国からの金融制裁で

支払い継続が困難であることを理由に債務再編を宣言

した。 

 

この発言後に債券市場は大暴落したが、政府側は債務再

編が完了するまで元利の支払いを継続する意志を示し、

不安定な中でも均衡した状態で現在に至っている。 

 

政府は元利の支払い継続意志を示したものの、国債、

PDVSA社債の利払いが滞っている。一部の債券利払いは

グレースピリオドを超えており、ベネズエラ政府、PDVSA

は格付会社スタンダード・アンド・プアーズ等から「Ｓ

Ｄ（限定的デフォルト）」の烙印が押されている。 

 

第４位 「１０月～１２月 野党連合の分裂」        

 

１０月１５日に実施された全国州知事選での大敗北を

きっかけとして野党連合の結束に亀裂が生じた。この亀

裂は修復できないまま現在に至っている。 

 

野党連合内部での足の引っ張り合いは野党支持者の失

望を生んだ。また、マドゥロ政権との対立姿勢を打ち出

す野党政党を支持する国民がいれば、マドゥロ政権との

対話を支持する国民もいる。 

 

野党支持者の意見がバラバラになり、野党は国民に向か

うべき方向性を指示できないでいる。 

 

１８年には大統領選が控えている。野党の分裂が今後ど

のように影響していくかが注目されている。 

 

第５位 「１０月 州知事選でのまさかの与党圧勝」     

 

野党が分裂した原因は１０月１５日に行われた州知事

選。世論調査では全国２３州のうち１５～２０州くらい

は野党が勝利できるとの見通しが大勢を占めていたが、

フタを開ければ野党が勝利できたのは５州のみ。 

 

しかもスリア州知事については、制憲議会への知事就任

の宣誓を拒否したことで当選を放棄したとみなされ、最

終的に与党がスリア州知事となった。これにより全国２

３州中１９州は与党系知事、４州は野党系知事になった。 

 

野党の一部は選挙システムが与党に圧倒的に有利な仕

組みであることを非難し、全国市長選への参加を放棄し

た。一方で、みすみす市長の椅子を与党に明け渡すこと

を拒否する一部の野党政党は出馬を表明。市長選への参

加を巡る方向性の違いにより野党連合は分裂した。 

 

第６位 「７～８月 制憲議会の発足」          

 

反政府デモを受けて、マドゥロ政権は既存の憲法の枠組

みでは国民の平和を維持できないとして、憲法改正議会

（制憲議会）の発足を宣言し、制憲議会の議員を決める

ための選挙が７月３０日に行われた。 

 

反政府デモの目的は、いつしか制憲議会選挙を止めるこ

とになっていた。結果的に制憲議会選挙は実施され、５

４５名の議員（全員が与党派閥）から成る制憲議会が発

足した。 
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既存の憲法にも制憲議会の存在は明記されている。憲法

によると、制憲議会はすべての公権力の上に立つ存在で、

制憲議会の決定にすべての公権力は従うことが明記さ

れている（「ウィークリーレポート No.6」）。 

 

この憲法条文を根拠に制憲議会は無敵の存在となり、国

会の権限（立法権）を引き継ぐなど強引な決定を続けて

いる。 

 

なお、制憲議会発足時に議会は最大で２年間継続すると

宣言している。２０１７年８月に発足したので、２０１

９年７月までは制憲議会が存続する可能性が高い。 

 

第７位 「３月 オルテガ元検事総長の与党離反」      

 

第１位の反政府デモがここまで拡大した引き金はオル

テガ元検事総長の与党離反だろう。 

 

最高裁判所は３月末に国会の機能を最高裁判所が指定

する組織に引き継がせるという決定を下した（後にこの

決定は取り下げられた）。この決定に対して野党、国際

社会が憲法を逸脱する行為だと非難した。 

 

ただ、国民が驚いたのは政府の決定ではなく、与党の重

鎮とされたルイサ・オルテガ検事総長（当時）が、この

決定を「憲法の亀裂」と非難したことだった。 

 

ベネズエラの公権力の中でも最高クラスの地位である

検事総長が政権に反旗を翻したことで野党政治家およ

び支持者の政権交代への機運は一気に拡大した。 

 

制憲議会の発足と同時にオルテガ検事総長（当時）は解

任され、現在オルテガ元検事総長は国外に亡命し、マド

ゥロ政権の非難を続けている。 

 

 

 

 

第８位 「８月～１２月 汚職撲滅と反政府分子浄化」      

 

ルイサ・オルテガ検事総長が８月に解任された。制憲議

会は護民官を務めていたタレク・ウィリアム・サアブ氏

を後任に添えた。 

 

サアブ検事総長は、オルテガ元検事総長の在任中に検察

庁内には汚職を見逃すための仕組みが存在していたと

して親オルテガ派の判事を大量に解雇した。 

 

実際にサアブ検事総長は外貨管理制度を悪用した民間

企業の汚職を相次いで摘発している。サアブ検事総長は

汚職で不正に取得した外貨は国庫に返納させるべきだ

と宣言しており、外貨不足が深刻なベネズエラの資金源

になる可能性を秘めている。 

 

サアブ検事総長の汚職摘発は民間企業にとどまらない。

政府組織、とりわけ PDVSA本社・子会社役員らの汚職を

積極的に摘発している。PDVSAの汚職摘発はサアブ検事

総長の倫理感（だけ？）からくるものではないだろう。

マドゥロ大統領、制憲議会を中心とする政府中枢の支持

を受けて実施しているのは明らかといえる。 

 

PDVSAの役員らを相次いで拘束する一番の理由はラミレ

ス国連大使を政界から失脚させることだろう。ラミレス

氏は２００４年～２０１４年まで PDVSA総裁、石油相を

務めたベネズエラ経済の大物だ。１４年１２月末に国連

大使に就任したが、今年の１２月に辞任した。どうやら

ラミレス氏は１８年の大統領選に出馬する意思があっ

たようだ。 

 

現在でもインタビューで大統領選出馬の可能性を否定

しない。しかし、ラミレス元国連大使は直接汚職に関わ

っていたとされており、彼の出馬はかなり難しいだろう。

ただ、ラミレス氏の資金力は健在で、政界でも未だに一

定の影響力があるようだ。ラミレス氏の推薦で故チャベ

ス元大統領の娘が出馬するとの噂が流れている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
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第９位 「通年 PDVSAの産油量減少」           

 

２０１７年に PDVSA 産油量が減少するであろうことは、

１６年の頃から予期されていたものであり、サプライズ

というわけではないが、経済に与える影響が大きいとい

う意味で重大ニュースだろう。 

 

OPECの「Monthly Oil Market Report」によると、ベネ

ズエラの産油量（第三者の情報）は１６年１２月時点で

日量２０３．４万バレルだったのが、１７年１１月時点

で日量１８３．７万バレルまで減少している。 

 

２０１７年は産油量が減少した一方で、原油価格が上昇

した（１６年の１バレル３５．２ドルから１７年は４６．

７ドルに上昇した）ため外貨収入は１６年より増えたと

みられているが、１８年は外貨収入が減る可能性が高そ

うだ。 

 

第１０位 「５月～８月 DICOMの稼働と停止」       

 

２０１７年５月に為替協定３８号、通称 DICOMが始まっ

た。それまでは２０１５年２月に始まった為替協定３３

号、通称 SIMADIが継続していた。 

 

DICOMは毎週１回、民間の法人・個人に対して外貨を供

給するシステムで１ドル２，０１０ボリバルから３，３

４５ボリバルで推移していた。しかし、米国からの制裁

を受けて外貨送金に障害が出たため、８月から DICOMが

急停止した。 

 

現在、民間企業が公式な手段でボリバル通貨を外貨に両

替するのはほぼ不可能に近い。同様に公式な手段で外貨

をボリバルに両替することも不可能だ。 

 

政府は制裁の回避策としてデジタル通貨ペトロの導入

の検討を進めており、早ければ１月に運用を開始する見

通しだ。 

 

経 済                        

「大統領 １月から最低賃金４０％増を発表        

     ～実質賃金は月額約８０万ボリバル～」            

 

１２月３１日 マドゥロ大統領は最低賃金４０％増の

改定を発表した。これにより、現在の最低賃金は月額１

７．８万ボリバルから約２４．９万ボリバルになる見通

し（正式な発表は官報交付を待つ必要あり）。 

 

また、法定福利である食糧補助チケットもこれまで１日

９，３００ボリバル（月額２７．９万ボリバル）だった

のが１８．３００ボリバル（月額５４．９万ボリバル）

とほぼ倍に増える。なお、１７年４月から食糧補助チケ

ットの支払いは原則、振込みになっていたが、今後はチ

ケット（小切手式のチケット）に戻すことを決定した。 

 

今回の改定により、実質的な月額最低賃金（最低賃金＋

食糧補助チケット）は約８０万ボリバルになる。これま

で実質的な月額最低賃金は約４５．７万ボリバルだった

ので、約３５万ボリバル増えることを意味する。 

 

さらにベネズエラの社会保険制度は最低賃金と連動し

ており、最低賃金が増えると、社会保険料の雇用主負担

が増えるようになっている。 

 

つまり８０万ボリバルに加えて、雇用側にとっては社会

保険料負担も増えることを意味する。 

 

また、通常であれば毎年２月に食糧補助チケットの計算

で使用されるＵＴ（租税単位）が変更する。現在は１Ｕ

Ｔ＝３００ボリバルだが、１ＵＴ＝１，０００ボリバル

くらいまで増えても不思議ではない。 

 

仮に１ＵＴが１，０００ボリバルに増加すると、食糧補

助チケットは月額１８３万ボリバルになる。最低賃金と

合わせると月額２００万ボリバル超になる計算だ。 
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仮にそうであれば、２月以降のインフレはさらに加速す

ることが容易に想像できる。 

 

「国内流通通貨 １年間で１２．２倍」        

 

ベネズエラ中央銀行は、１７年１２月２２日時点の国内

通貨供給量が１２２兆ボリバルだったと発表した。一年

前の通貨供給量がちょうど１０兆ボリバルだったので、

一年間で１２．２倍増えたことを意味する。 

 

理論上、経済成長に裏付けされない通貨供給量の増加は、

通貨の価値が下落することを意味する。 

 

仮にＡ国でＢという商品を年間１００個だけを製造し

ており、Ａ国には合計で１００ボリバルが流通していた

とする（Ａ国以外の国は存在しないと仮定）。この場合、

商品Ｂの１個の価値は１ボリバルになる。 

その後、Ａ国で引き続き商品Ｂを１００個しか作ってい

ないにもかかわらず、Ａ国の流通通貨が１０００ボリバ

ルに増えれば、商品Ｂの価値は１０ボリバルになるだろ

う。 

 

ベネズエラの場合は経済成長率がマイナス（国内で供給

される財・サービスが一年前と比べて減った）にもかか

わらず、通貨量は１２．２倍増えたことになる。 

 

単純に考えれば、年間インフレ率は１２００％（ボリバ

ル通貨の価値が外国通貨に対して１，２００％超下落）

を超えるのは当たり前だろう。 

 

社 会                       

「豚肉待ちの際に妊娠女性 軍人に銃殺される」         

 

１２月３１日 カラカスのリベルタドール市・エル・フ

ンキート地区で豚肉を待っている妊娠中の女性（１８歳）

が軍人に射殺された。 

 

現場にいた女性によると、豚肉の配給を待つために大勢

が行列をなしているところに、アルコール店から数人の

軍人が出てきたようだ。彼らは明らかに酔っぱらってお

り、アルコール店のビールを配っていたようだ。 

 

その後、経緯は不明だが豚肉の配給を待っていた女性と

口論になり、最後は軍人が女性の頭に銃を突きつけ銃殺

した。銃殺した軍人はその場で逮捕されたようだ。 

 

この事件自体がショッキングで痛ましい事件だが、別の

心配も出てくる。こういった事件が起きると国民の反政

府感情が高まり、旧市街地で抗議行動が激化していく可

能性があることだ。 

 

なお、１４年にレオポルド・ロペス氏が呼び掛けた反政

府デモの発端はタチラ州だった。当時は治安当局が女性

に乱暴を働き、その抗議行動が引き金となった。 

 

「コロンビア 豚肉５０トンベネズエラに輸送」     

 

１２月３０日 コロンビアは５０トンの豚肉をベネズ

エラに輸出したようだ。ＡＦＰ通信がコロンビアの税関

から入手した情報によると、２９日深夜に豚肉を乗せた

２台のトラックがコロンビア国境を通過し、ベネズエラ

に向かった。３０日中に更に２台がベネズエラに発送さ

れるようだ。 

 

ベネズエラでは豚肉の供給不足を巡り、全国的に抗議デ

モが散発している（「ベネズエラ・トゥデイ No.78」１

２月２８日付の記事参照）。 

 

以上 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf

