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（写真）大統領府 “国内外の石油サービス事業者１４社と増産のための契約を締結” 

 

 

２０１８年８月２７日（月曜） 

 

政 治                     

 「スペイン大統領 与野党対話の支持を公言」 

「マドゥロ大統領 国内商業相、PSUV 経済府新設」 

経 済                     

 「GOLD 購入プロジェクトの重要ポイント」 

 「Pirelli 労働者 突然の操業停止に抗議行動」 

 「SUDEBAN 外国からの口座送金を原則禁止 

～外国からの送金は両替所を通すよう命令～」 

 「２９回目 DICOM １ドル Bs.S ６０．８９」 

社 会                     

 「チリへのベネズエラ人入国者 １４．７万人」 

２０１８年８月２８日（火曜） 

 

政 治                    

 「亡命最高裁判事の告発 

～カプリレス氏汚職調査は急進野党の陰謀～」 

 「アルマグロ事務局長 中南米各国に制裁求める」 

 「CLAP 食料セットの新価格は Bs.S １５０」 

「移民問題を巡り与党・外国の対応分かれる」 

経 済                    

 「祖国カード保有者への直接給付額を改定」 

 「PDVSA Citgo 差し押さえ判定で上告」 

 「マドゥロ大統領 ０．２５ボリバル発行を発表」 

「PDVSA 増産のため国内外１４社と契約締結」 
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２０１８年８月２７日（月曜）             

政 治                       

「スペイン大統領 与野党対話の支持を公言」       

 

スペインのサンチェス新大統領が就任後初めてラテン

アメリカを周っている。今回の外遊はチリ、ボリビア、

コロンビア、コスタリカを予定している。 

 

サンチェス大統領は最初の外遊先であるチリでピニェ

ラ大統領と会談。ベネズエラの移民問題を支援する意志

があると共同で声明を発表した。 

 

ただし、実際は両国の方針の違いが明確に表れたといえ

る結果だった。 

 

チリのピニェラ大統領はベネズエラ問題について 

「ベネズエラの民主主義と国民の権利を取り戻すため

に我々は出来る限りの支援をする。一刻も早い解決のた

めに全ての国の支援が必要になる。 

スペインは他のラテンアメリカ諸国が行っているのと

同様にリーダーシップを取りベネズエラ問題に当たる

ことを期待している。」 

と発言した。 

 

これに対して、スペインのサンチェス大統領は 

「我々はラテンアメリカへ政治的な介入をする意志は

ない。しかし、同地域で起きている問題はとても心配し

ている。 

ベネズエラ問題については、ベネズエラ国内で政治問題

を解決するための対話を始めなければいけない。国際社

会は対話に同伴するべきだと考えている。スペイン政府

は対話に付き添う。」 

と発言した。 

 

 

 

チリ政府はアルゼンチン政府、ペルー政府らとともに近

日中に国連の国際司法裁判所（CPI）にマドゥロ政権を

訴えようとしている。 

 

また、対話よりも圧力でマドゥロ政権を変えるべきだと

の方針を示している。今回のスペインのベネズエラ問題

の解決策として対話を支持するとの発言はチリとして

は歓迎できないものだっただろう。 

 

「マドゥロ大統領 国内商業相、PSUV 経済府新設」         

 

マドゥロ大統領はカベジョ副党首の提案に応じて与党

PSUV の経済副大統領府を新設すると発表した（カベジ

ョ副党首の提案については「ベネズエラ・トゥデイ

No.181」８月２６日付の記事参照）。 

 

与党の経済副大統領府のトップが誰になるのかは発表

されていない。また、具体的に同組織がどのような役割

を果たすのかも現時点では不明だ。 

 

また、同時に国内商業省を新設。大臣として現在、価格

統制庁（SUNDDE）長官を務めるウィリアム・コント

レラス氏を任命した。 

 

マドゥロ大統領は国内商業省の役割について、国内の物

資流通を監視し、定められた価格で商品が販売されてい

るのかを監督すると説明。 

 

つまり、基本的には現在 SUNDDE が行っていることと

大きく変わらないと言える。 

 

ただし、省に昇格したことで SUNDDE よりも権限が拡

大したと思われ、更に統制圧力が加速することが懸念さ

れる。 

 

 

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

「GOLD 購入プロジェクトの重要ポイント」           

 

マドゥロ大統領が１．５グラムと２．５グラムの GOLD

のインゴットを通じた資産保護策を提案した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.181」８月２６日付の記事参照）。 

 

内容については不明な点も多いが、いくつか判明したこ

ともあるので、現時点で判明している内容について紹介

する。 

 

１．販売開始予定日は９月１１日 

 

２．ベネズエラ中央銀行を通じてネットで購入する 

 

３．現物を購入できるのではなく、あくまで GOLD を

購入したという証書を受け取る 

 

４．購入には祖国カードの登録が必要 

 

５．現在のところ GOLD の価格は 

１．５グラムは Bs.S３，５０２。 

２．５グラムは Bs.S５，４３７。 

（ペトロのレートにより変動する可能性あり） 

 

マドゥロ大統領は企業家にも価値の保存策として

GOLD 証書の購入を呼び掛けている。 

 

「Pirelli 労働者 突然の操業停止に抗議行動」                  

 

８月２７日 タイヤメーカー「Rirelli 社」の労働者は工

場が突然操業を停止したことに抗議を示した。 

 

労働者が出社したところ工場に入ることが出来なかっ

たようだ。 

 

 

同社の労働者は記者に対して、 

「我々は全員いつも通りの仕事をしに来た。しかし、工

場に入ることが出来なかった。我々は工場に十分な材料

がないことを知っている。工業が近いうちに稼働停止に

なることを知っていた。 

 

７月３１日の時点で我々は５万１，９５３個のタイヤを

生産した。これは生産稼働能力の７％に過ぎない。 

２０１５年に我々は労働組合として生産稼働率が５

０％を下回ったと危機感を示した。しかし、今では７％

になってしまった。我々は仕事を失いたくない。」 

とコメントした。 

 

同社の稼働停止は８月１７日にマドゥロ大統領が、急激

な賃金値上げを発表してから１０日が経過してから起

きた。 

 

同社の工場が稼働を停止することで、約７００人の労働

者が影響を受けるだろうと報じられている。 

 

 

（写真）@leomarcardenas 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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「SUDEBAN 外国からの口座送金を原則禁止    

  ～外国からの送金は両替所を通すよう命令～」         

 

銀行監督庁（SUDEBAN）が並行レートでの送金を減ら

すための対策を取っている。 

 

８月２７日 SUDEBAN は全国の金融機関に対して、

今後各行の顧客が外国に行く際は事前に行き先と外国

の滞在期間を確認するよう命じた。 

 

事前の通知がなかった顧客は外国の滞在中に銀行口座

にアクセスすることが出来なくなる。 

外国の IP アドレスを使用しているかどうかで、スクリ

ーニングをかけるようだ。 

 

外国に暮らしたままベネズエラに口座を維持している

人は、お金を動かせないことになる。多くの人が並行レ

ートを使用して、家族向け送金をしており、その対応策

と思われる。 

 

また、SUDEBAN は外国からの家族向け送金について、

個人間で送金をするのではなく、定められた両替所で送

金を行うよう求める書面を出した。 

 

現在、政府が両替を許可している両替所は「Zoom」、

「Italcambio」、「Insular」の３社。 

特に「Zoom」は積極的に両替レートを発表している。 

 

「２９回目 DICOM １ドル Bs.S ６０．８９」のタイ

トルの通り同日のレートは１ドル Bs.S ６０．８９だっ

た。 

 

「Zoom」は８月２７日より１ドル Bs.S ６０．８９で両

替すると発表している。 

 

 

 

「２９回目 DICOM １ドル Bs.S ６０．８９」                  

 

中央銀行は第２９回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートはドル建てで１ドル Bs.S ６０．８９と、前

回の Bs.S ６０．２５よりも少しボリバル安となった。 

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」の同日

のレートは１ドル Bs.S ８３．４７で引き続き DICOM

レートとの乖離は大きい。 

 

外貨の割り当て総額は３４万２，５２５．０６ドル。 

前回よりも２０万ドルほど減ったことになる。 

 

法人に対して２８万８，１３３．９ドルが割り当てられ、

個人に対して５万４，３９１．１６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「 Mayor 

Importadora CA」（事業内容は不明）で６万ドル、次い

で畜産業者の「Inversiones Cogoyal」が３万ドルの供給

を受けている。 

 

社 会                         

「チリ ベネズエラ人の入国者 １４．７万人」            

 

チリの新聞社「La Tercera」が公表した記事によると１

８年１月～７月３１日までの７カ月で１４万７，４２９

名のベネズエラ人がチリに入国した。 

 

既にチリには１７万７，３４７名のベネズエラ人が居住

しており、合計で３２万４，７７６名がチリに入国した

ことになる（記事には書かれていないが、出国もしてい

るので３２万人がチリに滞在しているわけではないだ

ろう）。 
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チリ政府は今年４月に「民主主義への責任のためのビザ」

の発行を開始した。同ビザを得たベネズエラ人は１年間

チリに居住し、職を探すことが可能。その後も延長、永

住への道が開ける。 

 

記事によると、このビザを申請したベネズエラ人は６４，

９３２名。うち、ビザが許可された人数は９，６２６名。

他、４２，０００名が申請手続きを行っている。 

 

なお、ペルーやエクアドルはベネズエラ人の入国要件を

厳しくしている。チリ政府の内務省高官は記者からチリ

も入国要件を厳しくする可能性があるか聞かれると 

「入国状況は常にモニターしている。現時点ではそのよ

うな検討は存在しない。」 

と回答した。 

 

２０１８年８月２８日（火曜）             

政 治                       

「亡命最高裁判事の告発                 

 ～カプリレス氏汚職調査は急進野党の陰謀～」        

 

亡命最高裁が発出した Odebrecht の汚職捜査でカプリ

レス元ミランダ州知事が入っていた件は野党内で物議

をかもしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.180」８月

２３日付の記事参照）。 

 

８月２７日 亡命最高裁判事らはツイッターで声明を

発表。カプリレス元ミランダ州知事は検察庁（ルイサ・

オルテガ・ディアス検事総長）が申請した汚職容疑者と

して名前は上がっていなかったと発表した。 

 

亡命最高裁は明言していないが、カプリレス元ミランダ

州知事の名前を掲載したのはミスだったと言いたいの

だろう。 

 

 

 

しかし、翌２８日 亡命最高裁判事の一人が匿名で現地

メディア「El Cooperante」に対して、亡命最高裁の内情

を告発する記事を掲載した。 

 

同判事は今回の亡命最高裁の調査要請に合意していな

いとの見解を示した。また、亡命最高裁は全く正当な存

在として認められておらず、我々がしていることは茶番

だと自認した。 

 

 

「我々は１３人の最高裁判事。１３人の判事だけで法廷

を組織することは出来ない。つまり、我々は最高裁判所

と言うことは出来ない。 

 

国会は１３名の与党系の最高裁判事を解任し、彼らの代

わりに１３名の最高裁判事を任命した。この時点で残り

の最高裁判事の存在を国会は正式な存在だと認めてお

り、ベネズエラ国内の最高裁を認めている。 

 

カプリレス氏について名前が挙がったのは間違いだと

いう説明は嘘だ。最高裁は自身の利害に従い動いている。

我々はアントニオ・レデスマ氏、セシリア・ソサ氏、マ

リア・コリナ・マチャド氏のグループに属している。ま

た、経済的に力を持っているグループが我々を支援して

いる。我々は最高裁判所としての本来の目的から逸れて

しまっている。 

 

これは私見だが、裁判所は国会の信認を崩壊させること

を狙っている。彼らの信頼性を損なわせようとしている。

我々は裁判所として６５カ国の信任を得ていると主張

しているが、これは嘘だ。米州機構（OAS）のアルマグ

ロ事務局長でさえ、常にアルマグロ氏自身の個人名を使

用して支持を表明しており、米州機構としての支持では

ない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
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現在の問題から逃れるため、カプリレス氏の調査要請に

ついては、間違いだったと言い訳を発表した。この発表

について３０万人が我々のサイトにアクセスした。 

 

裁判所は間違いに間違いを重ねている。本来であれば、

「Odebrecht の汚職調査を行うことは、ここに書かれて

いる人物が有罪であることを意味しておらず、非難して

いるわけでもない。」と説明すれば良かったはずだ。 

 

そうすれば裁判所は自身の組織的な正当性を擁護でき

たし、カプリレス氏自身を守ることもできた。同時にベ

ネズエラ国民にとって我々が誠実で信頼でき、屈しない

組織だと示すことが出来た。 

 

内部闘争を止めなければいけないと感じている。我々が

やっていることは馬鹿げている。我々の裁判所はサーカ

ス団になったようだ。今の状態を続けることはできない。

憲法解釈を改める必要がある。 

我々は今の裁判所が行っている行動でマドゥロ政権か

ら脱却できると国民に嘘をついている。」 

 

 

 

（写真）亡命最高裁ツイッター声明発表映像の抜粋 

 

 

 

「アルマグロ事務局長 中南米各国に制裁求める」           

 

８月２８日 米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は

サントドミンゴで 

「ベネズエラの最優先事項はラテンアメリカ諸国が制

裁を科し、米国や欧州連合も制裁を強化すること。 

米州機構の優先事項はベネズエラ国民が民主的で平和

に暮らせることだ。」 

と訴えた。 

 

アルマグロ事務局長はセミナーでマドゥロ政権のこれ

まで行ってきた数々の非民主的な活動を非難。 

 

OAS の事務局長としてマドゥロ政権の人道問題の独立

調査チームを組織させた。独立調査チームはマドゥロ政

権が「人道に対する犯罪」を犯していたと認識するに足

る証拠があると結論付けたと訴えた。 

 

「CLAP 食料セットの新価格は Bs.S １５０」         

 

カラカスのインデペンデンシア市のアレクサンダー・イ

ダルゴ氏（インデペンデンシア市の農業食品部長）は、

CLAP の食料品セットの価格が９月１日から Bs.S １５

０に改定されると発表した。 

 

イダルゴ氏はBs.S １５０の価格は政府が８５％の補助

金を出している価格だと説明。 

 

「本当の価格で購入する場合、CLAP の食料セットは粉

ミルクを除いたとしても１セット Bs.S １，０１４かか

る。 

これまでの CLAP の食料セットは価格を見直さなけれ

ばいけない。政府は本来の価格の差額を負担する。また

最低賃金は Bs.S １８００に改定し、生活保障の給付金

も出すなど国民の生活改善に尽力している。」 

と説明した。 
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「移民問題を巡り与党・外国の対応分かれる」         

 

ベネズエラ移民の対応に各国が苦慮している。 

 

８月２８日 ペルー移民管理局のエドゥアルド・セビジ

ャ氏は 

「コロンビア政府とペルー政府はベネズエラ移民の入

国状況や対応について両国で協議する場を設定する。現

在、エクアドルもこの協議に加わる予定で、他の国もこ

の協議に参加するよう呼びかける。 

我々は地域としてベネズエラの問題を協議したいと考

えている。」 

と発表した。 

 

コロンビア政府の移民管理局長は、現在コロンビアに暮

らすベネズエラ人の数は１００万人近いと説明。ペルー

は４０万人超と説明した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.178」８月１９日付の記事

でエクアドルが同国に入国するベネズエラ人にパスポ

ートの提示を求める措置を取ったと紹介した。 

 

しかし、国際的に人道問題に対する姿勢を非難され、同

措置を停止。身分証明書が真正なものであることを特定

の組織が保証することを要件とするようだ。 

 

なお、ベネズエラ政府は８月２８日にペルーからベネズ

エラに帰国したベネズエラ人を紹介するイベントを実

施。 

 

帰国した８９名のベネズエラ人はペルーで人種差別や

迫害を受けて、ベネズエラに戻ってきた。 

どこまで真実なのかは分からないが、外国に移住したベ

ネズエラ人でまともな生活が出来なくて帰国する人が

多いことも事実だ。 

 

 

特に正式な移民としての許可がなければ、違法労働を行

うしかない。その場合は安い賃金で公的サービスを受け

ることも困難になる。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ」では報じていないがペルー、

コロンビア、メキシコなど様々な場所で不法移民として

売春宿で働いていたベネズエラ人女性が救出されたと

いう記事はよく目にする。 

 

経 済                       

「祖国カード保有者への直接給付額を改定」            

 

ベネズエラ政府は祖国カード保有者に対して現金給付

を行っている。 

 

マドゥロ大統領は現金給付制度「祖国の家庭（Hogares 

de la Patria）」の９月１日からの給付額を発表した。 

 

「祖国の家庭」は世帯人数に応じて給付額が変わる制度。

２名世帯の給付額は Bs.S ３６０。３名世帯の給付額は

Bs.S ５５０。４名世帯の給付額は Bs.S ７４０と１名増

えるごとに Bs.S １９０が増額される。 

 

また「人道的出産ボーナス（Bono Parto Humanizada）」

で４０万の妊婦に対して Bs.S ６００を毎月給付する。 

 

障害者の生活支援を目的とする「ホセ・グレゴリオ・エ

ルナンデス・ボーナス（Bono Jose Gregorio Hernandez）」

では Bs.S ４５０を毎月給付する。 

 

「PDVSA Citgo 差し押さえ判定で上告」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.180」でカナダの金開発会

社「Crystallex」の申請を受けて、米国裁判所が PDVSA

の米国子会社 Citgo の差し押さえ手続きを進めている

との記事を紹介した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
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米国裁判所は PDVSA に対して差し押さえを阻止する

ために保証金を支払うよう要請したが、PDVSA はこの

決定を不服として今度は米国の連邦裁判所に訴えた。 

 

Citgoの差し押さえを認めたのは米国デラウエア州裁判

所。今回、連邦裁判所に訴えることで何らかの効果があ

るかどうかは不明。 

 

ただし、今回の対応を見る限り PDVSA 側に保証金を支

払う意志は無いように思える。 

 

「マドゥロ大統領 ０．２５ボリバル発行を発表」         

 

８月２０日に通貨単位切り下げが実施された。 

 

導入段階では１０００ボリバル以上の旧紙幣も使用で

きることになっている。例えば、１，０００ボリバルの

旧札は０．０１ボリバル・ソベラーノとして使用できる。 

 

しかし、旧紙幣はそのうちに使用できなくする予定だ。

その場合、国内に流通する新通貨の最小単位は０．５ボ

リバル・ソベラーノ（コイン）になる。 

 

マドゥロ大統領はより小さな単位を作るため、０．２５

ボリバル・ソベラーノを新通貨のラインナップに加える

と発表した。 

 

「PDVSA 増産のため国内外１４社と契約締結」         

 

８月２８日 PDVSAは国内外の石油サービス事業者１

４社と増産のための契約を締結した。 

 

マニュエル・ケベド PDVSA 総裁は 

「１４社と契約を締結した。契約を交わした地域の産油

量は現在のところ日量３８．４万バレルだ。今後、日量

６１．１万バレルに増加する可能性がある。 

 

これら１４のフィールドで日量１２５万バレルの原油

を産出することを目標にしている。投資額は４．３億ド

ル。国内外の企業と倫理観を持って新しいステップに移

る。」 

と発表した。 

 

１４社の具体的な企業名は明らかにされていない。 

 

 

（写真）PDVSA “PDVSA と契約を締結する国内外企業” 

 

以上 

 

 


