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（写真）野党連合（MUD） “プレ選挙の速報を発表する野党連合の選挙委員会” 

 

２０１７年９月８日（金曜） 

 

政 治                   

  「大統領 制憲議会に２０１８年予算案提出か」 

「副大統領 価格統制プラン５０を説明」 

  「検事総長 マドゥロ、カベジョの調査を否定」 

  「欧州連合 ベネズエラ政権への制裁を検討」 

経 済                   

  「副大統領 米ドル建ての契約締結を停止 

～米ドル建ての DICOM も停止～」 

「原油価格１バレル４６．１４ドルに上昇」 

「国会議員 医薬品の通関差し止めに苦情」 

「制憲議員 価格統制法案について説明」 

２０１７年９月９日（土曜） 

 

政 治                   

  「大統領、石油相 カザフスタンで経済対話」 

  「国会第一副議長 バチェレ大統領と会談」 

  「米州機構事務局長 追加制裁を要請」 

経 済                   

  「石油相 世耕経済産業相と会談」 

  「ベネズエラ債務再編の動き」 

  「大統領 米ドル通貨以外で原油を販売」 

  「レアメタル・コルタンの生産を開始」 

  「PDVSA 石油商工会と協力協定を締結」 
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２０１７年９月８日（金曜）             

政 治                       

「大統領 制憲議会に２０１８年予算案提出か」       

 

１７年９月８日 マドゥロ大統領は２０１８年度国家

予算を制憲議会に提出すると発表した。 

 

「２０１８年度の国家予算を絶対的な権限を有する制

憲議会に提出する。したがって、今年は予算のボイコッ

トを受けることは無い。提出された予算案は最初に制憲

議会の財務委員会で議論され、その後制憲議会全体で議

論、承認されることになる。予算の７２％は社会投資の

ために使用される。」と発言した。 

 

ベネズエラ憲法１８７条６項によると国家予算の承認

権限は国会にある。しかし、政府は国会が最高裁の決定

に従わないことを理由に国会の権限を無効にしたため、

１７年度予算は最高裁判所に提出し、承認されている。 

 

「副大統領 価格統制プラン５０を説明」         

 

アイサミ副大統領はマドゥロ大統領が制憲議会に提出

した価格統制法案「プラン５０」の内容を発表した。 

 

アイサミ副大統領の発言によると、国民生活に不可欠な

５０の財・サービスの価格を決定する作業に９月８日か

ら入っている。今回の法案は価格を「統制する」のでは

なく「合意する」ことが目的のようだ。また、農業分野

について言及したうえで、国内生産を振興することがで

きる価格を設定する。と発言した。 

 

プラン５０に含まれる財・サービスの全ては現時点で明

らかにされていないが、アイサミ副大統領の発言による

と、低温殺菌牛乳、粉ミルク、マヨネーズ、マーガリン、

ソーセージ、小麦粉、パスタ、鶏肉、クルビーナ（魚）、

マグロ、いわし、チーズ、ハム、石鹸、洗濯用せっけん、

食用油が含まれるようだ。 

 

「検事総長 マドゥロ、カベジョの調査を否定」                 

 

オルテガ元検事総長はマドゥロ大統領やカベジョ制憲

議員が公的取引を通じて汚職を行っていると非難して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.24」８月２３日付記

事参照）。 

 

本件に関連して９月８日にサアブ検事総長がマドゥロ

大統領とカベジョ制憲議員の汚職調査を行わないこと

を発表した。 

 

「マドゥロ大統領、カベジョ議員の汚職調査は行わない。

調査をしても関係する企業が嘘をつく。検察庁は社会秩

序を乱すために仕事はしない。」 

とコメントした。 

 

 

２０１７年９月１０日（日曜） 

 

政 治                   

 「野党 プレ選挙の中間結果を報告」 

 「法王 ベネズエラの平穏を求める」 

 「大統領 イスラム協力機構首脳会合に参加」 

 「大統領 イラン、トルコ首相らと会談」 

経 済                   

 「経済政策への意見 経済専門家」 

 「経済政策への意見 野党、企業家」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
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「欧州連合 ベネズエラ政権への制裁を検討」             

 

フリオ・ボルヘス国会議長がフランス、スペイン、ドイ

ツ、英国を訪問し、各国代表、議会らと会談した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.29」「ベネズエラ・トゥデイ

No.30」参照）。 

 

ボルヘス議長が全工程を終えた翌日の９月８日にフェ

デリカ・モゲリーニ欧州連合外務・安全保障政策上級代

表は 

 

「EU２８カ国で近日中にベネズエラ政府への制裁を議

論する。欧州連合はベネズエラ政府に適用する制裁オプ

ション案を検討している。」と発表した。 

 

一方で「現時点で欧州連合としての原則は、政治・外交

活動をベネズエラで継続することだ」と補足した。 

 

経 済                        

「副大統領 米ドル建ての契約締結を停止        

      ～米ドル建ての DICOM を停止～」       

 

９月７日にマドゥロ大統領から発表された経済政策を

受けて、アイサミ副大統領は外貨システムについて説明

した。 

 

「現時点からベネズエラ政府と契約を締結する企業は

人民元、ルーブル、ルピー、ユーロなどで構成される「通

貨バスケット」に移行しなければならない。ベネズエラ

政府が締結する全ての契約は米ドル以外の通貨でなけ

ればならない。 

 

既に中国からは人民元建てで原油の輸入を開始すると

言われている。ベネズエラは人民元建てで原油を輸出す

る世界初の国になるための準備をしている。」 

と発言した。 

 

加えて、DICOM での外貨競売について、 

 

「今後は DICOM を通じてドルの供給は行わない。

DICOM 競売に参加する個人、法人は米ドル以外の外貨

口座が必要になる。国営銀行の金融システムでは人民元、

ルーブル、その他通貨へのアクセスが可能だ。 

 

全ての銀行は顧客用に人民元あるいはルーブル建ての

口座開設が出来るようにしなければならない。 

また、ベネズエラと商業関係がある全ての外国企業は米

ドル以外の通貨で取引しなければいけない。我々は米ド

ルの楔（くさび）を壊さなければいけない。」 

と発表した。 

 

８月２５日にベネズエラ政府は米国から金融制裁措置

を取られている（「ベネズエラ・トゥデイ No.25」８月

２５日記事参照）。アイサミ副大統領は米国による金融

制裁の影響についてもいくつか言及した。 

 

「ベネズエラは原油を輸出するためルイジアナ州の

VPF 社に４隻の石油タンカーを送った。VPF 社は銀行

に信用状の発行を申請したが拒否された。最終的に信用

状を発行してくれる米国銀行は一行もなかった。 

他にもスポーツ特待生として留学している学生にも奨

学金を支払えない。 

我々は米国政府に金融ブロックを受けている。米国政府

は人権のために制裁を科すと言っているが、制裁により

ベネズエラの人権を侵害している。」と米国を非難した。 

 

（写真）副大統領府 “アイサミ副大統領” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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「原油価格１バレル４６．１４ドルに上昇」        

 

９月４日～９月８日のベネズエラ産原油の平均価格は

４６．１４ドル／バレルで前週よりも１．５５ドル上が

った。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．９１ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．７６ドル高

く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．７４ド

ル低い。 

 

 

 

「国会議員 医薬品の通関差し止めに苦情」              

 

ホセ・グレゴリオ・コレア議員は政府が人道危機に対峙

しているとの主張を否定した。 

 

「ベネズエラの経済危機を受けてブラジル、パラグアイ、

ウルグアイ、アルゼンチンから医薬品を積んだ９００コ

ンテナが到着した。 

 

しかし、ベネズエラ政府は同国に人道危機は存在しない

という姿勢を崩していないので、通関を許可していない。

極めて深刻な状況だ。ベネズエラ政府は市民の生活を脅

かしている。」 

と政府の姿勢を非難した。 

 

「制憲議員 価格統制法案について説明」        

 

与党（ベネズエラ共産党）に所属するヘスス・ファリア

ス制憲議員はマドゥロ大統領が発表した価格統制につ

いて肯定し、補足説明を行った。 

 

「これまでのような価格統制は国内の生産性を奪うも

のだった。価格の固定は遅かれ早かれ更にひどい影響を

及ぼす。生産コストよりも安い価格で販売させることは

出来ない。利益が出ないことを分かっていれば誰も生産

しない。 

 

一方で、今回のプラン５０は価格を固定することが目的

ではない。実際にかかったコストを確認することを目的

にしている。 

 

大統領が発表した政策の方向性は正しい。ベネズエラの

基本的な２つの問題解決を目的としている。１つ目は

我々を疲弊させる急激な投機行為の解決を目的にして

いる。２つ目は国内生産の振興を目的としている。これ

らの方針により国内の物不足を抑え、国を安定させるこ

とが出来る。」と今回の価格統制法案について説明した。 

 

 

（写真）ヘスス・ファリアス制憲議員ツイッター 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年８月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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２０１７年９月９日（土曜）             

政 治                       

「大統領、石油相 カザフスタンで経済対話」        

 

１７年９月１０日早朝 マドゥロ大統領はカザフスタ

ンに到着した。OPEC 加盟国・非加盟国との会合を予定

している。同会合にはシリア・フローレス制憲議員、ア

レアサ外相、制憲議会の国際委員会代表であるアダン・

チャベス氏（故チャベス元大統領の兄）らも同行した。 

 

「カザフスタン訪問の目的は OPEC 加盟国・非加盟国

と原油について話し合うためだ。２０１６年１１月に合

意され、２０１７年から日量１２０万バレルを目標とす

る減産が始まった。この協定の有効期限は２０１８年３

月までだ。我々は精力的に OPEC 非加盟国とも議論を

進めている。また同国で行われている国際博覧会にも出

席する。」と語った。 

 

エルネスト・ビジェガス情報通信相は 

「マドゥロ大統領はカザフスタンに向かう前にアルジ

ェリアでサード・ボウハダ国会議長と会談した。カザフ

スタンでイスラム協力機構の科学技術首脳会合に参加

する。ベネズエラは非同盟諸国連合の代表を務めている」

と報じた。 

 

「国会第一副議長 バチェレ大統領と会談」           

 

９月９日 フレディ・ゲバラ国会第一副議長はチリのバ

チェリ大統領と面談した。レオポルド・ロペス大衆意志

党党首の母、アントニエタ・メンドーサ氏も同行した。 

 

ゲバラ国会第一副大統領はツイッターで 

「バチェレ大統領と会い、リマ宣言を再確認した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.17」８月８日記事参照）。また

ベネズエラは民主主義秩序が失われており、制憲議会を

認めず、国会を尊重するよう求める姿勢を確認した。」 

 

 

（写真）ゲバラ氏ツイッターより抜粋 

 

「米州機構事務局長 追加制裁を要請」              

 

米州機構のルイス・アルマグロ事務局長は、チリの現地

紙「メルクリオ」のインタビューに対して、 

 

「メルコスールはベネズエラの加盟権を無期限ではく

奪した。また、ペルーの会合では１２カ国がベネズエラ

政府に制裁を科すことに賛成している。多くの国がベネ

ズエラ政府に対する非難の声をあげている。 

 

民主主義を取り戻すために、今こそベネズエラに対して

より強力な追加制裁を科すべきだ。 

より強力な制裁メカニズムを科すことでベネズエラ政

府を交渉に追い込むことが可能だ。」と答えた。 

 

経 済                       

「石油相 世耕経済産業相と会談」            

 

デル・ピノ石油相はカザフスタンで日本の世耕経済産業

相と会談し、世耕経済産業相はベネズエラへの投資プロ

ジェクトに関心を示した、と報じられた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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デル・ピノ石油相は国営報道局 VTV の取材に対して、 

「我々は日本の投資の可能性について重要な意見交換

をした。マドゥロ大統領は制憲議会に対して新しい外国

投資法の枠組みを提案している。我々は日本がベネズエ

ラに更なる投資をする良い機会だと考えている。」 

とコメントした。 

 

なお、世耕大臣が９月８日の時点でロシア連邦にいたこ

とは確認できたが、９日にカザフスタンに出張したかど

うかはまだプレスリリースで確認できていない。 

 

一方でデル・ピノ石油相は自身のツイッターに 

「西銘 恒三郎（にしめ こうさぶろう）経済産業副大

臣と戦略的な会談を行った。」と投稿しており、世耕大

臣と面談をしたという投稿はない。恐らく記者の間違い

ではないか。 

 

 

（写真）デル・ピノ石油相と西銘経済産業副大臣 

 

「ベネズエラ債務再編の動き」            

 

ロシアのアントン・シルアノフ財務相が、 

「ベネズエラ政府から債務再編の申し入れを受けてい

る。本件について、パリクラブ枠組みも含めて二国間で

連絡を取っているところだ。私はベネズエラ、ロシア双

方にとって満足のいく決定ができると信じている。 

 

２０１６年９月時点でベネズエラはロシアに２８．４億

ドルの債務を負っている。」と発表した。 

 

その後、ロシア財務省は３０億ドル超の債権をもってい

る、と情報をアップデートしている。また、１７年中に

新たな支払いスケジュールを合意できるよう交渉して

いると補足した。 

 

他、マドゥロ大統領は投資家との会合を呼びかけており、

近日中に投資家と話し合いがもたれる予定。 

 

マドゥロ大統領は支払いを履行する意思があるとの姿

勢を崩していないが、制裁により米国銀行が政府からの

代金受け取りを拒否していると発言した。 

 

「大統領 米ドル通貨以外で原油を販売」        

 

９月８日 マドゥロ大統領は 

 

「米国の帝国主義経済から独立することは可能だ。 

我々は米ドルから脱却するために新たな対外政策通貨

を始める。原油、天然ガス、金、その他すべての商品は

人民元、日本円、ルーブル、ルピー、その他通貨で販売

する。金の延べ棒とその他メカニズムを通じて国際取引

を行う。 

米国と野党は米ドルを使用して我々に圧力をかけてく

る。国際法に違反している。」と言及した。 

 

新しい経済政策は早ければ今週から始めると発言して

いるが、同政策の施行は容易ではなく実際はもう少し時

間がかかると思われる。 

 

一方で DICOM は新制度が始まるまでは停止する可能

性がある。 

DICOM が行われないということはドル売りボリバル

買いの取引もできない懸念がある。 
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「レアメタル・コルタンの生産を開始」         

 

合弁会社の Parguaza 社（政府５５％、Venezolana Faoz

社４５％）は１トンのコルタンの生産に成功した。 

コルタンはレアメタルの一種で携帯電話など家電製品

のコンデンサーに使用される。 

 

Parguaza 社のセサル・サンギネテ社長は AVN の取材に

対して、 

 

「コルタンはボリバル州の Los Pijiguaos 地区で産出し

た。このベネズエラにとって歴史的な商品を販売するた

めの法的手続きをすすめている。ベネズエラで合法にコ

ルタンを販売するためにはベネズエラ中央銀行の許可

が必要だ。 

 

この鉱物はコルンブ石とタンタル石で構成されており

商業販売するためには外国で精製する必要がある。ラテ

ンアメリカ地域には精製するための施設が存在しない。 

外国から多くのオファーを受けている。 

 

品質によってコルタンは１キロ当たり４０～１３０ド

ルで取引される。石油以外の外貨獲得源として重要な役

割を果たせる。我々は月産５０トンを目指している。」

と答えた。 

 

これまで Los Pijiguaos 地区ではコルタンが違法に採掘

されていたが、産業の多様化を進めるオリノコ鉱物計画

が始まったことにより政府により初めてコルタンが採

掘された。 

 

環境にも配慮して採掘を進めておりマドゥロ大統領が

指示する環境基準に従っている。」と答えた。 

 

 

 

 

Parguaza 社は２０１６年８月に政府と設立の署名を結

び、同年１１月に設立した。コルタンの生産については

Parguaza 社以外に Oro Azul 社も存在する。 

 

「PDVSA 石油商工会と生産拡大計画を締結」        

 

来週、PDVSA はベネズエラ石油商工会（CVP）と原油

生産拡大のためのパイロットプロジェクトを始めるた

めの覚書を締結する予定だ。 

 

ネルソン・マルティネス PDVSA 総裁は 

「新たな支払いのメカニズムを設定した。CVP との共

同プロジェクトにより増産できる。先週金曜日に合意し

た。」と発言した。 

 

CVP は国内の石油関連会社の組合。 

同団体のアレックス・メディナ代表は同団体の会報誌で、 

 

「我々は６００社の関連団体を組織しており、PDVSA

とともに働くことを希望している。石油セクターに熟達

した人材がおり、１００％ベネズエラ資本の会社は

PDVSA とともに歩んでいく覚悟がある。 

先週金曜に行われた会合では生産拡大のための新たな

仕組みで合意した。同様に違法な金融制裁に対処する方

法も議論した。」とコメントしている。 

 

（出所）PDVSA ツイッターより抜粋 CVP との会合 
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２０１７年９月１０日（日曜）             

政 治                       

「野党 プレ選挙の中間結果を報告」             

 

９月１０日 野党が州知事選のプレ選挙を実施した。こ

の選挙は１０月に行われる州知事選の野党統一候補を

決めるための選挙。 

 

全国２３州のうち、４州の統一候補は話し合いで決まっ

たため、残りの１９州で選挙が行われた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.29」９月５日付記事参照）。 

 

選挙当日は特に目立った政治的な衝突は無く全行程を

平穏のうちに終えた。 

 

ベネズエラ時間で９月１１日（月曜）AM１時頃に８

５％の開票時点でのプレ選挙の速報が発表された。 

 

すでに統一候補が確定しているのは１７州（選挙をして

いない４州含む）。残り６州はまだ結果が出ていない。 

 

まだ全体の結果が出ていないのでプレ選挙の結果を言

及するのは早いが、今の時点では行動民主党（AD）に

所属する政治家が多く選ばれている。一方で PJ と VP

があまり選ばれていない。 

 

なお、プレ選挙に出馬していた政治家の数は PJ が１６

人、AD が１２人、VP も１２名。UNT が８名、AP が

７名。 

MPV が３名、Convergencia が１名、La Causa R が１

名、Copei が３名だった。 

 

残りの６州の結果は１１日（月曜）には発表される予定

で明日の結果を待って総評をした方がよさそうだ。 

 

 

 

 

 

「法王 ベネズエラの平穏を求める」           

 

９月１０日 フランシスコ法王はコロンビアの滞在工

程を終える前に、ベネズエラについて言及した。 

 

その中で、政治的な暴力を拒否した。また、ベネズエラ

の貧困層の生活悪化に対して解決策を求めた。 

 

州 統一候補 所属政党

1 アプレ州 José Montilla AD

2 カラボボ州 Alejandro Feo La Cruz VP

3 コヘーデス州 Alberto Galíndez VP

4 デルタアマクロ州 Larissa González AD

5 ファルコン州 Eliézer Sirit AD

6 グアリコ州 Pedro Loretp AD

7 ララ州 Henry Falcón AP

8 メリダ州 Ramón Guevara AD

9 ミランダ州 Carlos Ocariz PJ

10 モナガス州 Guillermo Call Copei

11 ヌエバエスパルタ州 Alfredo Díaz AD

12 ポルトゥゲサ州 Beatriz Martínez PJ

13 スクレ州 Robert Alcalá AD

14 タチラ州 Laidy Gómez AD

15 トゥルヒージョ州 Andrés González AD

16 バルガス州 José Manuel Olivares PJ

17 アンソアテギ州 Antonio Barreto AD

18 ボリバル州 未定

19 アマゾナス州 未定

20 バリナス州 未定

21 ヤラクイ州 未定

22 スリア州 未定

23 アラグア州 未定

３州

１０州

２州

１州

１州

６州

（出所）野党MUD発表内容より作成

第一正義党（PJ）

行動民主党（AD）

大衆意志党（VP）

発展進歩党（AP）

キリスト教社会党(Copei)

未定

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
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「この場を借りて、ラテンアメリカ各国に対して言葉を

かけたい。特に隣国のベネズエラ。人権を擁護する代表

組織として、政治的な暴力を拒絶する。そして、ベネズ

エラの全国民が置かれている深刻な危機に対して解決

を求める。特に貧困、社会的に恵まれない人々の生活を

守るよう求める。」 

と発言した。 

 

この発言は、野党の主張と与党の主張の中間に立ったよ

うな発言と言える。 

 

野党としては、政府から政治的な迫害を受けておりこれ

により経済危機が深刻化しているとの認識をしている。 

 

一方で、政府側としては野党が反政府活動や各国へ制裁

を求めるなど政治的な嫌がらせにより、国民の生活が悪

化していると認識している。 

 

野党にとっても与党にとっても自分たちの見解をサポ

ートしていると理解できるような発言だろう。 

 

「大統領 イスラム協力機構首脳会合に参加」        

 

マドゥロ大統領はイスラム協力機構の首脳会合に参加

した。 

マドゥロ大統領は同会合に非同盟諸国連合（MNOAL）

の代表として出席しており、代表として科学技術を平和

と正義のために使用することを約束した。 

 

また、パレスチナ領土の占領についても言及し平和と正

義の必要性を説いた。 

 

「ベネズエラは革命の支持者として、世界から争いをな

くすために文化的な対話が必要だと深く信じている。」 

と発言した。 

 

 

 

（写真）大統領府 “イスラム協力機構首脳会合” 

 

「大統領 イラン、トルコ首相らと会談」         

 

９月１０日 マドゥロ大統領はカザフスタンのヌルス

ルタン・ナザルバエフ大統領、トルコのエルドアン大統

領、イランのロウハニ大統領と会談した。 

 

どの記事も３首脳とのバイ会談の存在は報じているが、

具体的な内容については掲載されていない。 

 

ただし、エルドアン大統領との会談でマドゥロ大統領が

以下のような言及をしていることが報じられている。 

 

「戦争やテロのない世界を作るために戦う時が来た。 

非同盟諸国連合とイスラム協力機構が結びつくことで

正義と平和をもたらすことが出来る。 

国連憲章および国際法に違反する一方的な制裁の活動

を拒絶する。」 

 

また、ロウハニ大統領との会談では石油減産について意

見交換をしたと報じられている。 
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経 済                       

「経済政策への意見 経済専門家」          

 

マドゥロ大統領が発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.30」９月７日記事参照）。この経済政策について経済

専門家のコメントを紹介する。 

 

 

（経済専門家ハイメ・ケハーダ氏） 

 

「通貨バスケットにある外国通貨とボリバル通貨を交

換できる。ユーロでも円でもその他通貨でも可能だ。 

米州開発銀行（BID）はこのシステムを使用している。

BID は異なる通貨を受け取る。 

 

今回の経済政策はアジアとの経済関係を深めるための

ものだと考えている。特に中国だろう。 

 

しかし新しい決済システムを構築するのは容易ではな

い。金融機関は決済のプラットフォームを構築しなけれ

ばならない。また決済にかかる時間は今まで以上にかか

る。ボリバルから人民元両替する過程では一度、米ドル

を介さなければならない。 

 

 

（経済専門家セサル・アリスティムニョ氏） 

 

「米国に輸出していた日量８０万バレルの原油はどう

するのか？中国やロシアに送っても借入の返済に充て

られるだけだ（筆者はそのようなシステムにはなってい

ないと認識している）。 

 

今年、原油収入として入ってきた１００億ドルの現金は

米国からである。ベネズエラに唯一キャッシュを送って

くれる国だ。また商取引についても人民元を受け取る場

合は供給者が為替リスクを負う必要がある。」 

 

「その政策は実効性に乏しく、複雑で前例もない。また

全ての通貨は米ドルとリンクしている。米ドルから離れ

ることは出来ない。 

 

政府はルーブル建て、人民元建てで債券を発行すること

は可能だ。ただ、何かを外国から購入するためには米ド

ルに換える必要がある。 

 

ベネズエラの主要な貿易相手国は米国だ。ガソリン燃料

も米国から輸入している。彼らに人民元で支払うと申し

出るのか。あるいは中国とロシアの企業としか取引でき

ないようにするのか。」 

と政策の実効性を疑問視した。 

 

 

（経済専門家アスドゥルバル・オリベロ氏） 

 

１月、人民元は世界の取引額の１．６８％しか占められ

ていなかった。よって取引できる余地が極めて少ない。

ドル建て、ユーロ建ての契約が７３．５９％。政府は外

貨が枯渇していることを隠している。 

 

DICOM を通じて人民元を受け取っても為替手数料が

かかり無駄が多い。 

 

 

（制憲議員で経済専門家ウラジミール・ラブラドール氏） 

 

人民元は世界で最も強い通貨だ。また、人民元は国際通

貨基金（IMF）の特別引出権（SDR）の構成通貨として

も認められた。また中国の貿易額は世界一だ。 

 

なお、特別引出権は米ドル、ユーロ、日本円、人民元な

どで構成されているが、ルーブル、ルピーは含まれてい

ない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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「経済政策への意見 野党、企業家」         

 

９月７日に発表した大統領の経済対策について、野党お

よび全国商業組合（Consecomercio）が非難している。 

 

全国商業組合のマリア・ウスカテギ代表は５０種類の

財・サービスの価格を生み出しても、最低賃金を改定し

てもベネズエラの危機は解決しないと発言した。 

 

「多くの経済専門家が物価高の理由を説明している。し

かし、マドゥロ大統領が発表した経済政策は問題をさら

に深刻にしているだけだ。 

 

今回の政策を受けて５０種類の財・サービスを生産する

業者は誰一人として生産をしたいとは思わない。損をす

るために生産する者はいない。」とコメントした。 

 

また、ホセ・ゲラ国会財務委員会代表は、 

 

「政府が実施しようとしていることは経済統制の強化

だ。すでに犯した過ちを再び繰り返している。 

政府の行っていることは間違っていると思う。経済モデ

ルを変えなければならない。」とコメントした。 

 

カプリレス・ミランダ州知事はツイッターで 

 

「前回の最低賃金改定分の予算は多くの州や市で支払

われていない。彼らは物価を抑制するための努力を何も

していない。マドゥロが通った後が破壊される。マドゥ

ロはハリケーンだ。」と新政策を非難した。 

 

以上 


