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ベネズエラ経済（2017 年 6月） 

 

１ 経済概要 

（１） 政府の各種政策・統計 

●国会財務・経済開発委員会は，２０１７年５月のインフレ率を，１８.２６％,１月～５月

までの累積インフレ率を，１２７.８％と発表。 

●マドゥーロ大統領，７月１日より，最低賃金を月額６５,０２１ボリバルから９７,５３１

に５０％引上げ，セスタ・チケットは，１５租税単位（１租税単位３００ボリバル）から１７

租税単位に変更し，１３５,０００ボリバルから１５３,０００に引上げると発表。 

 

（２）政府予算・財政 

●経済シンクタンク Torino Capital社は，５月の中央政府の歳出は，前年同期比２２.５％

減少し，４月の同３９.３％減と比べ減少幅が狭まったと発表。 

 

（３）石油・天然ガス産業 

●ベネズエラ・中国ハイレベル合同委員会は，中国広東省に建設中の日量４０万バレル精製

可能な南海精油所の操業を担う合弁会社の設立に署名。 

 

（４）自動車産業 

●ベネズエラ自動車会議所(CAVENEZ)は，加盟全７社の６月の自動車生産台数は，１０２台，

販売台数は，２７８台と発表。 

 

２ 経済の主な動き 

（１） 政府等の各種政策・統計 

ア 経済指標・政策（予測） 

●経済シンクタンク Torino Capital社は，４月のインフレ率を１８.５％，過去１２ヵ月累

積では，５１７％と発表。 

（5日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

●国会財務・経済開発委員会は，２０１７年５月のインフレ率を，１８.２６％,１月～５月

までの累積インフレ率を，１２７.８％と発表。 

（10日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

●IMF, ２０１７年のベネズエラのインフレ率を，１,１３４％，２０１８年を，２,５３０％，

２０１７年の GDPを，マイナス７.４％，２０１８年を，マイナス４.１％と予測するとトリニ
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ダード・トバゴでのフォーラムで発表。 

（17日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

●経済シンクタンク Ecoanalitica 社，２０１７年のインフレ率を，１,０００％に上方修正

する。 

（26日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

●経済シンクタンク Torino Capital 社，２０１７年のインフレ率を，６３９.４％に上方修

正した。 

（28日付ｳﾙﾃｨﾏｽ･ﾉﾃｨｼｱ紙） 

●労働者情報分析センター（CENDAS）は，２０１７年５月の家庭基礎食糧バスケット価格が，

前月比１４,２％増の，Bs.９９０,９１８.９２になり，最低賃金月額 Bs.６５,０２１の１５倍

に相当と発表。CENDASによれば，年末までに，家庭基礎食糧バスケット価格は３１７万ボリバ

ルに致達すると予測。 

（21日～22日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

 

 

 イ 最低賃金の引き上げ 

●マドゥーロ大統領，最低賃金の引上の発表し，7月1日より，最低賃金を月額６５,０２１

ボリバルから９７,５３１に５０％引上げ，セスタ・チケットは，１５租税単位（１租税単位

３００ボリバル）から１７租税単位に変更し，１３５,０００ボリバルから１５３,０００に引

上げ。 

（30日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙) 

 ウ 徴税額 

●租税監督庁（SENIAT）は，５月の徴税額は，目標を７２.３５％上回る２兆１,８４０億ボ
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リバルであったと発表。 

（2日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

 エ その他 

●２８日，中銀は，２７日に，新紙幣５,０００ボリバル札が，２,８５０万枚マイケティア

空港に到着したと発表。 

（29日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

 

（２） 政府予算・財政 

ア 外貨準備高 

●６月３０日の外貨準備高は，１００.３２億米ドルとなった。 

（中央銀行） 

イ 政府支出予測 

●経済シンクタンク Torino Capital 社の中央政府歳出の発表，５月の中央政府の歳出は，

前年同期比２２.５％減少，４月の同３９.３％減と比べ減少幅が回復と発表。 

（10日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙) 

ウ 日本関係 

●野村證券もゴールドマン・サックス同様の条件で，ＰＤＶＳＡ債額面１億米ドルを３,０

００万米ドルで購入。 

（2日付ｴﾙ・ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

●ロイター通信電子版によると，中銀が保有している，２００８年に野村證券が発行したク

レジット・リンク・ノート（仕組債の一種）額面７億１,０００万米ドルの売却を，発行元の

野村證券に持ちかけていると伝えた。 

エ 中銀債の売却話 

●中銀は，２０１６年１２月に発行，２０３６年に償還を迎える額面５０億米ドルの国債を，

８割引で，ゴールドマン・サックス（GS）へ持ちかけるも，GSは，購入を拒否した模様。６日，

国会は，中銀がGSに対して国債売却を持ちかけたことを非難する決議をした。 

（6日～7日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙) 

オ その他 

●ロシア会計検査院は，２０１７年-２０１９年予算編成に，ベネズエラから受領する見込

みであった債務返済額１０億米ドル相当の歳入組入れを取りやめた。カルロス・ファリア駐ロ

シア大使は，債務返済につきロシアと協議中であると述べた。また，国会は，債務返済協議に

つき調査を始めた。 

（8日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙,10日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 
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 ●中銀の支払い遅延により，新紙幣が，十分に市場に供給できない状況が続く。旧紙幣も不

足し始め，銀行窓口，ATMでの引き出しが制限される。 

（9日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

 

（３） 石油・天然ガス産業 

ア ベネズエラ原油価格・原油生産量（実績） 

●６月の原油輸出価格は，１バレル４０.８３米ドル（前月比 4.4%減,OPEC同 45.36 米㌦,WTI

同 45.31 米㌦,BRENT 同 47.68 米㌦）。６月の原油生産量は，日量１９３.８万バレル（前月比

0.7%減）。 

（石油省,OPEC Monthly Oil Market Report Jun 2017 Secondary Sources） 

16年10月
の生産量

減産量
17年１月から
の生産目標

17年4月
の生産量

17年5月
の生産量

17年6月
の生産量

順守率(%)

アルジェリア 1089 -50 1039 1056 1061 1060 56
アンゴラ 1751 -87 1673 1667 1602 1668 171
エクアドル 548 -26 522 526 529 527 73
ガボン 202 -9 193 205 205 197 -33
インドネシア 不参加
イラン 3975 90 3797 3792 3774 3790 -223
イラク 4561 -210 4351 4381 4441 4502 57
クウェート 2838 -131 2707 2705 2709 2709 98
リビア 免除 552 725 852
ナイジェリア 免除 1496 1637 1733
カタール 648 -30 618 613 619 618 97
サウジアラビア 10544 -486 10058 9934 9898 9950 133
UAE 3013 -139 2874 2906 2899 2898 82
ベネズエラ 2067 -95 1972 1967 1951 1938 122
合計 31236 -1173 29804 29752 29688 29857 -69  

OPEC原油減産状況(OPEC secondary sources)(単位：日量 1,000 ﾊﾞﾚﾙ) 

 

 イ 中国 

●ベネズエラ・中国ハイレベル合同委員会は，中国広東省に建設中の日量４０万バレル精製

可能な南海精油所の操業を担う合弁会社の設立に署名した。 

（13日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

 

（４） 自動車産業 

ア 生産・組立／販売台数（実績） 

●ベネズエラ自動車会議所（CAVENEZ）は，加盟全７社の６月の自動車生産台数を，１０２

台（前年同月比 68.43％減），販売台数を，２７８台（前年同月比 12.59%増）と発表。 
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イ GMベネズエラ社の差し押さえ 

●最高裁，GMベネズエラ社が生産を停止したことに対して，判決と生産停止は直接の関係が

ないとしてGM社を非難。最高裁は，差し押さえは，工場の生産停止をせずに実施されなければ

ならないと主張。 

（10日付UN） 

ウ タイヤ 

●ピレリ社，原材料不足により，ベネズエラでのタイヤ生産を，１６日から無期限休止する

と発表 

（5日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

 

（５） その他産業 

ア 鉱業 

●サンギーノ中銀総裁，カノ鉱業開発・エコロジー副大臣は，オリファント南アフリカ鉱物

資源副大臣と，両国の合弁会社の設立，戦略的同盟，宝石学者の育成を約束する合意書に署名

した。 

（3日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ及びｳﾙﾃｨﾏｽ・ﾉﾃｨｼｱｽ紙） 

●米コロンビア特別区裁判所は，投資紛争解決国際センターにより，２００８年に，カナダ

鉱山企業 Crystallex 社所有の鉱山を接収された賠償金として，ベネズエラ政府に対し，１２

億米ドル支払いを命じていた件につき，Crystallex社の訴えを認めた。これにより，Crystallex

社は，米国内のベネズエラ政府資産の差し押さえが可能になる。 

（13日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

  ●中国中鉄は，酸化アルミニウム生産ラインの拡張，機材サービスの譲渡，荷積み下ろし埠

頭整備の協力を行うために，基礎・政略・社会主義産業省とベネズエラ中国中鉄が，ボーキサ

イト採掘で合意書に署名した。 

（16日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

  ●カノ鉱業開発・エコロジー副大臣は，カナダ Gold Reserve 社とシエンブラ・ミネラ社の

合弁会社にベネズエラ政府が５５％出資し，3 千人の直接雇用と 9 千人の間接雇用を生み出す

と発表した。操業 1年目で，１５０万オンスの金の採掘を目指し，Gold Reserve社は，今後２

年間で２０億米ドル投資する。 

（20日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

イ 石炭 

●北アイルランド向けに４万５千トンの石炭を輸出した。本年１０月まで，毎月同量の石炭

を輸出し，１１月以降は毎月１３０トンを輸出する見込み。 
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（7日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

ウ 鉄鋼 

●Ferrominera del Orinoco 社は，鉄製線材をアジア市場向けに，１億 3,200 万米ドル相当

輸出した。本年７月には，生産能力を倍増し，年末までに，累計４億米ドルの輸出を見込む。 

（9日付ｴﾙ･ｳﾆﾍﾞﾙｻﾙ紙） 

エ 航空 

●米 United航空は，２０１７年７月１日から，ヒューストン-カラカス便の運航停止を発表。 

（4日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

 ウ その他 

●米 DHL，6 月 16 日から，ボゴタ-カラカス間の航空機の運航停止により，サービス提共を

休止した。 

（20日付ｴﾙ・ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

●家庭用品製造のColgate Palmolive社，原材料不足により粉末洗剤，食器洗い洗剤の生産

を一時中止する。 

（4日付ｴﾙ･ﾅｼｵﾅﾙ紙） 

 

（６） 外貨発給状況 

●２０１７年６月最後のDicom取引レート：Ｂｓ．２，６４０/ＵＳ＄。６月の発給総額は，

９,８８５万米ドル。 

（了） 


