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（写真）ルイス・フロリダ氏ツイッター “ルイス・フロリダ議員 国会外交委員長の職を解任される” 

 

２０１８年６月８日（金曜） 

 

政 治                    

 「アイサミ副大統領 為替取り締りの進捗報告 

～２１６名逮捕、５０億ボリバルを凍結～」 

「グアニパ PJ 秘書長と妻 資金調査を受ける」 

 「外国のベネズエラ人を支援する組織結成」 

経 済                    

 「Italcambio など両替商３社に送金受領許可」 

 「SUDEBAN ドル決済機の使用に制裁」 

 「政府 デフォルト回避のため CAF に融資求める」 

「第１７回目 DICOM １ドル８万ボリバル」 

２０１８年６月９日（土曜） 

 

政 治                   

 「ロペス氏妻 夫の解放は現在のところ噂」 

経 済                   

 「Chevron ブラジル社長がベネズエラ代表に」 

 「ケロッグ メルカルの副代表が運営を担当」 

 「地域通貨スクレの改正を提案」 

「原油価格１バレル６５．１６ドル」 

社 会                   

 「Credicard 役員５名を解放 

他方、１８年に入り軍人を９２名超逮捕か」 
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２０１８年６月８日（金曜）             

政 治                       

「アイサミ副大統領 為替取り締りの進捗報告     

  ～２１６名逮捕、５０億ボリバルを凍結～」       

 

６月８日 タレク・エル・アイサミ副大統領は記者会見

を開き、為替取り締りオペレーションの進捗状況につい

て報告。 

 

不正取引との関与が疑わしい複数の金融機関に預けら

れている５０億ボリバルを凍結。現金紙幣１２０億ボリ

バルを差し押さえ、２１６人を逮捕したと発表した。 

 

「現時点で犯罪に直接関与した２１６名を逮捕した。 

この不正取引はコロンビア政府が関与しており、ファ

ン・マニュエル・サントス大統領のサポートを受けてい

る。 

 

為替の不正取引を行うマフィアグループはコロンビア

国境の町ククタを拠点としており、ベネズエラ経済を

崩壊させようとしている。これはコロンビアが起こし

ている経済戦争の一部だ。 

 

また、現金紙幣１２０億ボリバルを差し押さえた。こ

の現金紙幣はコロンビアに流れ、本来の額面価格より

も３倍の値段で取引されている。 

我々は現金の不正取引で３００億ボリバル以上の紙幣

がコロンビアに流れたと認識している。 

 

他、不正取引を行った５０億ボリバルの口座資金を凍

結させた。口座の数は約２，２００口座でうち２，０

００口座はバネスコの口座だ。」 

と説明した。 

 

「グアニパ PJ 秘書長と妻 資金調査を受ける」          

 

会計監査長は第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ秘書

長（スリア州選出の国会議員）とその妻レリー・ロンド

ン氏の資産調査を行うと発表した。 

 

調査の対象期間は１３年～１７年。収入と保有資産を調

査する。 

 

この調査自体は１８年１月３１日から始まっていたよ

うだが、政府はメディアに対してグアニパ氏の調査を発

表した。 

 

グアニパ PJ 秘書長は本件について政府による野党政治

家の迫害行為だと非難した。 

「政府は PJ を迫害する意志を固めている。政治的な迫

害は現在進行中だ。政府は私が政治キャリアを歩み始め

てから私有車を奪い、家族の会社を閉鎖させた。 

資産報告書や所得税申告書は持っている。悪いことはし

ていない。」と答えた。 

２０１８年６月１０日（日曜） 

 

政 治                    

 「フロリダ外交委員長（VP 所属）解任される」 

「墨大統領候補 ベネ問題のコメント控える」 

経 済                    

 「PDVSA 鉱井２３，０００の稼働再開計画」 

「与党経済専門家 大統領に経済政策を提案」 

社 会                    

 「アルタミラ広場で政治犯解放を訴えデモ行動」 
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グアニパ PJ 秘書長は、スリア州知事選に出馬し、当選

したものの制憲議会への宣誓を拒み知事に就任出来な

かったフアン・パブロ・グアニパ氏の弟。 

 

父親はスリア州の有名な企業家および政治家（キリスト

教社会党（Copei）所属）。トマス・グアニパ氏も父と同

じ Copei から政治キャリアを始めている。 

 

今年に入り、与党政治家マリオ・シルバ氏の元ボディー

ガードがグアニパ PJ 秘書長の暗殺指令を受けたと告発

している。 

 

この告発の真偽は不明だが、政府がグアニパ氏を政治的

に抹消しようとしていることは間違いないだろう。 

 

 

（写真）第一正義党（PJ）トマス・グアニパ秘書長 

 

「外国のベネズエラ人を支援する組織結成」                 

 

６月８日 国会の外交委員長を務めるルイス・フロリダ

議員は「国会は外国にいるベネズエラ人の訴えに対応す

るためのグループを組織する」と発表した。 

 

「このプロジェクトは国会外交委員会の１８年の重要

戦略に位置づけており、外国に住む国民を支援すること

を目的としている。 

国ごとにベネズエラ人から訴えを受ける担当を任命し、

移住にかかる障害に外交委員会として対応する。 

この役割を追う人物はボランティアで対応し、無給の役

職とする。」と説明した。 

 

この発表を機にフロリダ議員への非難が表面化してい

る。 

 

急進野党（というよりゲリラに近い）「Resistencia」とい

うグループはフロリダ議員が任命したコスタリカの担

当が与党系ということでフロリダ議員をチャビスタだ

と非難している。 

 

 

（写真）「Resistencia」ツイッター 

 

ただ、急進野党に限らず同氏を非難する声が増えている。

レオポルド・ロペス党首の父もフロリダ議員に対して

「彼には外交委員長を務める資質がないので、大衆意志

党を抜けるように」と非難している。 

 

他、フロリダ議員は米国、欧州連合がベネズエラ支援と

して拠出する資金を自分のために使用しているとの非

難が出ている。ツイッターでは「彼らは米国から１，６

００万ドル、欧州連合から３，１００万ドルの資金を得

て何もしていない。MUD やフロリダ議員はベネズエラ

国民を誰一人助けていない。ボルヘス元国会議長はコロ

ンビアで高級アパートに暮らしている。誰がその資金を

払っているのか」と非難する声明が公開されている。 

 

非難の矛先は、フロリダ議員に限らずボルヘス元議長、

MUD など全体に派生している。 
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経 済                         

「Italcambio など両替商３社に送金受領許可」          

 

６月８日 アイサミ副大統領は両替商 ITALCAMBIO、

ZOOM、INSULAR が外国からの送金を両替することを

許可したと発表した。 

 

「我々は民間セクター ITALCAMBIO、 ZOOM、

INSULAR の３社に対して国外送金の受付を行うこと

を許可した。３社は全国に１２４店舗を持っている。透

明性の高い送金取引が可能だ。」 

と説明した。 

 

また、送金取引には Western Union 社と MoneyGram

社も関与すると補足した。具体的にこの２社がどのよう

に送金取引に関与するのかは分かっていない。 

 

「SUDEBAN ドル決済機の使用に制裁」        

 

６月８日 銀行監督局（SUDEBAN）のアントニオ・モ

ラレス長官は、公的・民間金融機関およびベネズエラ中

央銀行の代表らと会合。 

ドルで決済が出来る決済端末を使用した会社に制裁を

科すと発表した。 

 

インフレの加速により紙幣での支払いに支障が出始め

ており、カード決済端末の使用が増えている。道路でス

ナック菓子などの商品を売っている露天商もカード決

済端末を使用することが増えているようだ。 

 

彼らはカード決済端末をレンタルで貸し出してくれる

ところからレンタルして使用しているようだ。 

 

ただ、ボリバルで受け取っている限り価値の目減りは避

けられない。資産価値の保護のためドル建ての支払いを

受け付ける店舗も増えている。 

 

現地紙「エル・ウニベルサル」によると、国内に流通し

ているカード決済端末は４２万２，５５５個。１８年１

月から現在までに７４２個増えたようだ。 

 

「政府 デフォルト回避のため CAF に融資求める」             

 

アンヘル・アルバラード国会議員は政府がデフォルトを

避けるため、アンデス開発公社（CAF）に対して１．３

億ドル超の融資をもとめていると訴えた。 

 

「政府は中央銀行を通じて CAF に融資を要請している。

誰もが中央銀行は政府にコントロールされていること

を知っている。政府は短期的に問題を解決する手段を探

すために躍起になっている。」 

と述べた。 

 

また、現政権への融資はリマグループの原則と反してお

り、融資をするべきではないとの見解を示した。 

 

「CAF は独裁政権に融資をするべきではない。コロン

ビア、ペルーは現政権への融資を承認するべきではな

い。」と訴えた。 

 

「第１７回目 DICOM １ドル８万ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１７回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ９４，１１２ボリバル。 

ドル建てで１ドル８０，０００ボリバル。為替レートは

１５回目、１６回目の DICOM と変わらなかった。 

 

今回落札された外貨の合計は１００万６７７．７２ドル。 

前回の２１９万７，１８５．４４ドルから５４．５％減

少した。 
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法人４６社に対して９８万３１９．３２ドルが割り当て

られ、１１２名の個人に対して２万３５８．４ドルが割

り当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、チーズペーストなどを販

売している「General Alimentos Nisa」。原材料輸入の名

目で２２万ドルが割り当てられた。 

 

また、「Smartmatic」に代わりベネズエラの選挙システ

ムを請け負っている「ExCle」が材料・資材輸入の目的

で１２万９，１２９．６３ドルの割り当てを受けた。 

 

２０１８年６月９日（土曜）             

政 治                       

「ロペス氏妻 夫の解放は現在のところ噂」        

 

１４年２月から刑務所に収容され、１７年７月から自宅

軟禁措置を受けている大衆意志党（VP）レオポルド・ロ

ペス党首が近日中に解放されそうだとの報道が複数の

メディアから流れている。 

 

ロペス VP 党首の妻リリアン・ティントリ氏は、これら

の報道、政治家のコメントについて 

「レオポルド・ロペスは引き続き自宅軟禁を受けている。

彼が解放されるかどうかは全く分からない。」 

と答えた。 

 

非営利団体「Proyecto Libertad（自由プロジェクト）」

は、６月１日、２日に政治対立を緩和する目的で７９名

の囚人が解放されたが、そのうち野党として政治犯と認

識した人物は５９名だったと主張している。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「Chevron ブラジル社長がベネズエラ代表に」            

 

４月に逮捕された Chevron の職員２名が６月５日に解

放された（「ベネズエラ・トゥデイ No.147」６月６日付

の記事参照）。 

 

両名の解放と関係しているのかは定かではないがロイ

ター通信は Chevron ブラジルの代表がベネズエラ会社

の代表になると報じた。 

 

Chevron のブラジル社長は Javier La Rosa 氏。ベネズエ

ラ社長の Chiristopher Whatley 氏に代わりベネズエラ

事業を管轄する。Javier La Rosa 社長は０５～０８年に

かけてベネズエラに駐在経験がある。 

 

現段階ではロイター通信が関係者から聞いた情報のよ

うで Chevron 側が公表した正式な見解は確認できてい

ない。 

 

断定できないが報道を読む限り Javier La Rosa 社長は兼

務ではなく、ブラジルを離れてベネズエラのChevron社

長に専任すると思われる。 

 

「ケロッグ メルカルの副代表が運営を担当」         

 

６月７日付の官報４１，４１４号でミルトン・アレック

ス・トーレス・バルブエナ氏がケロッグの暫定責任者に

任命された。バルブエナ氏は政府系食料スーパー「メル

カル」でオペレーション査察担当次官を務めている。 

 

ケロッグは５月１５日に工場閉鎖を発表。一方でベネ

ズエラ政府は労働者が解雇条件に満足していないとし

て、引き続き従業員に工場を稼働させると宣言した

（「ベネズエラ・トゥデイNo.137」５月１５日付の記

事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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既に従業員による工業稼働が始まっているようだ

（「ベネズエラ・トゥデイNo.138」５月１６日付の記

事参照）。 

 

（写真）ベネズエラ食料省メルカル・ウェブサイト 

 

「地域通貨スクレの改正を提案」            

 

６月 地域統一決済制度（SUCRE）の総会が開催され

た。ネルソン・オルテガ貿易国際投資副大臣は、デジタ

ル通貨の使用などスクレに新しい決済システムを導入

してはどうかと提案した。 

 

SUCRE について知る者は少ないだろう。SUCRE とは

米州ボリバル同盟（ALBA）の加盟国がドルに代わる域

内通貨を使用しようという目的で生み出した仮想通貨。 

 

ベネズエラが０８年１１月に提唱し、始まっている。 

加盟国であるベネズエラ、キューバ、ニカラグア、ドミ

ニカ国、セントビンセント・グラナディン諸島、エクア

ドル、アンティグア・バーブーダ、セントルシア、セン

トクリストファー・ネービス、グレナダで使用可能。 

 

ただし、実際のところ SUCRE はエクアドルとベネズエ

ラでの取引で使用されていたのが実態。多少キューバや

ニカラグア、ボリビアなども使用していた。 

 

なお、SUCRE を使用したエクアドル－ベネズエラ間の

取引のほとんどはツナの缶詰など食料品だった。 

しかも１６年以降は統計も出ておらず SUCRE を使用

した取引はほぼ絶滅状態と言える。 

 

 

（出所）エクアドル中央銀行 

 

「原油価格１バレル６５．１６ドル」        

 

１８年６月４日～８日のベネズエラ産原油の平均価格

は４１６．５４人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６５．１６ドル／バレル。前週の６６．１

８ドルから約１ドル下落した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年６月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0591dc88c6948f6d759008f806bd782.pdf
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社 会                       

「Credicard 役員５名を解放              

  他方、１８年に入り軍人を９２名超逮捕か」          

 

人権団体「フォロ・ペナル」のアルフレッド・ロメロ代

表は、１６年１２月から拘束されていた「Credicard 社」

の役員５名が解放されたと発表した。 

 

同社はカード決済システムを管理する会社。当時、カー

ド決済が出来なくなる、あるいは極めて稼働が遅くなっ

たことがあった。マドゥロ大統領はカード決済の問題に

ついてサボタージュだとしてCredicardの役員５名を逮

捕した。 

 

ロメロ代表によると、この５名は１８年４月６日の時点

で解放命令が出されていたようだが、それから２カ月遅

れで解放されたことになる。 

 

政治犯、バネスコ、シェブロンなど企業関係者が解放さ

れる一方で政府は軍関係者の拘束を増やしている。 

 

ダニエル・セバジョ元サンクリストバル市長の弁護を務

めたレオノル・アコスタ弁護士（「Proyecto Libertad（自

由プロジェクト）」）は１８年に入り９２名の軍人が反逆

容疑で逮捕されたと発言した。 

 

「現役および退役軍人の逮捕について我々は数字を登

録している。我々の持っている資料によると今年に入り

９２名の軍関係者が逮捕され、釈放されたのはたった２

名である。」 

と発表した。 

 

 

 

 

 

 

２０１８年６月１０日（日曜）             

政 治                        

「フロリダ外交委員長（VP 所属）解任される」              

 

野党連合（MUD）の主要政党の一角を成す大衆意志党

（VP）の内部衝突が表に現れた。 

 

６月１０日 大衆意志党（VP）は VP に所属するルイ

ス・フロリダ議員を国会外交委員長の役職から解任し、

フランシスコ・スクレ議員を新たに国会外交委員長に据

えると発表した。 

 

フランシスコ・スクレ議員は、これまで国会のエネルギ

ー・石油委員会の委員を務めていた。 

 

今回の決定はかなり突然だった。 

野党関係筋から入手した情報として現地メディアが報

じている記事によると、今回のフロリダ議員の解任は

VP の幹部で話し合いの末、合意されたものではなく、

フロリダ議員も納得していないようだ。 

 

フロリダ議員は１１日（月曜）１２時から記者会見を開

くとツイッターで投稿している。 

 

問題の発端はフロリダ議員が６月８日に発表した外国

に住むベネズエラ人を支援するための組織結成のよう

だ。 

 

同発表以降、フロリダ議員およびボルヘス前国会議長へ

の風当たりが急激に厳しくなっている（本号「外国のベ

ネズエラ人を支援する組織結成」参照）。 
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「墨大統領候補 ベネズエラ問題のコメント控える」                 

 

メキシコの大統領選が７月１日に実施される。同選挙で

当選した候補は１８年１２月１日から大統領に就任す

ることになる。 

 

現在、優勢なのは左派政党「国家再生運動」を率いるロ

ペス・オブラドール氏。最新の世論調査によるとオブラ

ドール氏の支持率が５２％であるのに対して、対抗候補

のリカルド・アナヤ氏の支持率は２６％と大統領当選が

現実味を帯びている。 

 

ロペス・オブラドール氏は左派政権としてマドゥロ政権

への非難はほとんどしていない。 

 

オブラドール氏はテレビのインタビュー番組に出演。コ

メンテーターが「ベネズエラ政府を独裁政権と認識して

いるか？」との質問に対して、「他国の政策に介入しな

い。」と述べた。 

 

その後もコメンテーターが繰り返し「ベネズエラには人

道問題がある。どう思うか？」など聞いたが、オブラド

ール氏は「昨年の与野党衝突は残念な事件だった」と述

べるだけで、マドゥロ政権に関するコメントを求められ

ると「コメントしない」と話題を避け続けた。 

 

現在のメキシコ政府はリマグループを構成する反マド

ゥロ政権国だが、オブラドール氏が大統領に就任した場

合、同国のスタンスは大きく変化することは間違いなさ

そうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「PDVSA 鉱井２３，０００の稼働再開計画」            

 

PDVSA は産油量拡大のため、稼働を停止している２．

３万の鉱井の再稼働を計画している。 

 

「アーガスメディア」によると、オリノコ流域で産出さ

れる超重質油を希釈するための中質油、軽質油の産油量

増加が特に喫緊の課題のようだ。 

 

軽質油が取れる地域で稼働が停止している鉱井のオペ

レーションを中国、ロシアなどの外国石油会社に任せ、

増産分は債務返済に充てる（PDVSA に渡す割合を定め

るようだが、最大で増産分すべてを外国企業が使用でき

る）計画をしているようだ。 

 

マニュエル・ケベド PDVSA 総裁は６月５日に 

「我々は複数のエリアで生産を拡大できる可能性を見

出した。PDVSA の現場監督はロシア、インドで研修を

受けた優秀な人材だ。現在の産油量を２倍にする。」 

と発表している。 

 

他方、専門家は仮に稼働停止中の鉱井を適切に再開させ

たとしても増やせるのは日量６０万バレルが限界だろ

うとコメントしている。 

 

「与党経済専門家 大統領に経済政策を提案」                 

 

与党系の経済専門家２５名からなるグループは経済問

題を解決させるための提案書をマドゥロ大統領に提出

した。 

 

同グループを構成する専門家には１６年に経済担当副

大統領を務めたルイス・サラス氏も含まれている。 

提案は野党系専門家の主張とは大きく異なるもの。日本

人の一般的な認識とも感覚が異なることが分かる。 
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以下、提案の一部を紹介する。 

 

提案１： ボリバル通貨の価値安定 

 

ボリバル通貨を中央銀行に保管している Gold の価値と

リンクさせることを提案。つまり、金兌換制度にする。 

金の価値とボリバル通貨の価値がリンクすることによ

って、インフレが収まる。同時に原油と価値をリンクさ

せたペトロの使用を拡大する。 

 

提案２： 口座の動きの監視強化 

 

金融管理組織法を改正し、口座の動き、送金の目的など

をより細かく調べられるようにする。 

 

提案３： 為替管理の維持と強化 

 

民間セクターへの外貨割り当てを制限し、政府需要のた

めに使用できる外貨を確保する。これにより、ベネズエ

ラ国民が本当に必要としている物資を供給する。 

 

提案４： 民間部門が輸出で稼いだ外貨 留保枠の減少 

 

１６年９月９日付の官報４０，９８５号で民間セクター

が輸出で稼いだ外貨のうち、８０％は会社で留保できる

が、２０％は中央銀行に売却しなければいけないとある

が、民間セクターがこの決まりを守っていないので見直

しを行う。 

 

提案５： 公的金融機関に集約 

 

金融取引を公的金融機関のみに統合することを勧める。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「アルタミラ広場で政治犯解放を訴え集会」            

 

６月１０日 チャカオ市のアルタミラ広場で政治犯の

解放を求めるための集会が行われた。 

 

集会には収容所に拘束されている子供の親も参加。自身

の息子を解放し、平和を求めた。 

 

写真を見る限りでは、そこまで大きな集会にはならなか

ったようだ。 

 

 

（出所）Caraota Digital 

 

以上 

 

 


