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（写真）Republica “国連 エドゥアルド・ステイン元グアテマラ副大統領をベネズエラ問題担当官に任命” 

 

 

２０１８年９月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「南米５カ国 来週に国連へマドゥロ政権提訴か」 

「国連 ベネズエラ移民難民問題担当官を任命」 

「ウルグアイ アルマグロ事務局長の再選拒否」 

経 済                     

「SUNDDE 大型スーパーを査察」 

「国営製鉄会社 Sidor 稼働率は１．４％」 

「３８回目 DICOM BsS. ６１．１１」 

社 会                     

「PDVSA １，８５０万ドルの汚職で９名逮捕」 

「ベネズエラ人体重 平均１８キロ減少」 

２０１８年９月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「ルイス・フロリダ議員 VP を離党」 

「フランス大使 対話での解決方針を重視」 

経 済                    

「ガソリン販売システム ２４日から全国で開始 

～ガソリン新価格は来週中に発表予定～」 

「１０月１日からペトロを国際決済に使用」 

「マドゥロ大統領 紙幣を出すよう銀行に要求」 

「Heinz 待遇改善を求め労働者が抗議行動」 

社 会                     

「中国医療船 今週金曜に到着予定」 
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２０１８年９月１９日（水曜）             

政 治                       

「南米５カ国 来週に国連へマドゥロ政権提訴か」       

 

８月２１日にペルーのポポリシオ外相が２週間以内に

マドゥロ政権を人権侵害の罪で国連の国際司法裁判所

（CPI）に提訴すると発言していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.179」８月２０日付の記事参照）。 

 

それから１カ月が経過したが、現在のところペルー政府

は CPI にマドゥロ政権を提訴していない。 

 

９月１８日 ペルーのポポリシオ外相は、来週中にアル

ゼンチン、チリ、コロンビア、パラグアイと共同でマド

ゥロ政権を CPI に提訴するための署名にサインすると

発表。カナダもこの署名に加わる可能性があると補足し

た。 

 

ポポリシオ外相によると、南米が他国政府を人道に対す

る罪で提訴するのは歴史上初めてだという。 

 

人権侵害を犯している証拠資料として、米州機構（OAS）

アルマグロ事務局長が組織した人権調査委員によるレ

ポートと国連人権委員会の作成した資料を提出すると

補足した。 

 

「国連 ベネズエラ移民難民問題担当官を任命」         

 

９月１９日 国連の難民高等弁務官事務所（ACNUR）

および国際移民機関（OIM）はベネズエラ移民・難民問

題の担当責任者としてエドゥアルド・ステイン氏を任命

すると発表した。 

 

ステイン氏は０４～０８年のグアテマラ副大統領。１９

９９～２０００年のアルバロ・アルス政権時代に外相を

務めた。 

ANCUR と OIM の共同発表によると、ステイン氏の役

割は「紛争当事者の対話を促進し、人道問題の解決に必

要な合意を目指すこと」としている。 

 

現時点でステイン氏のベネズエラ問題に対する見解は

メディアで報じられていない。 

 

「ウルグアイ アルマグロ事務局長の再選拒否」                  

 

ウルグアイのタバレ・バスケス大統領は「ベネズエラへ

の軍事介入オプションを放棄するべきではない」との発

言を理由に米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長の同

職再選を支持しないと発言した（同発言に関する報道は

「ベネズエラ・トゥデイ No.190」９月１４日付の記事

参照）。 

アルマグロ事務局長はウルグアイ人。ムヒカ政権時代に

外相を務めたこともある人物だが、OAS 事務局長に就

任してからは同国政府とスタンスに相違が見られる。 

 

バスケス大統領はアルマグロ事務局長の軍事介入に関

する発言について「発言は特に驚きに値しない。このテ

ーマについて、アルマグロ事務局長のスタンスは常に一

貫している。このスタンスは明らかに我々「Frente 

Amplio」（ウルグアイの与党政党。ベネズエラの Frente 

Amplio とは別もの）のスタンスとは異なっている。」と

コメントした。 

 

９月５日に行われた国連臨時会合でもウルグアイ政府

は「一部のグループが勝手に OAS の議論を進めている」

との懸念を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.186」

９月５日付の記事参照）。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.191」９月１８日付の

記事「サパテロ元西大統領 再びベネズエラ訪問か」で

サパテロ元西大統領がアルマグロ事務局長を同職から

解任させるためのロビー活動を行っていると紹介した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fedaf2578457e606aeea57148cd629c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c230441c3cbf004e4c91f516a45852b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/285b9bda468ecfed5ef87d519665b087.pdf
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経 済                        

「SUNDDE 大型スーパーを査察」           

 

９月１９日 価格統制庁（SUNDDE）は全国にチェー

ン展開しているスーパーマーケット「Excelsior Gama」、

「Central Madeirense」の複数の店舗に一斉査察を行っ

た。 

 

８月２３日にも SUNDDE はこれらの店舗を査察し、値

下げを強要していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.180」

８月２３日付の記事参照）。 

 

今回の査察を受けて逮捕者も出ている。 

 

現地情報サイト「Diario２００１」によると、Los Palos 

Grandes 地区にある「Excelsior Gama」の管理職が連行

されたようだ。 

 

また、「Central Madeirense」も Bello Campo 地区、チ

ャカイート地区、グアレナス地区、ラ・ウルビーナ地区

の管理職１１名がボイコットの容疑で連行されたよう

だ。 

 

翌２０日にマドゥロ大統領はスーパーマーケットの管

理職３４名を「売り渋り」をした罪で逮捕したと発言し

ている。 

 

「国営製鉄会社 Sidor 稼働率は１．４％」         

 

民間新聞社「Correo del Caroni」によると、国営製鉄会

社「La Siderurgica del Orinoco AlfredoManeiro（Sidor）」

は１８年１月～８月までの８カ月間で５万１２８トン

の液化鉄を生産した。 

 

 

 

 

同実績は前年同期比６６．５％減で、生産能力の１．４％

に過ぎないという。 

 

Sidor の労働組合によると 

「当初、１８年１月～８月までに２９万６，９０５トン

を生産する予定だったが、実際は５万トンくらいしか生

産することが出来なかった。１７％に過ぎない。」 

とコメントした。 

 

８月３０日 SIDOR の社長はノゲラ・ピエトリ社長（ボ

リバル州知事を兼務）に代わりルベン・ジャネス氏（以

前は同社副社長）が社長に就任している。 

 

新社長就任から１８日が経過したが、現在のところ特に

大きな変化は見られないという。 

 

「３８回目 DICOM BsS. ６１．１１」                  

 

中央銀行は第３８回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６１．１１で前回から０．２２

ボリ高になった。 

 

外貨供給額は合計で１９８万７，７９９．８４ドル。 

 

法人５７社に対して９１万６，６９３ドルが割り当てら

れ、２，１６１名に１０７万１，１０６．８４ドルが割

り当てられた。 

 

前回の「ウィークリーレポート No.64」でも紹介したが、

９月に入ってから DICOM を通じた外貨供給量が増加

している。 

 

今回の DICOM は個人向けの外貨供給が多く、一人で

１万ドル超の割り当てをうけている人も数人確認され

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afdf1091b9d190b9f9d2993770b28174.pdf
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法人で割り当て金額が多かった法人は今回査察を受け

た「Excelsior Gama」と「Central Madeirense」。 

 

「Excelsior Gama」が１２万ドル。「Central Madeirense」

が１０万ドルだった。他、鶏肉業者の「Avicola la 

Guasima」も１０万ドルだった。 

 

社 会                        

「PDVSA １，８５０万ドルの汚職で９名逮捕」           

 

９月１９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

PDVSAで原油輸送に使用するアルミニウム製の水槽の

購入で１，８５０万ドルの汚職が行われたと発表した。 

 

２０１０年、電力危機が起きた際にメキシコの「Trailers 

y Tanques de Alnimio SA」から水槽を購入することに

なった。 

 

１，９００万ドルを支払い２３４個の水槽を購入する予

定だったが、実際に提供されたのは１６８個で残りの６

６個は受け取り待ちのままだった。 

 

しかも購入した水槽は PDVSA が求めたレベルの商品

ではなく、結局新しい水槽を購入し直すことを余儀なく

された。 

 

また、メキシコの「Armadora Carrocera CANBAN SA」

から水槽１００個の調達契約を結んだが、それも届かな

かった。 

 

検察庁による調査の結果、この取引に不正があったとし

て国家運輸会社の元社長ペドロ・ヒメネス氏、カルロス・

ベレット氏を逮捕した。他、当時の関係部署の管理職ら

合計９名を逮捕、指名手配とした。 

 

 

 

「ベネズエラ人体重 平均１８キロ減少」                  

 

非営利団体「ベネズエラ保険観測所（OVS）」栄養部門

のマリアネッラ・エレラ氏はインタビュー番組に出演し、

栄養失調が急増していると警鐘を鳴らした。 

 

同氏によると、この１年でベネズエラ人の体重は平均で

１８キロ減少しているという。３５キロ減少している人

もいるという。 

 

ここ数年、ベネズエラ人の体重は毎年、数十キロ単位で

減っていると言われている。 

 

特に児童の栄養失調が深刻という。成長過程にある児童

は栄養が不十分だと体や脳の成長に悪影響を与えると

いう。 

 

食料が十分に摂取できない理由は、政府の政策にある。

CLAP は不定期に届けられており、十分に機能していな

い証拠だと訴えた。 

 

他方、５月の大統領選の前には CLAP が比較的定期的

に食料を供給していたと説明した。 

 

２０１８年９月２０日（木曜）             

政 治                       

「ルイス・フロリダ議員 VP を離党」          

 

９月２０日 主要野党の一角を成す大衆意志党（VP）

のルイス・フロリダ議員が離党を発表した。 

 

フロリダ議員は、１７年４月～７月に起きた反政府デモ

に関連してフレディ・ゲバラ議員（当時、国会の第一副

議長を務めていた）がチリ大使館に亡命してから、VP

の顔として露出の機会が増えていた。 
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離党の理由については明らかにしておらず、大衆意志党

もツイッターでフロリダ議員の活動に感謝すると謝意

を示した。 

 

他方、フロリダ議員は今年６月に国会外交委員長として 

「国外にいるベネズエラ人の訴えに対応するグループ

を組織する」と発表。 

 

この決定に VP 自身が反対を示していた。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首の父親もフロリダ議員を

VP から除名させるようツイッターで要請していた。 

 

その後、VP はフロリダ議員を国会外交委員長の役職か

ら解任させると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.148」６月１０日付の記事参照）。 

 

当時、「外交委員会の資金をボルヘス元国会議長らと個

人的に流用している。」「与党系の人物を新たに組織する

グループに入れようとしている。」などフロリダ議員へ

の批判が噴出していた。 

 

「フランス大使 対話での解決方針を重視」           

 

９月２０日 在ベネズエラ・フランス大使は民放グルボ

ビシオンの取材に対して、 

「ベネズエラで起きている危機について、フランスは他

の欧州連合と同様に対話による平和的な解決を求める。」 

と発言した。 

 

１７年当時、フランスはスペインの次にマドゥロ政権に

批判的な欧州の国で圧力を通じた解決を志向している

国と認識されていた。 

 

 

 

 

しかし、１８年に入りスペインでサンチェス政権が発足

し、欧州のマドゥロ政権への圧力方針に変化が見られる

（「ベネズエラ・トゥデイ No.184」８月３１日付の記事

参照）。 

 

スペインに次いでマドゥロ政権を非難していたフラン

ス政府のスタンスに注目が集まっていたため、今回のフ

ランス大使の発言の意味は小さくない。 

 

欧州連合が対話を重視する姿勢に転換した一方で米国

と南米主要国は引き続き圧力による解決を目指してい

る印象。 

 

個人的には南米のほとんどの国が、外圧によるベネズエ

ラ問題の解決は難しいと認識しているが、米国がそれを

押しとどめている印象を受けている。 

 

なお、コロンビアのサントス大統領がインタビュー番組

で「軍事介入は独裁政権を強固にする。」と軍事介入に

否定的な見解を示したと報じられている。 

 

この発言は実際のところ少し違う。 

 

インタビューでは記者からベネズエラへの軍事介入に

ついて意見を聞かれた際に 

「軍事介入という言葉は交戦論者の用語だ。軍事介入と

言う言葉は独裁政権を強固にしてしまう。私はこの表現

についてはとても慎重に扱っている。」 

と答えている。 

 

つまり、ベネズエラへの軍事介入に否定的な見解を示し

たのではなく、「軍事介入」という単語自体に否定的な

見解を示したに過ぎない。 

 

個人的にはコロンビア政府は引き続き圧力による政権

交代を志向しており、軍事的な圧力も選択肢に入れてい

ると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
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経 済                       

「ガソリン販売システム ２４日から全国で開始    

    ～ガソリン新価格は来週中に発表予定～」            

 

９月２０日 マドゥロ大統領は９月２４日（月曜）から

ガソリンの新しい販売システムを全国で開始すると発

表した。 

 

９月４日から他国と国境を接する８州（アマゾナス州、

アプレ州、ボリバル州、ファルコン州、デルタ・アマク

ロ州、タチラ州、スクレ州、スリア州）８１都市でガソ

リン販売の新システムを開始している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.185」９月３日付の記事参照）。 

 

「BioPago PDV」という機械を使用し、祖国カードの

QR コードを読み取り、決済を行う仕組み。 

 

また、ガソリンの新価格について「来週発表する」と発

言している。 

 

なお、メディアでは祖国カードを持たない人向けの料金

は１リットル BsS.３８との噂が報じられている。 

 

現在のオフィシャルレートが１ドル BsS.６１．１１な

ので１リットル当たり０．６～０．７ドルということに

なる。 

並行レートは１ドル BsS.９３なので並行レートで換算

すると１リットル当たり０．３～０．４ドルになる。 

 

「１０月１日からペトロを国際決済に使用」         

 

９月２０日 マドゥロ大統領は、１０月１日からデジタ

ル通貨「ペトロ」を国際決済で使用すると発表した。 

 

 

 

 

「１０月１日からペトロは国際決済通貨に加えられる

ことになる。ベネズエラ政府が発行する石油をベースに

したデジタル通貨だ。」 

と発表した。 

 

ベネズエラ政府は以前からデジタル通貨を国際決済手

段にしようとしているが、諸外国で同通貨を受け取るの

は少数でこれまでのところ具体的な動きは無い。 

 

特に今年２月には米国政府がデジタル通貨「ペトロ」の

取引に制裁を科している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.113」３月１９日付の記事参照）。 

 

今回も発表だけで実態を伴わないものになりそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 紙幣を出すよう銀行に要求」         

 

８月２０日に通貨単位切り下げ（デノミ）が行われた。 

 

施行前は決済システムがマヒするのではないかとの懸

念もあったが、蓋を開けてみれば意外と大きな問題はな

く動いている。 

 

他方、デノミ後に期待されていた「現金紙幣での決済が

出来るようになる」という点については、あまり解消さ

れていないようだ。 

 

理由は ATM では BsS.１０くらいしか出てこないから

だ。 

 

９月２０日 マドゥロ大統領は経済閣僚らを前に 

 

「私自身が街を歩いて確認した。ATM では BsS.１０札

しか出していない。 

デノミの効果は国民が現金を持ち運べるようになるこ

とではなかったのか。お金は国民のモノだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
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４８時間以内に国営、民営ともに金融機関は現金紙幣を

ATM から出さなければいけない。」 

と現金不足問題の解決を命じた。 

 

「Heinz 待遇改善を求め労働者が抗議行動」         

 

前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.191」９月１８日付

の記事で「Kraft Foods」の労働者が集団契約の履行を求

めて抗議行動を行った記事を紹介した。 

 

今回は「Alimentos Heinz」。 

カラボボ州サン・ホアキン市で集団契約の履行を求めて

ハインツ労働者が抗議行動を行った。 

 

同社労働組合の代表アンヘル・アルバレス氏は経営側が

契約を履行していないと訴えた。 

 

「我々の集団契約では、給料は毎週支払われることにな

っている。会社側はそれを忘れているようだ。 

また、深夜業務は時給６９％増の手当てが出る。しかし、

３０％で計算している。また、給料に影響する技術職の

能力給も無視されている。他にも多くのイレギュラーが

生じている。」 

と主張した。 

 

また、ハインツの稼働状況について 

「現在のところハインツの稼働率は４０％程度だ。５３

５名が働いている。」 

と説明した。 

 

公の場では発言しないが労働者の多くは販売が減少し

ており、集団契約が履行できる状況にはないことを薄々

認識している。 

 

加えて、労働争議を理由に政府が接収をしてしまうので

はないかとの懸念もあるようだ。 

 

社 会                        

「中国医療船 今週金曜に到着予定」           

 

９月２１日にベネズエラに中国の医療船が到着するよ

うだ。 

 

医療船は、７日間ベネズエラに滞在しベネズエラ人に対

して医療サービスを提供する。ベネズエラ軍部が今回の

滞在を調整しているようだ。 

 

米国政府も医療船をコロンビアに送りベネズエラ人移

民を支援すると発表していた。「人道支援」を巡り米中

の対立構造をベネズエラでも垣間見ることが出来る。 

 

 

（写真）Punto de Cortes “中国の医療船” 

 

以上 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/285b9bda468ecfed5ef87d519665b087.pdf

