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（写真）マイケル・モレノ最高裁判長ツイッター “岡田大使、モレノ最高裁判長へ表敬訪問” 

 

 

２０１８年９月１７日（月曜） 

 

政 治                     

 「日本国大使 最高裁判所長官と面談」 

「マドゥロ大統領 帰国経由にトルコを訪問 

～肉料理を食べ大ブーイング～」 

 「Meganalisis 世論調査 急進野党が上位を占領」 

経 済                     

 「GOLD 証書 中央銀行サイトから購入可能に」 

 「Fedenaga 食肉の価格は統制されている」 

 「３７回目 DICOM １ドル BsS.６１．３３」 

社 会                     

 「プエルトリコでコカイン５３３キロ押収」 

２０１８年９月１８日（火曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 国際メディアに訴え 

～１０月にクーデター計画がある～」 

 「米国 強硬派をラテンアメリカ担当に任命」 

 「CNE 市議会議員の出馬期限を２１日に延長」 

「サパテロ元西大統領 再びベネズエラ訪問か」 

経 済                    

 「Kraft Foods １品目しか生産していない」 

 「マドゥロ大統領 中国から政策助言を受ける」 

 「１８年８月の生活費は月額 BsS.２０，８１７」 

 「伯 BNDES ベネズエラへの融資は失敗だった」 
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２０１８年９月１７日（月曜）             

政 治                       

「日本国大使 最高裁判所長官と面談」       

 

９月１７日 在ベネズエラ日本国大使館の岡田大使が

マイケル・モレノ最高裁判長と会談を行った。 

 

会合では日本にシモン・ボリバル・オーケストラに関連

した音楽隊が存在していること（「El Sistema Japan」の

ことと思われる）、司法組織間の交流訪問の可能性につ

いて協議したようだ。 

 

恐らく同訪問をアレンジしたのは写真中央にいる男性

エルウィン・ミヤサカ氏だろう。ミヤサカ氏は日本ベネ

ズエラ商工会議所の会頭を務めており、ベネズエラ政府

高官とも交流がある人物として知られている。 

 

最近、日本とベネズエラの政府関係は良好とは言い難い。 

 

直近では、８月中旬に河野外相が、ペルーでマドゥロ政

権に批判的なリマグループを支持すると発言し、大使は

アレアサ外相に抗議状を渡されている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.177」８月１５日付の記事参照）。 

 

モレノ最高裁判長は欧米諸国から制裁を受けている。 

 

日本政府もベネズエラ政府を非難する立場にいる以上、

普通に考えればモレノ最高裁判長と大使が会ってよい

かどうかためらうのが自然だろう。 

特に今回は表敬訪問であり、特にモレノ最高裁判長と合

わなければいけない理由があるわけでもない。 

 

日本国大使が本省の同意なしにモレノ最高裁判長との

面談を受けるとは考えにくい。 

 

 

日本企業の活動への影響を考慮したのかは分からない

が「ベネズエラ政府とあまり対立を深めない方が良さそ

うだ」という外務省の判断があったのではないかと想像

している。 

 

 

（写真）マイケル・モレノ最高裁判長ツイッター 

 

「マドゥロ大統領 帰国経由にトルコを訪問        

       ～肉料理を食べ大ブーイング～」         

 

９月１７日 中国訪問の経由地としてマドゥロ大統領

とシリア・フローレス大統領夫人はトルコに寄りイスタ

ンブールの有名レストラン「Nusr-et」でステーキを食

べた。 

 

同レストランはヌスレット・ギョクチェ氏という「塩振

りおじさん」の愛称で親しまれる有名シェフの店で、マ

ドゥロ大統領とフローレス夫人はギョクチェ氏から大

歓迎を受けた。 

 

この報道は政府の意向を強く反映する国際報道局

「TeleSur」でも報じられた。また、ギョクチェ氏自身

がステーキを食べるマドゥロ大統領、フローレス夫人の

写真をインスタグラムに投稿した。 

 

 

http://www.elsistemajapan.org/english-top
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
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この報道に野党支持者、生活に苦しむ貧困層、外国に住

むベネズエラ人らが「国民を貧困にしている一方で、自

分たちはステーキを食べている」と大ブーイング。 

 

米国マイアミでは小規模ではあるものの、同氏のレスト

ランの前で抗議行動が起き、メディアが相次いで報じた。 

ギョクチェ氏のパフォーマンスが独特なこともあり、ベ

ネズエラのメディアはこの話題でもちきりだ。 

 

なお、マドゥロ大統領はこのブーイング報道に悪びれる

様子もなく、翌１８日のテレビでギョクチェ氏がステー

キに塩をまく姿をマネしながら 

「トルコで招待を受けてギョクチェ氏のレストランに

行った。ベネズエラは多くの人に愛されている。 

 

ギョクチェ氏にスルタン・マドゥロ（マドゥロ王）と呼

ばれ、大歓迎を受けた。とても親しみやすい男だ。近い

うちに必ずまた行く。」 

と発言している。 

 

なお、ギョクチェ氏のインスタグラムからはマドゥロ大

統領の写真は既に落とされているようだ。 

 

 

（写真）Luischating 氏インスタグラム 

“ステーキを食べながら葉巻を楽しむマドゥロ大統領 

（後ろにいるのがヌスレット・ギョクチェ氏）” 

 

 

「Meganalisis 世論調査 急進野党が上位を占領」                  

 

野党系世論調査会社「Meganalisis」は、9 月５～１０日

にかけて主要３２都市のベネズエラ人成人１，１００名

に行ったアンケート調査の結果を公表した。 

 

「マドゥロ大統領は交代するべきか？」との質問に 

 

「はい」と回答したのは８４．６％。「いいえ」と回答

したのは１２．４％だった。 

 

「どのように情報を得ているか？」との質問には 

 

「インターネット」が最も多く５７．７％。次いで「テ

レビ」が１１．５％。「ラジオ」が６．４％。「新聞」が

１．６％。「何も見ていない」が１０％だった。 

 

「嫌いな政治家は誰か？３名回答してよい。」との質問

では、最も多かったのはマドゥロ大統領で７５．２％。

次いでディオスダード制憲議長が５４．４％。次いでア

ジュップ AD 幹事長が５４．２％。ファルコン AP 党首

が４７．８％と続いた。 
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「国民への忠実性とマドゥロから脱却したいとの意志

をしっかり示しているのは誰か？２名まで選べる。」 

との質問で最も多く名前が挙がったのは 

マリア・コリナ・マチャド VV 党首で４３．２％。次い

でロレンソ・メンドーサ社長が９．９％。ディエゴ・ア

リア元国連代表大使が４．４％。アントニオ・レデスマ

元カラカス大首都区長が３．５％だった。 

 

 

 

マリア・コリナ・マチャド VV 党首、アントニオ・レデ

スマ元カラカス大首都区長、ディエゴ・アリア元国連代

表大使は急進野党の筆頭とされる政治家。 

 

この３名で５０％を占めており、残りのほとんどは「分

からない（２３．３％）」「誰もいない（１０％）」と回

答していることになる。 

 

流石にここまでベネズエラ人の思想は偏っていないと

思うが、このような情報が普及することで国民世論には

影響しそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「GOLD 証書 中央銀行サイトから購入可能に」           

 

９月３日から GOLD 証書による貯蓄システムが始まっ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.185」９月３日付の

記事参照）。 

 

同システムは現物の GOLD に換えることは出来ず、外

貨に換えることもできない。３カ月に一度、現金ボリバ

ルに換えることが出来るという使い勝手の悪いシステ

ムで国民の関心は低い。 

 

GOLD による貯蓄システムを開始すると発表した際に、

政府は中央銀行のウェブサイトから購入できると説明

していたが、９月３日の開始時点では中央銀行本店に行

かなければならなかった。 

 

９月１７日 中央銀行は GOLD 証書を購入できるサイ

トを開設したと発表。同日 AM９時～PM４時の間、中

央銀行の GOLD 証書購入のための専用ウェブサイトか

ら購入できると発表した。 

 

同サイトにアクセスを試みたが、「証明書エラー：この

サイトは安全ではありません」という警告が表示された

ので、アクセスしなかった。 

 

サイト URL は以下の通りだが、セキュリティ上お勧め

は出来ない。もしアクセスする場合はセキュリティには

十分注意した方が良さそうだ。 

 

https://oro.extra.bcv.org.ve 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://oro.extra.bcv.org.ve/
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「Fedenaga 食肉の価格は統制されている」         

 

ベネズエラ全国畜産連盟（Fedenaga）のアルマンド・チ

ャシン代表は、畜産業の現状について、政府に価格を統

制されていると訴えた。 

 

チャシン代表によると、現在の牛 Cortes（牛の販売単位

だと思われる）の価格は政府の統制により BsS.８０～

９０程度で販売されている。 

 

また、アプレ州、グアリコ州、バリナス州の３州につい

ては政府が牧場を接収しており、例外的な措置が取られ

ていると告発した。この３州については、販売時に１

０％上乗せされるという。 

 

「３７回目 DICOM １ドル BsS.６１．３３」                  

 

中央銀行は第３７回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６１．３３で前回と変わって

いない。 

 

外貨供給額は合計で４６万４，８８３．７６ドル。 

 

法人２１社に対して３０万５，４８２．８ドルが割り当

てられ、４９６名に１５万９，４００．９６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床材の販売業者

「Fundation Plus」で４万７，５００ドル。 

 

次いで、割り当てが多かったのは食品卸の「Rahal 

Center CA」で３万４，０００ドルだった。 

 

 

 

 

社 会                        

「プエルトリコでコカイン５３３キロ押収」                  

 

米国の麻薬取締局（DEA）はプエルトリコ警察と共同で

ベネズエラから持ち込まれたコカイン５３３キロを押

収したと発表した。金額にして１，３００万ドルに相当

するという。 

 

コカインを持ち込んだ容疑で２名が逮捕された。 

 

 

（出所）カリブ麻薬取締局 
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２０１８年９月１８日（火曜）              

政 治                        

「マドゥロ大統領 国際メディアに訴え         

     ～１０月にクーデター計画がある～」        

 

９月１８日 マドゥロ大統領は外国プレスを招きベネ

ズエラ政府のスタンスを訴えた。 

 

その多くが恒例の演説と同じような内容で特筆するべ

き話ではないが、８月に起きたドローン襲撃事件につい

て、「クーデター計画があることは以前から知っていた。」

と説明。ガルシア・パロモ元大佐がクーデター首謀者で

コロンビアに捜査を要請していると説明した。 

 

また、マドゥロ大統領は、フランシスコ・バエス元将軍

が１０月にクーデターを起こすと宣言。バエス元将軍は

米国とドミニカ共和国を行き来して私の暗殺計画を進

めていると主張した。 

 

私の知り合いにも「クーデター計画はドミニカ共和国で

練られている」と語る人物がいた。 

 

ドミニカ共和国政府がクーデターを支援しているとい

うより、場所的に使用しやすいことが理由だという。 

同氏曰く、一般的にドミニカ共和国では様々な会合が行

われているという。 

 

また、今月最終週にワシントンで行われる国連総会につ

いて「私は国連総会に出席したいが、自分は命を狙われ

ているので、行けるかどうか検討しているところだ」 

と発言した。 

 

 

 

 

 

 

「米国 強硬派をラテンアメリカ担当に任命」           

 

９月１８日 米国ホワイトハウスは、マウリシオ・クレ

イヴァー氏をラテンアメリカ・カリブ海地域担当アドバ

イザーに任命すると発表した。 

 

マウリシオ・クレイヴァー氏は、マイアミ生まれのキュ

ーバ人移民。マイアミとスペインで育った。これまで

IMF の米国執行役員を務めていたようだ。 

 

同氏はキューバへの強硬論者として知られる人物。 

自身のブログ「Capitol Hill Cubanas」で、オバマ政権の

キューバへの開放政策を強烈に非難していた。 

 

ベネズエラ問題についても、キューバと同様に強硬論を

主張することは想像に難くない。 

 

 

（写真）Venepress “マウリシオ・クレイヴァー氏” 

 

「CNE 市議会議員の出馬期限を２１日に延長」         

 

１２月９日に市議会議員選が予定されており、９月１０

日から立候補者の受付を開始していた。 

 

選挙管理委員会（CNE）は９月１９日に予定していた立

候補者の申請受付期間を２１日に延長すると発表した。 
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申請受付期間を後ろ倒しにしたことで今後の予定もず

れる。 

 

９月２２～２７日にかけて立候補者は書類を CNE に提

出する。CNE は２９日まで書類の内容の精査を行い、

申請を受け付けるか棄却するかを決定する。 

 

「サパテロ元西大統領 再びベネズエラ訪問か」         

 

フランシスコ・ポレオ記者によると、マドゥロ政権に加

担しているとして野党支持者らから非難を受けている

スペイン元首相のロドリゲス・サパテロ氏が９月１８日

夜から再びベネズエラに訪問しているようだ。 

 

ポレオ記者によると、サパテロ元西首相は、軍事オプシ

ョンを排除するべきではないと主張した米州機構（OAS）

のアルマグロ事務局長を解任させるためにロビー活動

を行っている。 

 

また、リマグループ１１カ国は暴力的な政権交代を否定

する趣旨の声明を公表したが、この声明にはサパテロ元

西首相が関与していると訴えた（アルマグロ事務局長の

発言、リマグループの反応については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.190」９月１４日付の記事（OAS 軍事介入

是非でリマグループと衝突）参照）。 

 

ポレオ記者によると、ホセ・ミゲル・インスルサ元 OAS

事務局長のアシスタントを務め、現在はペルー外務省次

官のウーゴ・デ・セラ氏がアルマグロ事務局長の座を狙

っており、サパテロ氏が支援していると投稿した。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「Kraft Foods １品目しか生産していない」            

 

カラボボ州バレンシアに工場がある食品メーカー

「Kraft Foods」の労働者が賃金改定を求めて抗議行動を

行っている。 

 

同社労働組合代表のグスターボ・タグリフェロ氏は 

「我々は集団契約を締結している。しかし、経営側はそ

れを順守しようとする意志が不十分だ。経営側は政府の

パトリアシステム（最低賃金と現在の給料との差額を政

府が補填するシステム）への登録を拒否している。 

 

７６％の給料増額を約束していた。しかし、現時点では

合意の金額が支払われていない。」 

と訴えた。 

 

また、同社の稼働状況について 

「原材料不足を理由に稼働率は最低の状況だ。３日に１

度しか生産していない。 

以前はクリームチーズ、ゼリー、マヨネーズ、醤油など

８種類の商品を生産していたが、今は「Tang」というブ

ランド名の粉状のジュース１品目しか生産していない。」 

 

以前は４５０名いた従業員は現在３３８名まで減った

と語った。 

 

「マドゥロ大統領 中国から政策助言を受ける」         

 

９月１８日 マドゥロ大統領は外国プレスの前で訪中

の成果を強調。 

 

近日中に４つ目の衛星打ち上げの合意を行うと説明

（「ベネズエラ・トゥデイ No.190」９月１５～１６日付

の記事参照）。ただし、金額や資金源については明らか

にしなかった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fedaf2578457e606aeea57148cd629c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fedaf2578457e606aeea57148cd629c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fedaf2578457e606aeea57148cd629c7.pdf
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また、中国と協力して産油量を２倍に増やし、日量１０

０万バレルを中国向けに輸出すると意欲を見せた（ただ

し、この種の経済目標値は筆者が知る限り、ほぼ全てが

失敗に終わっている）。 

 

マドゥロ大統領は、中国経済開発センターと国家開発銀

行（BDC）がベネズエラに拠点を構え、ベネズエラ経済

発展のための共同研究を行うと発表した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.189」９月１３日付の記事

でベネズエラの現在の経済政策には中国の影が見え隠

れしていると報じたが、その傾向が強まる可能性がある。 

 

「１８年８月の生活費は月額 BsS.２０，８１７」              

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年８月の

生活費（５人家族）を更新した。 

CENDAS-FVM の調査によると、１８年８月の生活費

は BsS.２０，８１７（旧通貨で BsF.２，０８１，７１

２，９６５）で、先月と比べて７９．９％上昇した。 

 

 

 

「伯 BNDES ベネズエラへの融資は失敗だった」              

 

９月１８日 ブラジルの金融機関 BNDES の Dyogo 

Oliveira 頭取はリオで開催された金融フォーラムに参

加し、キューバとベネズエラへの融資は行うべきではな

かったとの見解を示した。 

 

「現在、キューバとベネズエラは明らかに支払い能力が

ない。恐らく両国への融資は行うべきではなかった。」 

 

キューバについては６月～８月分の返済期限が過ぎて

おり、延滞額は１，７４０万ドルになっていることを明

らかにした。 

 

また、キューバ政府には支払い遅延問題の解決意志はあ

るが、キューバを取り巻く金融環境が支払いを履行でき

る状況にはないと言及した。 

 

他方、BNDES の融資の９０％はキューバ以外の国なの

で、キューバの債務遅延は銀行にとって重大な問題では

ないとも補足した。 

 

ベネズエラの債務状況や延滞額は明示されなかったが、

ベネズエラ政府側のレポートによると１７年３月時点

でブラジルから４億ドルの融資を受けていると発表

（「ウィークリーレポートNo.15」参照）。これはBNDES

による融資と思われる。 

 

なお、ベネズエラには中国政府からの融資資金を運用す

る経済開発銀行（BANDES）という銀行があるが、ブラ

ジルの BNDES とは全く別の組織。 

 

以上 
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基礎生活価格 基礎食料費

表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45b3c9a2c0434711abf74b45502952ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47a0166eaf1dd0753a1895f6d83cc5b8.pdf

