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（写真）アレアサ外相ツイッター “在ベネズエラ日本大使館 岡田大使に抗議状を手交するアレアサ外相” 

 

 

２０１８年８月１５日（水曜） 

 

政 治                     

 「アレアサ外相 岡田大使に抗議状を手交 

～これまで築いてきた関係を維持したい～」 

「レケセンス議員 証言を記憶していない」 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領に禁固１８年宣告」 

「UNT 政党更新プロセスの参加を拒否」 

経 済                     

 「８，０００超品目に免税措置」 

「中央銀行 デノミについて官報公布」 

社 会                     

 「停電で牛乳１０万 L、牛肉７千キロが腐る」 

２０１８年８月１６日（木曜） 

 

政 治                    

 「ホテル・ペスターナ 営業再開できず」 

 「最高裁 パロモ元大佐の送還要請を発出」 

経 済                    

 「非公式情報 ハイオク９万ボリバル／L を検討」 

 「デノミに伴い電子送金が一時停止」 

 「PDVSA アルゼンチン子会社への支援停止」 

社 会                     

 「停電を理由に大統領府前で抗議行動」 

「医療セクター労働者 大統領府に向かい抗議」 

「ラミレス元国連大使親戚 アルゼンチンで逮捕」 
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２０１８年８月１５日（水曜）             

政 治                       

「アレアサ外相 岡田大使に抗議状を手交        

   ～これまで築いてきた関係を維持したい～」       

 

８月１４日 ペルー外遊中の河野外相が「ベネズエラ政

府には説明義務があり、リマグループを支持する」と発

言した（「ベネズエラ・トゥデイ No.176」８月１４日付

の記事参照）。 

 

この発言を受けて、ホルヘ・アレアサ外相は在ベネズエ

ラ日本国大使館、岡田特命全権大使を外務省応接施設に

招き、河野外相の発言に対する抗議状を手交した。 

 

その後、アレアサ外相は会見を開き、河野外相の発言に

ついて、 

「敵対的で国際法に違反した発言で米国のベネズエラ

政府攻撃計画に追随する発言だと抗議する。同時に、こ

れまで両国が築いてきた良好な関係を維持することを

望んでいる。日本政府がスタンスを改めることを期待す

る。」 

と発言した。 

 

これまで日本政府は５月の大統領選についてＧ７の連

名でベネズエラ政府を非難した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.141」５月２３日付の記事参照）。 

 

また、Ｇ２０の会合でも河野外相が「民意を反映した選

挙になっているか疑問」との見解を示した（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.140」）。 

 

ただし、これまでは非難声明が連名だった点やそこまで

露出が高い場での発言ではなかったこともあり、多くの

注目は集めなかった。 

 

 

他方、今回はペルー外相との会談での発言。ベネズエラ

を含む南米メディアに大きく取り上げられることを前

提にしている。 

 

また、マドゥロ政権を目の敵にしている「リマグループ」

を支持するとの発言は、日本政府のスタンスを対外的に

示す意思があったと思われる。 

日本政府も制裁の輪に加わる可能性をちらつかせ、ベネ

ズエラ政府に圧力をかけていると想像している。 

 

５月の大統領選に関する日本側の発言などを受けて、両

国に緊張が走ったことはこれまでも何度もあったが、ベ

ネズエラ政府は表立って日本政府を非難することは避

けてきた。 

 

ベネズエラ政府としては出来るだけ日本との関係を悪

化させたくないとの意志がある反面、今回の一件を放置

することは出来なかったと想像する。 

 

アレアサ外相は「今後も良好な関係が継続できることを

望む」と攻撃的ではない姿勢で日本に臨んでいるが、今

の状況が続く限り二国間の外交関係が良い方向に進む

可能性は低い。 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206af45888c6f6300793c8bc5b8b6c61.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
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「レケセンス議員 証言を記憶していない」         

 

８月１５日 新時代党（UNT）の副党首であるデルサ・

ソロルサノ議員は記者会見を実施。 

 

SEBIN に拘束されたファン・レケセンス議員の証言映

像について、レケセンス議員の担当弁護士から聞いた情

報との前提で 

 

「我々はレケセンス議員が証言をした時の精神状態に

懸念を示していたが、我々は正しかった。レケセンス議

員は映像を録画されていた記憶がなければ、自身が発言

した記憶もない。 

 

レケセンス議員は「ブルンダンガ（ラテンアメリカ原産

の植物で人の意志や記憶を奪う効果がある悪性の高い

ドラッグ）」を使用されていたのだろう。 

 

タレク・ウィリアム・サアブは麻薬や精神状態に関する

調査を行うと発言したが、我々は独立した組織の調査以

外は受け入れない。 

レケセンス議員の証言映像は法的な有効性はない。」 

と発言した。 

 

 

（写真）Flicker 

“悪魔の吐息とも言われる凶悪ドラッグ「ブルンダンガ」” 

 

 

この発言について、カベジョ制憲議長は 

「野党は証言映像の有効性について抗議をしているが、

証言が事実ではないとの主張はしていない。レケセンス

議員の携帯電話は情報の宝庫だ。携帯電話には事実が残

っている。」 

とコメントした。 

 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領に禁固１８年宣告」                  

 

亡命最高裁判所がコロンビアの首都ボゴタでマドゥロ

大統領とブラジルの建設業者「Odebrecht」の汚職裁判

を行っている。 

 

亡命裁判所はマドゥロ大統領と「Odebrecht」の間に汚

職の事実があったと認定。 

マドゥロ大統領に対し軍事収容施設「ラモ・ベルデ」で

の禁固１８年３カ月の刑を宣告した。刑期中は公職には

出馬できない。また、罰金２，５００万ドルと３，５０

０万ドルの返金も宣告した。 

 

今回の捜査に協力しているのはコロンビアに亡命した

ルイサ・オルテガ元検事総長。彼女はスリア州マラカイ

ボ湖の橋「Puente Nigale」の建設事業について、マドゥ

ロ政権は「Odebrecht」に３６０億ドルを支払ったが、

工事の進捗は５％だと説明。ほとんど進んでいないのに

全額を支払ったのは汚職があるからだと主張した。 

 

オルテガ元検事総長の主張を正確に聞いていないが、こ

の内容だけ見ると数字がおかしい。３６０億ドルという

金額は１８年のベネズエラの輸出総額の２倍近い。 

原油価格が１００ドルを越えていた１２年の輸出総額

の３分の１にあたる。１つの公共事業にそんな大金を費

やすことは流石にない。 

この数字はボリバル建ての支払いを公定レートで計算

していると思われる。 
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「UNT 政党更新プロセスの参加を拒否」                  

 

新時代党（UNT）は選挙管理委員会（CNE）が実施す

る政党更新作業に応じないとの声明を発表した。 

 

今回 CNE が政党更新を呼びかけたのは行動民主党

（AD）、UNT、GENTE、NUVIPA の４政党。特に規模

の大きい ADと UNTの対応に注目が集まっていた。 

 

AD についてはラモス・アジュップ幹事長が更新作業に

は参加しないと明確に発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.171」８月２日付の記事参照）。 

 

当時、アジュップ AD 幹事長は「UNT も更新には応じ

ない」と発言していたが、UNT 自身が更新作業に応じ

ないと発表したのは今回が初めて。 

 

野党では既に第一正義党（PJ）・大衆意志党（VP）が、

政党更新に失敗（PJ）あるいは更新を拒否（VP）し、政

党として登録が抹消されている。 

 

また、最高裁の裁定により野党連合（MUD）という政

党も党員の重複登録を理由に抹消されている。 

 

今回、AD、UNTが政党登録を抹消されることで主要な

野党政党が全て CNEの登録から抹消されることになる。 

 

今後も選挙は行われるが、何らかの政治的な合意がない

限り、現政権下では主要野党が選挙に参加できなくなる

ことを意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「８，０００超品目に免税措置」            

 

１８年８月１４日付の特別官報６，３９３号で食料、医

薬品、繊維、衛生用品、国内製造業に必要な品目につい

て通関時の関税が免除になった。 

 

免税される商品は関税番号で記されており、免税対象品

目は８，０００を超える。同政令は即日発行、有効期限

は１９年１２月３１日まで。 

 

官報のオリジナルは「Tauqual サイト」で確認できる。 

 

「中央銀行 デノミについて官報公布」         

 

１８年８月１４日付の官報４１，４６０号、中央銀行決

議で通貨単位切り下げ（デノミ）の細則が公布された。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

基本的には「ベネズエラ・トゥデイ No.175」８月１１

～１２日付の記事と同じ。ただし、本号「デノミに伴い

電子送金が一時停止」でも書かれている通り、１９日の

午後から２０日の午前の間、電子送金ができなくなる。 

 

・小数点３ケタの四捨五入について。 

 

Bs.S０．０１は現行通貨で言うと Bs.F１，０００になる。 

小数点３桁の扱いについては四捨五入となる。つまり、

Bs.S０．００５（Bs.F５００）以上の財・サービスの価

格は繰り上げで Bs.S０．０１として扱う。 

 

この決定はガソリン、電気代、ガス代、水道代、電気代、

インターネット代、メトロ、メトロバス、租税単位など

でも適用される。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8529b332d89974d44f6c0cc3accf964a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8529b332d89974d44f6c0cc3accf964a.pdf
http://talcualdigital.com/index.php/2018/08/16/desde-cuchillos-a-zapatos-de-esqui-los-productos-que-no-pagaran-impuestos-en-la-aduana/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
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つまり、租税単位は１ＵＴ＝Bs.F１，２００なので８月

２０日以降は１ＵＴ＝Bs.S０．０１になる。 

 

・Bs.F１，０００～Bs.F１００，０００までは２０日後

も有効 

 

・既存の小切手は８月３１日まで有効（ただし、銀行が

独自のルールを定める場合もあり処理は早い方が良い）。 

 

社 会                        

「停電で牛乳１０万 L、牛肉７千キロが腐る」           

 

ベネズエラは頻繁な停電により都市機能が著しく低下

している。特にスリア州の停電が深刻なことはこれまで

も何回か紹介してきた。 

 

スリア州の州都マラカイボ市で長時間の停電が続いた

ことで牛乳１０万リットル、牛肉７，０００キロが腐っ

てしまった。食料難にある中で貴重な食料品がダメにな

ってしまったとして国内で注目を集めている。 

 

 

２０１８年８月１６日（木曜）             

政 治                       

「ホテル・ペスターナ 営業再開できず」        

 

８月４日に起きたマドゥロ大統領へのドローン襲撃事

件を受けて、実行犯が宿泊したとされる「ホテル・ペス

ターナ」の営業が捜査のため再開できていないようだ

（当時のニュースは「ベネズエラ・トゥデイ No.173」

８月６日付の記事参照）。 

 

同ホテルは日本人出張者もよく利用するホテルとして

知られている 

 

しかも同ホテル支配人ら５名は自宅にも帰宅できず捜

査に協力している。 

この期間中は当然、客の受け入れはできず且つ約４０名

の SEBIN 捜査官がホテルで朝食、昼食、夕食を食べて

いるようだ。 

 

ホテル・ペスターナのラテンアメリカ地域総支配人のグ

スタボ・ハルッシ氏は、同ホテルで働く従業員を養うた

めの収入が入ってこず、彼らの生活を支えているチップ

も得ることが出来なくなっているとコメント。 

１２０名の労働者の雇用が脅かされているとの懸念を

表明した。 

 

「最高裁 パロモ元大佐の送還要請を発出」           

 

最高裁は、１８年５月のクーデター未遂事件の首謀者で

８月４日に起きたドローン襲撃事件にも関与したとさ

れるオスワルド・パロモ元大佐の引き渡しをコロンビア

に求める決定を行った。 

 

罪状は国家反逆罪、嫌悪を理由とした大統領への暗殺計

画罪。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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ただし、オスワルド・パロモ元大佐は８月４日に起きた

ドローン襲撃事件については無関係だと主張している

（「ベネズエラ・トゥデイNo.175」８月１１～１２日付

の記事参照）。 

 

経 済                       

「非公式情報 ハイオク９万ボリバル／Lを検討」            

 

正式な発表ではないが、ガソリンスタンドの関係者がベ

ネズエラ政府関係者から入手した情報として、政府はガ

ソリン価格（ハイオク）を１リットル９０，０００ボリ

バルに値上げしようとしているようだ。 

 

つまり、デノミ後のハイオク価格は１リットル０．９ボ

リバル・ソベラーノ（Bs.S）になる。 

現在の価格は１リットル６ボリバル・フエルテ（Bs.F）

なので、約１５０万％の値上げになる。 

 

また、レギュラーガソリンについて、現在１リットル当

たり Bs.F１だが、８月２０日以降は１リットル Bs.S０．

７（Bs.F７０，０００）。 

 

ディーゼル燃料については現在の１リットル Bs.F０．

５８から Bs.S０．５（Bs.F５０，０００）に値上げしよ

うとしているようだ。 

 

なお、マドゥロ大統領はガソリン価格を国際価格に合わ

せると発言していた。 

 

現在の DICOM レートは１ドル２４．９万ボリバル。家

族送金レートは１ドル４０１万ボリバルだ。 

仮にハイオクが１リットル当たり９０，０００ボリバル

であれば、１リットル当たり３０～４０円（DICOM レ

ート）あるいは２～３円（家族送金レート）程度になり

引き続き国際水準よりも安いことになる。 

 

 

「デノミに伴い電子送金が一時停止」         

 

８月２０日の通貨切り下げに伴い金融機関は８月１７

日（金曜）の一般向け営業は停止する。 

また、８月２０日は元々、金融機関の祝日（フェリアー

ド・バンカリア）ので、事実上８月１７日～２０日まで

は金融機関が営業を停止する。 

 

他方、電子送金は使用できるとされていたが、１９日午

後～２０日午前中の一部の時間は電子送金システムも

稼働を停止させるようだ。 

 

ネルトル・リベロル内務司法平和相は１９日（日）１８

時から電子送金システムを停止すると発表したが、実際

は金融機関により若干異なる。 

 

主要な金融機関の電子送金システム稼働停止期間は以

下の通り。 

 

Banesco：８月１９日（日曜）２０時～翌午前６時まで 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
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Provincial：８月１９日（日曜）２０時～翌午前８時まで 

 

 

Mercantil：８月１９日（日曜）２０時～翌午前６時まで 

 

 

「PDVSA アルゼンチン子会社への支援停止」              

 

ロイター通信は、PDVSAが９５％株式を所有している

アルゼンチンのガソリンスタンド「ConoSur」へ１８年

に入ってから PDVSA が金銭的な支援を停止したと報

じた。 

 

 

ロイターによると、１３年～１７年にかけての送金額は

合計で８，９００万ドルにのぼる。 

 

チャベス大統領が健在だった０６年、当時反米政権だっ

たアルゼンチンと政治的な関係を強化することを目的

にPDVSAはアルゼンチンの「ConoSur」の株式を４６％

購入。その後９５％まで拡大した。 

 

１６年７月には同株式の売却を目指してＧＭＭグルー

プと交渉に入ったと報じられていた（当時のブルームバ

ーグニュース）。 

 

社 会                        

「停電を理由に大統領府前で抗議行動」           

 

８月１５日、１６日と大統領府の一帯で停電が続いてい

る。業を煮やした近隣住民らは１６日に大統領府前に集

まりタイヤを燃やすなど抗議行動を始めた。 

 

夜には治安維持部隊が駆けつけ抗議行動参加者と対峙

した。ツイッターでは理由は定かではないものの負傷者

が出たとの情報が流れている。 

この抗議行動は少なくとも２２時３０分頃までは続い

ていたようだ。 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-07-20/OALI4C6K50Y301
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-07-20/OALI4C6K50Y301
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「医療セクター労働者 大統領府に向かい抗議」              

 

待遇改善を求める医療セクター関係者の抗議行動が続

いている。８月１６日で抗議行動が始まって５３日が経

過するようだ。 

 

８月１６日の日中 医療セクターの抗議行動参加者は

大統領府に向かい行進を行ったが、国家警備隊（GNB）

と国家警察（PNB）が進行を妨げた。負傷者が出たとい

う情報は確認していない。 

 

 

 

 

「ラミレス元国連大使親戚 アルゼンチンで逮捕」              

 

８月１６日 ラファエル・ラミレス元国連大使（元

PDVSA 総裁）の従兄弟でもあるルイス・アブラハム・

バスティーダス・ラミレス PDVSA元ロジスティック・

サービス部門長がアルゼンチンで逮捕された。 

 

バスティーダス氏は３年前から妻と子供とアルゼンチ

ンに居住していたと報じられている。 

 

バスティーダス PDVSA 元役員はインターポールから

アンドラ銀行で５００万ドルを資金洗浄した容疑で国

際指名手配されていた。 

 

以上 

 


