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（写真）大衆意志党 “解放されたダニエル・セバジョ元サンアントニオ・デ・タチラ市長（写真左の人物）” 

 

 

２０１８年６月１日（金曜） 

 

政 治                     

 「政治犯ら３９名解放 

～リストにはコレクティーボ、一般犯罪者も～」 

「ファルコン党首 政府との対話意志示す」 

 「ラテンアメリカ議会 ベネズエラ政府を非難」 

経 済                     

 「印 ONGC Videsh PDVSA からの支払い停止」 

 「専門家 ベネズエラのインフレ率２．５万％超」 

 「１６回目 DICOM １ドル８００００ボリバル」 

社 会                     

 「ベネズエラの専門職資格 コロンビアでも適用か」 

2018 年 6 月 2～3 日（土、日曜） 

 

政 治                    

 「政治犯４０名を解放 今後も解放が続く見通し」 

 「米国 OAS 代表大使 

総会でベネズエラの加盟資格停止を提案」 

 「マドゥロ大統領 ２回目の与野党対話を求める」 

経 済                    

 「通貨切り下げの施行日は８月４日に変更」 

 「中国 ベネズエラ向けの融資を停止」 

 「Plumrose 食品工場で火事」 

「Corpoelec 職員は辞職ではなく逃亡する」 

 「原油価格１バレル６６．１８ドル」 
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２０１８年６月１日（金曜）             

政 治                       

「政治犯ら３９名解放                

 ～リストにはコレクティーボ、一般犯罪者も～」       

 

６月１日 デルシー・ロドリゲス制憲議長は政治的な理

由で拘束されていた囚人ら３９名を解放した。 

 

今回解放された政治家にはダニエル・セバジョ元サン・

アントニオ・デ・タチラ市長が含まれる。同氏は反乱を

計画し、国の治安を混乱させたとして１４年３月から逮

捕されていた。 

 

１７年７月にレオポルド・ロペス党首が自宅軟禁措置に

なって以来、セバジョ氏は刑務所に収容されている政治

犯の象徴的な位置づけにあった。 

 

なお、多くの政治犯は完全開放されたわけではない。国

外への移動は禁止され、３０日毎に最高裁に出頭する必

要がある。 

 

 

（写真）国営放送 VTV の映像を抜粋 

“ダニエル・セバジョ氏（大衆意志党（VP）所属）” 

 

 

 

また、解放すると公表した３９名のリストには含まれて

いないがアンヘル・ビバス元陸軍将軍も解放される映像

が流れている。 

 

政府は暴力や嫌悪を拡散するような発言をしないこと

を解放の前提としている。ビバス元将軍は国営放送が囚

人の解放を報じる横で「暴政は死ぬ。自由に栄光あれ。」

と宣言していた。 

 

恐らく、政府側から政権を非難するような発言を慎むこ

とが解放の条件だと言われたが、それを断ったと想像さ

れる。 

他方で、解放された理由はビバス氏自身が持病を悪化さ

せており、このまま収容所で亡くなると政権のイメージ

に関わるという政治的判断があったものと思われる。 

 

 

（写真）国営放送 VTV の映像を抜粋 

“外務省施設カサアマリージャから出るビバス元将軍“ 

 

人道団体「フォロ・ペナル」のアルフレド・ロメロ代表

は「今回解放された３９名のうち１６名は政治犯ではな

い」とツイッターに投稿。モレノ最高裁判長は「１６名

は４月にファルコン氏の選挙対策班テオドロ・カンポ氏

を襲ったグループだ。」と投稿した。 

 

また、女性１名は自動車販売の詐欺行為で逮捕された人

物との報道が流れている。サアブ検事総長は「彼女は詐

欺の嫌疑が晴れたので解放した。」と説明している。 
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「ファルコン党首 政府との対話意志示す」         

 

５月３１日 ファルコン党首は記者会見を開き、新しい

野党グループ（まだ名前は付いていない）の方向性につ

いて明らかにした。 

 

新しいグループは野党連合（MUD）や Frente Amplio と

対話すると同時に政府とも対話すると説明した。 

 

「我々は見解の相違を解決するための委員会を組織す

る。この委員会は野党連合（MUD）や Frente Amplio と

対話する。同様にホルヘ・ロドリゲス情報通信相とも対

話する。 

 

この委員会を通じて、有効で意味のある対話を行い、国

民の本当の求めを解決する。政治犯の解決は対話テーマ

の一つだ。新しいグループは１５０名の政治犯の解放を

政府に求めている。 

 

我々のメンバーのキリスト教社会党（Copei）のファン・

パブロ・フェルナンデス党首はマドゥロ大統領と政治犯

の解放について協議した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.143」５月２９日付の記事参照）。この協議は人道問

題を訴えるものであり正当な行為だと考えている。 

 

彼の行動は新しい野党グループとして決めたものでは

ないが、非難する意志はない。」 

と語った。 

 

また、３１日に民放のテレビ番組に出演し制裁について 

 

「政治家への個人制裁は正しい行為だと考えている。し

かし、ベネズエラへの制裁は十分に注意しなければいけ

ない。制裁は国の資金を枯渇させ、インフレや経済問題

の悪化を招いている。」 

と経済制裁に否定的な見解を示した。 

 

「ラテンアメリカ議会 ベネズエラ政府を非難」                  

 

ラテンアメリカとカリブ海諸国の国会議員団で構成さ

れるラテンアメリカ議会はベネズエラとの国境を面す

るコロンビア側のククタで会合を行った。 

 

そこで、ベネズエラ政府に対して「民主主義への回帰、

自由、ベネズエラ難民への適切な対応」を求めた。 

 

同会合に出席したオマール・バルボサ国会議長は「ベネ

ズエラ国会はベネズエラの現在の危機を解決するため

にあらゆる対応をする用意がある。 

 

我々が外国社会と接近するとマドゥロ政権は圧力をか

けてくるが、我々は屈しない。」 

と発言した。 

 

同様に難民問題についても議論された。 

ノルテ・デ・サンタンデール県の知事は、既にベネズエ

ラ人難民は４００万人を越えているとの見通しを示し

た。また、ベネズエラの危機を救うためにラテンアメリ

カ各国の議員がマドゥロ政権に非難の声を上げるよう

訴えた。 

 

他、５月２０日に行われた大統領選挙について、参加議

員全会一致で「選挙結果を認めない」との決定が示され、

現在の政治犯解放の動きについても政権を存続させる

ための作戦だと非難した。 

 

経 済                        

「印 ONGC Videsh PDVSA からの支払い停止」           

 

インドの国有石油・天然ガス開発会社「ONGC Videsh」

の N K Verma ジェネラル・ダイレクターは記者会見で

「PDVSA が支払いを停止しており、将来のプロジェク

ト融資に影響が出る」と発言した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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ロイター通信によると、ONGC 傘下の OVL はサンク

リストバル鉱区に４０％の権益を持っている。産油量は

低迷を続けており、現在は日量１．８万バレルになって

いる。 

 

「PDVSA は我が社に対して３回の支払いを行った。し

かし、この６カ月間以上は全く支払いを受け取っていな

い。現在の未収金は約４億４，４００万ドルになる。 

 

ONGC は生産低迷を止めるため３億ドルの融資に合意

した。我々はベネズエラに対して合意に基づいた支払い

を行うよう求める。合意した融資プロジェクトはこの支

払いに関連している。支払いがなければ融資プロジェク

トも破談になる。」 

 

OVL は生産準備を進めているペトロカラボボ鉱区でも

約１１％の権益を持っている。 

 

PDVSAはオリノコ川流域で産出される超重質油の質を

上げるため５０～６０億ドルかけてアップグレーダー

の設置を検討している。 

 

当初の予定ではカラボボ鉱区の配当金支払いはアップ

グレーダーの進捗次第だと言っていたが、工事は進んで

おらず当初想定していたような配当を受け取っていな

い。 

 

「弊社に資金が入ってくるように PDVSA に対して、ア

ップグレーダーのプロジェクト進捗と配当金の支払い

の関連付けを停止するように求めている。 

 

PDVSA は上職と議会の許可が必要だと言っているが、

現在のところ返事はもらっていない。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

「専門家 ベネズエラのインフレ率２．５万％超」         

 

１８年４月 IMF はベネズエラの年間インフレ率を１

３，８６５％と予測していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.125」４月１７日付の記事参照）。 

 

これに対して、経済学者スティーブ・ハンク氏はベネズ

エラの物価上昇速度が想定よりも早いとして、１８年の

インフレ率は２７，３６４％になると予想した。 

 

また、IMF の数値は変更されることだろうと言及した。 

 

国会が発表している物価上昇率（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.134」５月８日付記事）や、民間の物価調査組織

CENDAS-FVM などの物価調査（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.137」５月１５日付記事）を見る限りでは、前年

比１４，０００％では済まないような物価上昇を見せて

いる。 

 

「１６回目 DICOM １ドル８００００ボリバル」                  

 

ベネズエラ中央銀行は第１６回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ９３，３９２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回目の DICOM と変わらなかった。 

 

今回落札された外貨の合計は２１９万７，１８５．４４

ドル（１５回目の割当額７１．２万ドルの約３倍）。 

法人７４社に対して１９７万２，４４９．７６ドルが割

り当てられた。 

割り当て金額が多かったのは、食品メーカーの「Nestle」

で原材料輸入の名目で３９．５万ドルの割り当てを受け

た。また、通信会社「Telefonica Venezolana」が完成品

輸入の目的で２０万ドルの割り当てを受けた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/761eb962923ae8ad3229b17ea3c3915b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/761eb962923ae8ad3229b17ea3c3915b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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社 会                        

「ベネズエラの専門職資格 コロンビアでも適用か」           

 

コロンビア商工会のロドリゴ・ララ代表は、ベネズエラ

の専門職員がコロンビアで働くにあたり、在外公館のア

ポスティーユ（公印確認）が無くても専門職として活動

できるようにする提案に賛同した。 

 

アポスティーユとは当該国（ベネズエラ）の官公庁、自

治体、学校などが発行する公文書にベネズエラ外務省と

してその書類が正式なものであると証明すること。 

 

コロンビアで専門職として働くためにはアポスティー

ユが必要な職があるようだが、ベネズエラ側の外務省が

アポスティーユをしないためベネズエラ移民が質の高

い職に就く障害になっているようだ。 

 

ララ代表は「この方法でベネズエラ人は定職に就くこと

が出来る。この措置はコロンビア人の職を奪うこともな

いし、ベネズエラ人への差別をなくすことにもつなが

る。」との見解を示した。 

 

２０１８年６月２～３日（土曜、日曜）             

政 治                       

「政治犯４０名を解放 今後も解放が続く見通し」        

 

６月１日に続いて６月２日に更に４０名の政治犯が解

放された。 

 

６月２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「４０名に対して司法手続きを免除する。二度と暴力に

訴えるようなことをしてはいけない。同様に嫌悪感を拡

散するような発言も慎まなければいけない。肌の色を理

由とした差別も控えなければいけいない。節度を呼びか

け手を差し伸べる。 

 

野党のフリオ・ボルヘス氏やアントニオ・レデスマ氏は

ベネズエラが再び暴力に満たされることを望んでいる。」 

と述べた。 

 

２日に解放された主な政治犯はラモン・エミリオ・バド

ゥエル氏（大衆意志党（VP）所属の政治家）。１４年の

抗議行動に参加し、８年の禁固刑を宣告されていた。 

ヒルベル・カロ議員（VP 所属）も解放された。 

 

サアブ検事総長は今後も囚人の解放が続くとの見通し

を示している。 

 

リストの詳細は割愛するが、６月１日も２日も VP に所

属する政治家が多い。 

 

レオポルド・ロペス氏を党首とする VP は街頭での抗議

行動を通じて政権交代を目指す姿勢を示す政党だ。 

その方針とレオポルド・ロペス党首のカリスマ性ゆえに

政府から目の敵にされていた。 

 

先週には、政府の提案によりレオポルド・ロペス党首が

国外に移住するとの噂が報じられた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.144」５月３１日付の記事参照）。同氏の国外

移住も今回の政治犯解放に関連しているかもしれない。 

 

 

（写真）ベネズエラ国営報道局（AVN） 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年 6 月 1 日～6 月３日報道            No.１４５   ２０１８年６月４日（月曜） 

6 / 8 

 

「米国 OAS 代表大使                 

   総会でベネズエラの加盟資格停止を提案」           

 

６月４～５日にかけて米州機構（OAS）の総会が開催さ

れる。今回の米州機構のテーマはベネズエラとニカラグ

アが中心となる見通し。 

 

６月３日 米国のカルロス・トゥルヒージョ OAS 代表

大使は 

「２４カ国がベネズエラの加盟資格停止について議論

することを承認した。そのうち１８カ国はこの提案を通

すことに賛同している」 

とコメントした。 

 

OAS の加盟資格停止には加盟国の３分の２の賛成が必

要になる。OAS の加盟国は３５カ国だが、キューバは

加盟資格を停止されており、実質３４カ国。加盟資格を

停止するためには２４カ国の同意が必要になる。 

 

米州機構で加盟資格の停止を承認されたのはキューバ

とホンジュラスの２カ国のみ。２カ国とも加盟資格停止

は代表の選ばれ方に正当性が欠けることが理由だった。 

 

５月２０日の大統領選挙については、国内外から正当性

を疑問視する声が出ている。今回の総会でベネズエラの

加盟資格を停止する決定が出される可能性はあるだろ

う。 

 

他方、ベネズエラ政府は１７年４月に OAS からの離脱

を表明している。現在は２年間の移行期間にあり、正式

な脱退は１９年４月の見通し。 

 

つまり、ベネズエラの OAS 加盟資格停止はシンボリッ

クなものにすぎないが、国際社会に与えるイメージは小

さくないだろう。 

 

 

「マドゥロ大統領 ２回目の国民対話を求める」         

 

６月３日 マドゥロ大統領は第２回国民対話の実施を

提案した。第一回目は５月２８日に実施していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.143」５月２８日付の記事参照）。 

 

「今週起きた出来事をとてもポジティブに感じている。

我々は全国民の話を聞くことが出来る。そして、平和的

な解決のための合意を結ぶことが出来る。 

 

第２回目としてコミューン、教師・専門家、労働者、若

者との対話を予定している。この会議で経済モデルの改

革を進め、より国民に貢献できる行政になるための改革

を実現できる。」と対話の継続を訴えた。 

 

経 済                       

「通貨切り下げの施行日は８月４日に変更」            

 

マドゥロ大統領は６月４日に施行予定だった通貨切り

下げについて６０日間延期することを決めた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.143」５月２９日付の記事参照）。 

しかし、正式にいつを新たな施行日にするのかについて

は決まっていなかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.144」

５月３０日付の記事参照）。 

 

６月２日 経済担当副大統領府は公式ツイッターで通

貨切り下げの予定日を８月４日にすると発表した。 

以下、一部を簡訳する。通貨切り下げ延期は対話で実現

したように見せたいようだ。 

 

 

ベネズエラ政府は平和の確立と経済発展、社会開発のた

め対話を促進している。マドゥロ大統領と金融機関との

対話の結果、１８年６月４日に予定していた通貨切り下

げの施行日を８月４日に変更する。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
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「中国 ベネズエラ向けの融資を停止」         

 

スペイン新聞「El Pais」は、１７年に中国がベネズエラ

向けの融資を行わなかったと報じた。以下、同記事の訳。 

なお、中国とベネズエラの融資関係については「ウィー

クリーレポート No.7」で紹介している。 

 

 

中国はベネズエラの政治経済危機を受けてベネズエラ

向けの貸付を急停止した。 

 

有識者によると、１７年は、十数年で初めてベネズエラ

に対して新たな融資を行わなかった。また、１８年も現

在まで中国はベネズエラに新たな融資をしていない。 

 

インターアメリカン・ダイアログによると、中国の国家

開発銀行（CDB）や中国輸出入銀行（Eximbank）は０

５年～１６年にかけて６２２億ドルを融資してきた。 

 

ベネズエラ政府は、PDVSA の原油輸出により債務を返

済するスキームが構築されている。しかし、原油価格の

下落と産油量の低下もあり債務返済が困難になった。 

 

PDVSA の情報によると、ベネズエラは１４年、中国向

けに１４３．７億ドルを輸出したが、１６年には５８億

ドルにまで減少した。 

 

中国政府はベネズエラへの融資実行を表立って拒否し

ていないが１７年は融資をしていない。経済危機が解決

するまで新しい投資を待つというオプションを取った。 

 

ベネズエラ政府は中国に対して１９３億ドルの債務を

負っている。１６年に２年間の元本返済猶予期間を得る

ことで合意したため、債務は減っていない。 

 

 

 

ロイター通信はこの元本返済の減免が延長されると考

えているが、中国政府、Eximbank、CDB は対話の姿勢

を見せていない。 

 

北京大学のマイケル・ペティ教授は２つのオプションが

あると語る。 

「もし借りた人が返せなければ、借入金の債務再編を行

う。あるいは債務不履行（デフォルト）を宣言する。後

者は両国の関係を鑑みれば難しいだろう。 

 

事実上、唯一の解決策は債務再編だが、中国政府はこの

議論をしたくない。中国政府が外国投資に失敗したこと

を認めることを意味するからだ。中国政府は投資の失敗

を認識せずに済む方法を探るだろう。 

 

なお、中国がベネズエラから離れることは無い。政権を

誰が握るとしても中国はベネズエラに関与し続ける。」 

とコメントした。 

 

 

「Plumrose 食品工場で火事」              

 

６月２日 ハムなど肉類加工品を製造する米国企業

「Plumrose」アラグア州カグア工場で火事が起きた。 

カグア周辺は巨大な煙に覆われ騒然となったようだ。 

 

 

（写真）Plumrose 社 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
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（写真）El Estimulo 

“火事が起きた Plumrose の工場” 

 

「Corpoelec 職員は辞職ではなく逃亡する」              

 

国営電力公社（Corpoelec）労働組合のララ州代表を務

めるオスワルド・メンデス氏は従業員数が２，０００人

から８００人に減ったとコメントした。 

 

現在の給料は１週間３０万ボリバル。給料が低すぎて生

活できないと現状を訴えた。なお、現在の並行レートは

１ドル１００万ボリバルを越えている。 

彼らの１週間の給料は並行レート換算で３０円程度と

いうことになる。 

 

「この状況について話し合うため６月１日に労働組合

の会合を開いたが、会合の周りには SEBIN が包囲して

いた。従業員は組織を辞職するのではなく、逃げ出して

いる。」と訴えた。 

 

また停電の問題を解決するにも機材を運ぶことができ

る大型車が１台しかないと述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

「原油価格１バレル６６．１８ドル」              

 

１８年５月２８日～６月１日のベネズエラ産原油の平

均価格は４２３．９６人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６６．１８ドル／バレル。前週の６８．５

６ドルから２ドル超下落した。 

 

 

 

以上 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年５月）

（出所）ベネズエラ石油省


