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（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー 

 

２０１７年８月２８日（月曜） 

 

政 治                   

  「制憲議会 報道への規制を提案」 

  「元検事総長 コスタリカで汚職を追加で告発」 

  「中国・ロシア 米国の制裁を非難」 

  「石油相 会合前にロシアで協議」 

経 済                   

  「制憲議員 中国との交渉を発表」 

「ハウスマン 債務再編の必要性を強調」 

社 会                   

  「統制価格と実際の販売価格との差が拡大」 

２０１７年８月２９日（火曜） 

 

政 治                   

  「制憲議会 野党を裁判にかけることで合意」 

  「ティントリ ベネズエラの人権侵害を訴える」 

  「欧州議長 ベネズエラ政府への制裁を求める」 

  「野党 プレ選挙キャンペーンを開始」 

経 済                   

  「石油相とロシア大使が会談」 

  「債券価格 大幅下落」 

「第１５回 DICOM 公募開始」 

社 会                   

  「ペルー ベネズエラ人を受け入れ」 

  「電力公社 １０州で停電」 
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２０１７年８月２８日（月曜）             

政 治                       

「制憲議会 報道への規制を提案」           

 

８月２８日 デルシー・ロドリゲス制憲議長は情報通信

サービス業者を統制することを提案した。 

 

「我々のアンケート調査によると１８％のベネズエラ

人が、争いを招くような表現をインターネット上に公開

することを拒否している。多くの国民は明らかに嫌悪を

招く表現を拒否しており、政府は手を打たないわけには

いかない。我々は「嫌悪罪取締法」によって、このよう

な情報を流す業者を規制する。この法律によりベネズエ

ラに平和が訪れる。 

 

マスメディアは我々に心理戦を仕掛けている。野党は米

国に軍事介入を求めており、自分たちが戦うための武器

まで求めている。」 

 

他、デルシー・ロドリゲスが演説中に話した主な内容は

以下の通り。 

 

1. ベネズエラでは人権モデルが構築されている 

2. 暴力を受けているのは与党支持者である 

3. ベネズエラは今回の制裁前から米国による事実上

の金融ブロックに苦しんでいる 

4. 制憲議会は政治イデオロギーの戦いの守護者とし

て機能する 

5. 実際に制憲議会が出来たことで国がこれまでより

平和になった 

6. 我々は今回の問題を起こした野党を孤立させると

発表した。実際に野党は孤立しつつある 

7. 我々は米国との良好な関係を望んでいるが米国が

攻撃を仕掛けてくる 

8. 我々は米国に支配されない新しい世界を作る 

 

 

「元検事総長 コスタリカで汚職を追加で告発」                 

 

オルテガ元検事総長はコスタリカに移動し、オスカル・

アリアス元大統領と会談し、記者会見を開いた。 

 

オルテガ元検事総長は記者会見でベネズエラ政府関係

者の汚職について追加情報を語った。 

 

1. マドゥロ大統領は８００～１，０００万ドルの公金

を横領している。 

2. ベネズエラ政府関係者の汚職に関わる証拠をいく

つか所有している。具体的にはディオスダード・カ

ベジョ制憲議員、エリアス・ハウア教育相、ホルヘ・

ロドリゲス・リベルタドール市長、マキシミリアン・

サンチェス元在米ベネズエラ大使、ジェシィ・チャ

コン元電気エネルギー相の名前が挙がっている。 

3. ハイマン・エスカラ制憲議員の親族が所有する会社

を通じて汚職が行われている。 

4. 汚職の証拠はすでにブラジルには渡している。今後、

米国にも提出する。 

5. ベネズエラ国内では汚職を法律で罰することが出

来ないため、外国に証拠を提出している。 

6. 仮に私がベネズエラに帰国したら私は政府に逮捕

され、拷問され、消息を絶つことになるだろう。す

でに私の暗殺指令が政府から出ている。 

 

 

またスペイン紙「El Diario」は、オルテガ元検事総長が

CIA にロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領とベネズ

エラ政府との汚職の証拠を提出したと報じた。 

 

汚職取引はサパテロ元大統領が大統領だったころ。スペ

インがベネズエラに４隻の戦艦を販売した取引で本来

の契約額よりも４，０００万ドル多くベネズエラ側から

支払われたと報道されている。 
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「中国・ロシア 米国の制裁を非難」          

 

諸外国からベネズエラ政府への圧力が強まる一方で、ロ

シア、中国は引き続きベネズエラ政府を支援する立場を

崩していない。 

 

ロシア外務省の報道官は 

「ベネズエラへの金融制裁はベネズエラの経済問題を

悪化させる意図を持っている。ここ最近では国内に緊張

緩和の傾向が見えていた。今回の制裁は純粋にベネズエ

ラの野党を支援することを目的としており、一方的なロ

ジックによる制裁は問題を悪化させるだけだ。」 

と報じた。 

 

中国外務省の報道官は 

「中国は他国を尊重し、内政干渉をしないスタンスを取

っている。現在のベネズエラの問題はベネズエラ政府と

国民の間で解決されるべきだと考えている。これまでの

歴史上、外国の介入や一方的な制裁は現状を悪化させる

効果しかなく、当該国の本来の問題の解決に資すること

は無い。」 

 

「石油相 会合前にロシアで協議」            

 

ロシアのニュースメディア TASS によると、減産合意の

進捗確認のため９月２２日にウィーンで OPEC、非

OPEC 会合が開催される。 

この会合の期間中にデル・ピノ石油相がアレクサンダ

ー・ノバク石油相と会談を行う予定のようだ。 

 

ロスネフチは１７年４月に PDVSA に対して石油代金

の前払いとして１０億ドルを支払っている。ロスネフチ

のイゴール・セーチン社長は、当面は追加支払いを予定

していないと発言したが、１０月の PDVSA 社債償還を

前に追加の前払いについても交渉される可能性がある

だろう。 

 

経 済                       

「制憲議員 中国との交渉を発表」          

 

ベネズエラ国営放送のインタビューで、ファン・アレマ

ン制憲議員は、ベネズエラ政府が中国と債券取引に関わ

る交渉を進めているとコメントした。 

 

「米国が我々に対して金融制裁を仕掛けようとしてい

ることはだいぶ前から知っていた。ベネズエラ政府は米

国からの攻撃に腕を組んでいるばかりではない。 

 

幸いないことに我々には味方がいる。ベネズエラ政府は

以前から中国と債券の買戻しに関わる交渉をしており、

近日中に政府が発表を行うだろう。」 

とコメントした。 

 

スキームの詳細については語られなかったが、スキーム

はおおよそ以下の通りだろう。 

 

２０１８年８月満期のベネズエラ国債を例にとって説

明する。 

 

中国が７億ドルをベネズエラに融資する。ベネズエラは

その７億ドルで２０１８年８月満期の国債を流通市場

で買い戻す。 

ベネズエラ国債はそのリスクの高さから流通市場でた

たき売られており、現在、１８年８月満期の国債は額面

１００ドルに対して７０ドル程度で購入できる。 

ベネズエラ政府は２０１８年８月になれば、債券を持っ

ている投資家に額面通り１００ドルを支払わなければ

いけない。そうであれば、今のうちに７０ドルで購入し

ておいた方がキャッシュアウトを節約できる。 

 

もちろん融資を受けたベネズエラ側は、節約できたキャ

ッシュの一部を中国の投資家に還元することになるだ

ろう。 
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「ハウスマン 債務再編の必要性を強調」        

 

世界的にも著名な経済学者として知られるハーバード

大学のリカルド・ハウスマン教授（ベネズエラ国籍で元

ベネズエラ企画相）は、ベネズエラの状況について 

 

「ベネズエラが現在置かれている状況は世界的に見て

も例がない。ベネズエラ経済を回復させるためには輸入

額を増やす必要がある。ベネズエラが国として正常な状

態を維持するためには３５０億ドルは輸入しなければ

いけない。 

 

２０１２年～２０１６年の４年間でベネズエラの一人

当たりの輸入額は７５％も減った。そして、２０１７年

も減り続けている。 

 

ベネズエラ経済を回復させるためには、債務再編が必須。

それに加えて、全世界からの支援を必要とする。１，０

００億ドルは必要だろう。 

 

米国による今回の金融制裁は、石油の輸入禁止よりも効

果的だ。ゴールドマンサックスが依然行ったようなベネ

ズエラ中央銀行の資産売却を禁止することが出来る。 

 

ベネズエラは麻薬

団とキューバにコ

ントロールされて

いる。キューバは

独裁政権下での統

制技術を教え込ん

でいる。」と語った。 

 

（写真） 

Wiki Commons 

リカルド・ハウス

マン 

 

社 会                       

「統制価格と実際の販売価格との差が拡大」           

 

政府のコントロール外による並行レートは７月末に比

べて落ち着いてはいるが、それでも「Dolar Today」の

ウェブサイトでは１ドル１７，０００ボリバルと掲載さ

れている。 

 

日本の主食は米だが、ベネズエラにとってトウモロコシ

粉は米と同じような位置づけにある。 

 

ベネズエラの食品製造大手ポラール社ブランドのトウ

モロコシ粉「Harina P.A.N.（アリーナ・パン）」はベネ

ズエラ人であればだれもが知っている食料品と言って

も過言ではない。この商品は全国民にとって大事な食料

品なので、ベネズエラ政府は「Harina P.A.N.」の販売価

格を統制している。 

 

最近、この統制価格が２，１３０ボリバルに値上げされ

た。これまでは８９０ボリバルだったので、倍以上の値

上げになる。 

ただ、この値段で「Harina P.A.N.」を買うためにはスー

パーマーケット職員に知り合いがいるか、数時間も長蛇

の列に並ばなければならない。 

 

更に「Harina P.A.N.」

を買った人は自分が食

べるためではなく転売

を目的にしている場合

も多い。現在、この商品

は９，０００～１１，０

００ボリバルで取引さ

れているようだ。 

 

（写真）ポラール社 

「Harina P.A.N.」 
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２０１７年８月２９日（火曜）             

政 治                       

「制憲議会 野党を裁判にかけることで合意」           

 

８月２９日 制憲議会は米国の金融制裁を推し進めた

野党関係者を「国家への裏切り」の罪で裁判にかけるこ

とを決めた。 

 

合意した文章には特定の人物の名前は言及されていな

かったが、これまでの経緯から間違いなくフリオ・ボル

ゲス国会議長とフレディ・ゲバラ国会第一副議長は裁判

の対象になるだろう。 

 

元刑務所・刑務制度相で現在は制憲議員のイリス・バレ

ラ氏も 

「フレディ・ゲバラとフリオ・ボルヘスは国を捨てた犯

罪者として罪を償わせなければならない。」と発言して

いる。 

 

加えていえば、フリオ・ボルヘス氏は野党政治団体の中

でも最も規模が大きい第一正義党（PJ）の幹事長。フレ

ディ・ゲバラ氏はレオポルド・ロペスが党首の大衆意志

党（VP）の幹事長を務める。 

両名の個人制裁にとどまることなく、両団体にも罰則が

科せられ、第一正義党、大衆意志党に所属する政治家は

１０月の州知事選に出馬できなくなる可能性もあるだ

ろう。 

 

９月１０日に野党が行う予定のプレ選挙では、多くの州

で第一正義党と大衆意志党の政治家が選ばれると予想

される。仮に、両政党の政治家が選挙に参加できなくな

れば、プレ選挙後の候補者選定で野党内に混乱が起きる

可能性がある。 

 

なお、制憲議会は「ベネズエラ政府に対する米国の金融

制裁を非難する声明」も全会一致で承認した。 

 

「ティントリ ベネズエラの人権侵害を訴える」          

 

大衆意志党の党首で現在自宅に軟禁措置を受けている

レオポルド・ロペス氏の妻、リリアン・ティントリは国

際メディアに対してベネズエラで起きている人権問題

を訴えた。 

 

「ベネズエラ人は生活に必要な最低限の食料や医薬品

さえも満足に買うことが出来ない。 

 

医薬品の不足率は８５％、食品の不足率も８３％に達し

ている。ここ数年で７５％のベネズエラ人が９キロ体重

を落とした。最低賃金の１５倍の所得がないと、基本的

な生活費を賄うことが出来ない。子供たちが栄養失調に

なり、飢えている。」と訴えた。 

 

「欧州議長 ベネズエラ政府への制裁を求める」    

 

８月２９日 欧州議会議長のアントニオ・タハニ氏は欧

州議会でマドゥロ政権への制裁を科さなければならな

いと訴えた。 

 

「欧州が大事にする価値を世界に広めなければならな

い。欧州商工会議所は、我々に対して世界をリードする

存在であることを求めている。 

具体的な方法をもって欧州の価値を普及していく必要

がある。したがって、非民主的なマドゥロ政権に対して

何らかの手段を講じる必要がある。」 

と訴えた。 

 

現在、ベルギーの首都ブリュッセルに各国の欧州連合大

使が集まり会議が開かれている。今後、９月１日まで世

界の動向について話し合いが行われる予定。 

 

なお、同日フランスのマクロン大統領がベネズエラを独

裁政権と非難した。 
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「野党 プレ選挙キャンペーンを開始」         

 

１０月に行われる州知事選を前に、野党は各州の候補者

を１名に絞るためのプレ選挙を９月１０日に行う。 

このプレ選挙のための選挙キャンペーンが８月２９日

から始まる。 

 

一方で選挙管理員会（CNE）はまだ１０月の州知事選の

日程さえも決めていない（１０月１５日（日曜）との噂

あり）。 

 

本来であれば、選挙キャンペーンの期間は CNE が決め

るもので、政治団体が決めるものではない。 

 

与党側はあからさまな選挙キャンペーンはまだ行って

いない。一方で野党が８月２９日から選挙キャンペーン

を開始することは平等ではないという意見があっても

不思議ではない。 

 

２０１２年に大統領選の候補者を決める際にも野党は

プレ選挙を行っており、これまでは問題なかった。 

 

一方で与党としては、これまで以上に苦しい選挙戦にな

ることは明らかだ。杞憂で終われば良いが、CNE から

野党が選挙規定に違反をしているとのレッテルを張ら

れないか心配だ。 

 

経 済                       

「石油相とロシア大使が会談」             

 

デル・ピノ石油相とウラジミール・サエンスキー在ベネ

ズエラロシア大使が PDVSA 本社で会合をもった。 

 

OPEC と非 OPEC 合同会合についての意見交換のため

で石油の需給調整を探るためである。 

 

 

会合には Gasprombank のイゴール・ジトマン営業部長

も参加。Gazprombak が資本参加している Petrozamora

の進捗についても確認した。 

 

 

（写真）PDVSA ツイッター 

 

「債券価格 大幅下落」                

 

米国がベネズエラに金融制裁を発表した８月２５日

（金曜）、金融市場はほぼ動かなかったが翌営業日の

２８日（月曜）は債券価格が急激に下落した。 

 

レンディ・バローレスの財務部長を務めるゲロニモ・

サンセッティ氏は、８月２５日にマドゥロ大統領が

「Citgoは事実上の閉鎖に追い込まれた。」との発言が

市場関係者の不安を誘ったのではないか。また、同日

は原油価格も大きく下がっており、その影響もあった

のだろう。とコメントした。 

 

また、格付大手Moody’sは同社のレポートで、南米で

はベネズエラとアルゼンチンの政治リスクが高い。特

にベネズエラは、政府の信用リスクが著しく低く、ベ

ネズエラ政府債、PDVSA社債ともに債務不履行に陥る

可能性が極めて高い。と評価した。 

他、米国の投資会社Cantor Fitzgerald社は今後ベネズ

エラ公社債の取引は行わないと発表した。 
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同社はベネズエラ公社債の主要取引会社には入ってお

らず、実質的なインパクトは大きくないと思われる

が、今後、他の金融機関が自主規制を始めると債券価

格は一層下がっていくことになるだろう。 

 

 

「第１５回 DICOM 公募開始」             

 

第１５回目の DICOM 募集要項が公示された（参照） 。  

内容は以下の通り。   

   

■応札期限：８月３０日（水曜）PM４時まで   

■競売決定日時：８月３１日（木曜）AM８時   

■結果公表：９月１日（金曜）   

■決済日：９月４日（月曜）   

■応札レート幅：   

 ２，６７９．６～３，４４５ボリバル／ドル   

■応札最小額：   

 個人： ５０ドル   

 法人： １，０００ドル   

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、ドル口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

社 会                       

「ペルー ベネズエラ人を受け入れ」            

 

ペルー政府はベネズエラでの人道危機を支援するため

ベネズエラ人に滞在許可を与えている。 

 

８月２９日 ３０名のベネズエラ人に滞在許可証を交

付するセレモニーが行われた。 

 

カルロス・バソンブリオ内務相が同公布式に出席し 

 

「過去、ペルーが危機にあったときにベネズエラは１，

０００人以上のペルー人を受け入れてくれた。我々は恩

返しをする。 

滞在許可を受けた者はペルー国内で正式に仕事ができ、

納税をする。同様にペルーの医療、教育サービスを受け

ることが出来る。 

２月～７月の間にペルー政府は１１，２６４名のベネズ

エラ人に滞在許可を与えた。うち、未成年は１，０００

人を超える。」と発言した。 

 

ペルーは強くベネズエラ政府を非難しており、８月８日

にリマで開催された会合でベネズエラを非難した１２

カ国はペルーグループと総称されている（「ベネズエラ・

トゥディ No.17」８月８日、「ベネズエラ・トゥディ

No.19」８月１１日記事参照）。 

 

一方でアビオール航空がペルー政府に受け入れを拒否

されたとの報道もある（「ベネズエラ・トゥディ No.25」

８月２６日記事参照」）。 

 

ペルー政府はベネズエラ政権を強く非難しているが、両

国の政治、経済関係は小さい。ペルーからの制裁はベネ

ズエラの体制に特段の影響を与えないだろう。 

 

以上 

https://www.dicom.gob.ve/2017/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-015-17/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf

