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（写真）財務省公式ツイッター “統制価格を決めるための会合の様子” 

 

 

２０１８年６月２７日（水曜） 

 

政 治                     

 「サパテロ元西首相 自身のスタンスを説明 

～引き続き対話を支持する姿勢を示す～」 

「米ペンス副大統領 ベネズエラ難民施設視察」 

経 済                     

 「政府と企業 価格統制について協議 

～食料省 スーパーのモノ不足率８４％と説明～」 

 「インド石油会社役員が PDVSA 総裁と協議」 

 「決済機関 EuroClear １４億ドルの送金妨害」 

 「検事総長 PDVSA１１名を汚職で逮捕」 

「Datanalisis 国民の９％は外国から送金受領」 

２０１８年６月２８日（木曜） 

 

政 治                    

 「発展進歩党 市議会議員選に参加意志示す」 

 「LCR 一斉ストライキを検討する時が来た」 

 「米国経済担当官 大統領選の再選挙を要請」 

経 済                    

 「ベネズエラ銀行 送金サイトにログイン不可」 

 「コロンビア向け輸出 ３１％減少」 

 「不履行債券の累積額は４０億ドル超」 

社 会                    

 「国会 不正の疑いがある６社の調査を開始」 

「メレンテス元中銀総裁 暗殺計画で男性逮捕」 
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２０１８年６月２７日（水曜）             

政 治                       

「サパテロ元西首相 EU の制裁は結果を伴う      

   ～欧州議会から同氏の行動に非難の声～」       

 

６月２７日 サパテロ元西首相（これまで大統領と書い

てきたが、スペインの国家元首は首相のため、今後はサ

パテロ元西首相とする）はアルゼンチンの新聞「La 

Nacion」のインタビューに答えた。 

 

以下、その内容を紹介したい。 

 

 

2 年前からサパテロ元西首相はベネズエラ危機の仲裁

者として行動している。野党の何人かからは与党に与す

る人物だと非難を受けている。 

 

また、多くの批判がある中でサパテロ氏は対話が唯一の

解決策だと主張、５月２０日の大統領選に参加すること

を支持した。 

 

サパテロ氏（以下、「サ」）は 

「選挙を認めない人物は、制裁だけは認めている。私の

質問はどのように現状を解決するかだ。」 

と語った。 

 

記者：数日前に野党連合（MUD）はあなたのことを与

党に与する人物として、仲裁者と認識しないと発言して

います。あなたと野党の関係はどのようなものですか？ 

 

サ：誰がその発言をしていたのか教えてほしい。 

 

記者：例えばファン・グアイド議員（大衆意志党）です。 

 

サ：私は大半の野党政治家と良い関係を維持している。

実際のところ第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス氏と

は認識に大きな隔たりがある。 

しかし、行動民主党（AD）の政治家や新しく政治グル

ープ「Concertacion」を結成したファルコン氏、大衆意

志党（VP）のレオポルド・ロペス党首とは良い関係を維

持している。 

 

この職務は非常に難しい。私は賞賛より非難を受ける方

が多い。ベネズエラは分断している。私は人権活動家で

も検事でも裁判官でもない。私は平和をベネズエラにも

たらそうとしている。そのためには与野党双方が今より

良い選択を探すための対話が必要だ。 

私の政治経験から全ての選択肢が無くなった場合、政治

は崩壊し、何千の人命を失う結果になる。 

 

記者：与党との関係はどうですか？ 

 

サ：マドゥロ大統領、デルシー・ロドリゲス副大統領、

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相と対話を促進するための

関係を持っている。彼らは対話に前向きで平和を求めて

いる。 

 

記者：３名全員ですか？ 

 

サ：デルシー・ロドリゲス副大統領とホルヘ・ロドリゲ

ス情報通信相の２名とやり取りしている。この２名はそ

うだ。ただ、２名はマドゥロ大統領の支持のもと私と話

をしている。デルシーとホルヘとはほとんど毎日のよう

に連絡を取っている。マドゥロ大統領とはカラカスに行

ったときに会っている。ただ、私は野党メンバーともほ

ぼ毎日のように連絡を取っている。 

 

記者：あなたの仲裁の成果、理想は何ですか？ 

 

サ：この３週間で１４２名の政治犯が解放された。自宅

謹慎処分を受けているレオポルド・ロペス VP 党首も完

全に自由になることを望んでいる。 
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記者：ロペス VP 党首の解放について与党の反応は？ 

 

サ：まず彼らの基本的な認識を知らなければいけない。

ロペス党首は１４年の抗議行動を扇動した人物だ。 

私は抗議行動の結果、家族を失った人々のことも知って

いる。レオポルド・ロペス党首を刑務所から解放すため

にデルシーと尽力した。与野党の主張の双方を考慮しな

ければいけない。 

 

記者：一昨日、欧州連合がベネズエラの政府関係者１１

名に制裁を発動しました。その中にはデルシー・ロドリ

ゲス副大統領も含まれています。ただ、マドゥロ大統領

は含まれていませんね。この制裁は、どのような意味が

あると思いますか？ 

 

サ：どこまでベネズエラを理解しているかを意味してい

ると思う。欧州連合はベネズエラのことをあまり知らな

いと確信している。彼らがどこから情報を得ているのか

は知らない。 

 

記者：国連が公表した与党による人権侵害に関する報告

についてどのように思いますか？ 

 

サ：全体的には良いと思う。私は１３年間、人権のため

に戦ってきた。人権を擁護する立場に立たなければいけ

ない。しかし、政治には複雑な要素が絡む。ベネズエラ

政府に壁を作って、問題をどのように解決しようとする

のだろうか。非難には解決の道筋が見えない。 

与党への制裁、ボイコットは影響を伴う。もし、ベネズ

エラが壊滅的な状況に陥ったときに、その責任は誰にあ

るのか？ 

 

記者：社会的な崩壊ですか？ 

社会、市民の崩壊だ。市民対立が激化することになる。

私は昨年の６月、７月にカラカスにいたが、１００名以

上が命を落とした。 

 

 

「米ペンス副大統領 ベネズエラ難民施設視察」         

 

米国のペンス副大統領は中南米各国を回っている。 

 

６月２７日 ペンス副大統領と妻のカレン・ペンス氏は

ブラジルとマナウスのベネズエラ人難民施設を訪問し

た。同施設には１２０人のベネズエラ人が暮らしている。 

 

ペンス副大統領は、そこでベネズエラ政府を非難し、ベ

ネズエラの人道問題の解決を求めた。 

 

「マドゥロ政権はひどい独裁政権だ。経済を弱体化させ、

その社会的コストは計り知れない。この影響で２００万

人を超えるベネズエラ人が国を逃げなければならなか

った。」 

と訴えた。 

 

マナウスで暮らす大部分のベネズエラ人はブラジルと

ベネズエラの国境にあるロライマ県ボア・ビスタから入

国する。 

 

なお、前日にブラジルのテーメル大統領と会談し、難民

対策費として１２０万ドルをブラジルに拠出すると発

表した。 

 

 

（写真）米国ペンス副大統領ツイッターより抜粋 
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経 済                        

「政府と企業 価格統制について協議         

 ～食料省 スーパーのモノ不足率８４％と説明～」           

 

６月２７日 アイサミ経済担当副大統領をトップとす

る生活必需品５０品目の価格を統制するための会合が

始まった。今後、２８～２９日も含めて３日間かけて議

論され、２９日に最終結論が出される予定。 

１日目は米と砂糖の価格について検討した。 

 

なお、生活必需品に分類される５０品目は、コーヒー、

砂糖、米、パスタ、豆、肉、牛乳、白チーズ、ハム、マ

ヨネーズ、とうもろこし、鶏肉、魚、小麦粉、食用油、

など。その他、トイレットペーパー、石鹸など食料以外

の生活品。 

 

会合に参加したルイス・メディナ食糧相は前述の５０品

目について、 

「スーパーマーケットで在庫の有無を定点調査したが

スーパーマーケットでは生活必需品とされる５０品目

のうち１６％しか販売されていなかった。」 

と物不足状況にあることを認識する発言をした。 

 

ただし、報道を見る限りでは問題の解決として政府が検

討しているのはこれまで同様に価格統制のようだ。 

これまで通り、価格を固定し、政府の流通網を通じて国

民に販売することを前提に協議が進められる見通し。 

 

野党系サイト「La Patilla」によると、政府はベネズエラ

国内で販売される５０品目の７０％を購入し国民に販

売、残りの３０％は生産者の裁量で販売できる仕組みに

することを考えているようだ。 

 

 

 

 

 

「インド石油会社役員が PDVSA 総裁と協議」                  

 

PDVSA は自社のウェブサイトで、 

“インド「Reliance Industries 社」の役員とケベド総裁が、

製油所のより効率的な運営など今後の経済関係強化に

ついて協議。同様にロシアの「Rosneft」副社長とも新し

いビジネスについて協議した“ 

と発表した。 

 

「Reliance Industries 社」はインドで Jamnagar 製油所

を運営する民間企業。同社だけで日量１２４万バレルの

精製能力がある。 

１７年８月に同じくインドの中堅財閥「Essar Group」

がロシアのロスネフチらに対して「Essar Oil」株式４

９％を売却。 

 

PDVSA は１２年にインドの「Reliance」と「Essar」に

対して長期の原油供給契約を締結していた。「Reliance」

については、１５年に渡り日量４０万バレルを供給する

契約だったようだ。 

 

長年のメンテナンス不足に加えて米国からの金融制裁

により、PDVSA のオペレーションは壊滅的な状況にあ

る。そこに ConocoPhillips がカリブ海の PDVSA 資産

を差し押さえたことで状況悪化に拍車をかけた格好だ。 

 

PDVSA はクライアントに対して、６月以降、供給契約

を履行できないと通知し始めている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.146」６月４日付の記事参照）。 

 

「決済機関 EuroClear １４億ドルの送金妨害」         

 

６月２７日 マドゥロ大統領は、国際決済業務を行う

「EuroClear」が、１４億ドルの資金移動を阻害してい

ると非難した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
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この１４億ドルは食料や医薬品の輸入のために使用す

る資金だったが、米国政府の命令を受けて欧州が

EuroClear の決済を邪魔していると訴えた。また、米国

と欧州が制裁を続けるのであれば新たな経済体制を構

築しなければいけないと訴えた。 

 

他、国民を苦しめる制裁は野党のフリオ・ボルヘス前国

会議長やルイサ・オルテガ元検事総長、スペインに逃亡

したアントニオ・レデスマ元カラカス首都区長によるも

のだと非難した。 

 

「検事総長 PDVSA１１名を逮捕」                  

 

検察庁は PDVSA のホセ・アントニオ・アンソアテギの

原油倉庫ターミナルで起きた２つの事件を受けて１１

名の PDVSA 職員の逮捕令状を発出した。 

 

報道では「汚職で１１名を逮捕」と書かれているが内容

を読む限り今回の逮捕は汚職ではないようだ。 

 

意図的な職務怠慢で PDVSA 合弁会社に損害を及ぼし

たことが逮捕理由とされる。 

 

サアブ検事総長の説明によると、６月１４日に１３．５

万バレル（１，１７３万ドル相当）の損害を出したとい

う。また、６月１６、１７日には２７０万ドル相当の損

害。合計で約１，４００万ドルの損害を及ぼしたようだ。 

 

２つの事件はナフサの供給に関連して、PDVSA 合弁会

社「Petromonagas」「Petrosinovensa」が使用する原油を

汚染したことが原因だったようだ。１１名が倉庫の管理

を適切にしなかったため、本来送るはずの製品を誤り、

別の製品を送ってしまったと思われる。 

 

サアブ検事総長は今回の一件を「サボタージュ行為」だ

と非難している。 

 

「Datanalisis 国民の９％は外国から送金受領」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」はベネズエラ国民の送金事

情についてレポートを公表した。 

 

過去、外国に住むベネズエラ人の人数は６２万人だった

が、昨今の経済危機を受けて現在は３４１万人にまで増

えていると予想。国外に住むベネズエラ人のうち１８％

が家族送金をしていると予想した。 

 

対してベネズエラ側で送金を受領している世帯は全体

の９％、毎月の仕送り額は平均で６０ドルと予想した。 

 

また、この６０ドルでベネズエラでは何が買えるかにつ

いて、 

・卵は１，４１２個（米国であれば３９７個） 

・とうもろこし粉は４０３キロ（米国であれば１７キロ） 

・マクドナルドのビックマックセットは４７セット 

（米国では８セット） 

・映画館の入場は１７８回（米国であれば５回） 

などと比較した。 

 

２０１８年６月２８日（木曜）             

政 治                       

「発展進歩党 市議会議員選に参加意志示す」        

 

６月２８日 ヘンリー・ファルコン氏を党首とする発展

進歩党（AP）のダニエル・ウイセ氏は、記者会見で発展

進歩党の声明を読み上げ、１２月の市議会議員選に参加

するとコメントした。 

 

「我々の政党は野党としてのポジションに立っている

ことを確認する。政権を交代する手段として引き続き選

挙を支持し、市議会議員選に参加する。」 
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ファルコン党首は５月２０日の大統領選に参加したが、

選挙結果が出る前に選挙に不正行為があったとして結

果を認めないと発表している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.139」５月２０日付の記事参照）。 

 

また、最高裁に選挙のやり直しを申請したが、申し入れ

は棄却された（「ベネズエラ・トゥデイ No.150」６月１

３日付の記事参照）。 

 

不正だと認識した後も選挙に出るのかとの野党連合

（MUD）側の非難が予見される。 

 

「LCR 一斉ストライキを検討する時が来た」           

 

野党連合に所属し、ボリバル州に拠点を置く地方政党

「La Causa R（LCR）」のアンドレス・ベラスケス党首

は１週間ほど前から野党連合（MUD）に対して、全国

的なストライキを呼びかけることを検討している。 

 

他方で、経済混乱期に更に経済を混乱させるべきではな

いとの意見もあり、同氏の主張を快く思わないグループ

も存在する。 

 

LCR のベラスケス党首はテレビのインタビュー番組に

出演し、ストライキの呼びかけについて 

「私は直接的にストライキを起こすための日時を発表

したわけではない。私が言いたいことは、ベネズエラが

ストライキの可能性について議論するべき時期に来て

いるということだ。」 

と以前より、トーンダウンする主張をした。 

 

 

 

 

 

 

 

「米国経済担当官 大統領選の再選挙を要請」         

 

大統領選挙後に米国はベネズエラに対して追加の金融

制裁を発動した。 

この制裁措置を受けて、マドゥロ大統領は米国大使館の

実質的ナンバーワンであるトッド・ロビンソン経済担当

官を国外に追放した（「ベネズエラ・トゥデイ No.140」

５月２２日付の記事参照）。 

 

これを受けてトッド・ロビンソン経済担当官は既にベネ

ズエラを離れているが、後任はすぐに着任した。後任は

クリストファー・ランバート氏。６月１１日にベネズエ

ラ政府から在ベネズエラ米国大使館の経済担当書記官

としての信任状を受け取っている。 

 

６月２８日 クリストファー・ランバート氏は「米国独

立記念日」を祝う大使館イベントの冒頭挨拶をし、５月

２０日の大統領選について再選挙をベネズエラ政府に

求めると発言した。 

 

一方で、まだ着任間もないがトッド・ロビンソン前経済

担当書記官よりもベネズエラ政府を非難するトーンは

穏やかになっている印象を受けている。 

 

 

（写真）在ベネズエラ米国大使館ツイッター 

“クリストファー・ランバート経済担当官（写真左）” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
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経 済                       

「ベネズエラ銀行 送金サイトにログイン不可」            

 

ツイッターのコメントで国営金融機関ベネズエラ銀行

（Banco de Venezuela）の電子送金でイレギュラーな事

態が起きているとのコメントが散見される。 

 

そもそも通信上の問題もあり、送金時にうまく処理でき

ないことは多い。 

 

ただ、今回確認されているクレームは送金用のサイトに

入るために ID とパスワードを入力してもログインが出

来ないと言う内容。 

 

他にも民間金融機関バネスコ（Banesco）で電子送金を

行ったが、数日経過しても着金されなかったとのクレー

ムもある。 

 

「コロンビア向け輸出 ３１％減少」          

 

コロンビアの国家統計管理部は、１８年第１四半期のベ

ネズエラからの輸入（ベネズエラ側から見た輸出）が前

年同期と比べて３１％減少したと発表した。 

 

金額にして４，１００万ドルで、１７年１月～３月は５，

９００万ドルだったという。 

 

主なコロンビア向けの輸出品は肥料で輸出額全体の３

７．１％を占める。次いでアルミニウム、プラスチック

製品と続く。 

 

逆にコロンビアからの１８年第１四半期の輸入額は８，

９００万ドルで前年同期の７，０００万ドルよりも２

７％増加した。 

 

 

 

主な輸入品目について、最も多かったのは砂糖、砂糖製

品で１，２００万ドル。次いで肉類が７９０万ドル、プ

ラスチック製品が５８０万ドルと続く。 

 

「不履行債券の累積額４０億ドル超」              

 

現地証券会社「Rendivalor」によると、現在ベネズエラ

の２２債券（国債、PDVSA 社債、電力公社債）の支払

いが遅延しており、遅延総額が４２．９億ドルにのぼる

と発表した。 

 

なお、この数字には国債３６年満期の債券の未払い利息、

１．６億ドルが計上されていない。３６年債は全額、ベ

ネズエラ政府および関係組織が保有しており、同社債の

情報は一般的に公表されていないことが理由。 

 

「Rendivalor」のヘスス・パラシオ氏は 

 

「１７年８月に始まった米国の金融制裁を理由にベネ

ズエラ政府は対外債務の履行を停止した。金融市場はこ

の主張を疑っている。なぜなら米国は債務の履行は制裁

対象にしていないと明らかにしているからだ。 

 

１４年～１７年末にかけて輸入を急速に減らした。短期

間で輸入を大きく減らしたため経済に大きなマイナス

影響が出て、ベネズエラ国民の生活は疲弊した。 

他方、ベネズエラ政府は対外債務の履行を続けてきた。

しかし、金融制裁が科せられ、これを口実に対外債務の

履行を停止した。 

 

最近では Citgo の株式が担保になっている PDVSA２０

を除き、ベネズエラ政府は対外債務を履行していない。 

 

ベネズエラ債券を保有する投資家のうち、何社かは訴訟

を起こすための債権者団の組織を進めている。」 

と語った。 
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社 会                       

「国会 不正の疑いがある６社の調査を開始」            

 

野党多数の国会は政府、PDVSA との癒着が疑われる６

社の調査を開始すると発表した。 

 

６社とは「Comercializadora Servinvest 社」「Halifax 

Group 社」「 Inversiones Integrales Totalgroup 社」

「Multiset Trade 社」「Group Hancock 社」「Integrados 

Whymper 社」。 

 

ただし、６社とは言え「Comercializadora Servinvest 社」

を除く５社は全て同じ住所で登記されている。 

 

この６社について調査を実施したラムセス・レジェス氏

は１７年９月１１日、検察庁に対して、３０ページにわ

たる前述の企業の不正行為を訴える告発書を提出した。 

 

この告発書では、当時外貨割り当てには歳入庁役員を務

めていたアレハンドロ・アンドラーデ氏、トビアス・ノ

ブレガ元財務相、ネルソン・メレンテス元中央銀行総裁

などの名前が含まれており、政府とこれらの会社の癒着

が訴えられているようだ。 

 

なお、不正の金額は６２０万ドル（約６．５億円）とみ

られている。 

 

「メレンテス元中銀総裁 暗殺計画で男性逮捕」         

 

元中央銀行総裁で財務相を務めたこともあるネルソン・

メレンテス氏を暗殺しようとしたとして、ホルヘ・ルイ

ス・エルナンデス（６０歳）が逮捕された。 

 

２月２０日 公安の役割を果たす副大統領傘下の治安

部隊「SEBIN」がメレンテス元中銀総裁の暗殺計画があ

るとの情報を入手した。 

 

SEBIN の調査の結果、その男性がエルナンデス氏であ

ると判明。６月１８日にミランダ州バジェ・デ・トゥイ

で逮捕した。 

 

以上 

 

 


