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（写真）ペルー外務省 “４月１３、１４日の米州首脳会議を前に担当レベルが事前協議” 

 

 

２０１８年４月９日（月曜） 

 

政 治                     

 「ロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領 

大統領選後の対話再開を求める」 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領に職権乱用罪を要請」 

 「米議員 マドゥロ大統領と会談した議員に警告」 

経 済                     

「通貨供給量 １８年１月～３月で２３３％増加」 

「国内製油所の稼働率は３０％」 

社 会                     

「チリ政府 ベネズエラ人の移住申請を緩和」 

「罰を恐れ大量の軍人が事前通知なしで辞職」 

 

２０１８年４月１０日（火曜） 

 

政 治                    

 「トランプ大統領 米州首脳会議に出席せず 

～ペンス副大統領が代理で出席～」 

 「マドゥロ大統領も不参加を表明 

～複数の野党・PSUV 党員がペルーに入国～」 

 「SEBIN が監視する祖国の裏切り者リスト公開」 

経 済                    

 「ゴールドマンサックス ２２年債の入金を確認」 

 「カラカス電力社債 ６．５億ドルの返済満期」 

 「パナマ政府 ベネズエラ線入国を９０日間禁止」 

「ミランダ州政府 カカオ産業計画を発表」 
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２０１８年４月９日（月曜）             

政 治                       

「ロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領       

       大統領選後の対話再開を求める」       

 

与野党の交渉窓口として、何度も仲裁役を行ってきたス

ペインのロドリゲス・サパテロ元大統領が再びベネズエ

ラに訪問した。 

 

４月８日 サパテロ大統領は５月２０日の大統領選後

に合意により政治的な対立に終止符を打つよう提案し

た。 

 

「私の意見だが、５月２０日の選挙後に選挙に参加をし

た全ての国民がベネズエラの政治、経済、社会問題を解

決するために政治的な合意に至るべきだと考えている。 

 

ベネズエラはすぐに社会、経済問題を解決するポテンシ

ャルがある。問題の解決には政治的な合意が必要だ。 

 

ベネズエラの社会・経済問題はベネズエラ国民の一番の

優先課題でなければいけない。ベネズエラが現在の問題

を解決しなければいけないことは誰の目にも明らかで、

その解決には合意が必要だ。」 

と述べた。 

 

おそらく彼が合意を訴えているのは政府と野党連合

（MUD）に対してではなく、政府とファルコン AP 党

首ら選挙に参加したグループに対してだろう。 

 

サパテロ元スペイン大統領は、昨年暗礁に乗り上げた対

話について、大半の野党が合意に理解を示していたとこ

ろでボルヘス国会議長（当時）がひっくり返したと非難

していた。 

 

 

与野党対話が決裂した際に、ロドリゲス氏はボルヘス氏

を強く非難し、ボルヘス元国会議長もロドリゲス氏とは

二度と同じテーブルにつきたくないと応酬していた。 

 

「亡命最高裁 マドゥロ大統領に職権乱用罪を要請」         

 

１７年７月 野党多数の国会が最高裁判事３３名を任

命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.10」７月２１日付

の記事参照）。 

 

当時選ばれたほとんどの判事は与党の追及によりベネ

ズエラ国外に逃亡しており、一部の有志者は米州機構の

一角で亡命判事らによる最高裁判所を組織している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.46」１０月１３日付の記

事参照）。 

 

亡命判事らにより組織された最高裁判所は４月９日、マ

ドゥロ大統領に対して職権乱用罪を調査することを承

認し、軍部に対してマドゥロ大統領を拘束するよう命じ

た。 

 

なお、この裁判はワシントンの米州機構ではなく、コロ

ンビアで行われたようだ。同イベントには１３名の亡命

判事が参加した。 

 

このイベントはコロンビア政府が主導しているようで、

３名（エベリン・カルメン・デアポジョ氏、ゴンサロ・

アントニオ・アルバレス氏、ゴンサロ・ホセ・オリベロ

ス氏）の亡命最高裁判事は同イベントに出席しないとの

書簡をコロンビアのマリア・アンヘラ・オルギン外相に

提出している。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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「米議員 マドゥロ大統領と会談した議員に警告」                  

 

４月７日 ２名の米国議員がマドゥロ大統領と会談し

た。一人はディック・タービン上院議員、もう一人はビ

ート・セッションズ下院議員（「ベネズエラ・トゥデイ

No.121」４月７日付の記事参照）。会談の詳細は明らか

にされていない。 

 

この件について、マドゥロ政権を強く非難する米国のマ

イアミ選出のマルコ・ルビオ議員（共和党）は、両議院

に対して、マドゥロ大統領に出口を与えてはいけないと

警鐘を鳴らした。 

 

「マドゥロに対する第二の道を米国政府は用意してい

ない。トランプ大統領はふざけた妥協をする気は一切な

い。 

 

私もジョシュ・ホルト氏の解放を望んでいる。しかし、

トランプ大統領が政権についている限り、マドゥロが権

力の座を退き、国会が機能を取り戻すまで制裁は続く。」

とコメントした。 

 

米国情報サイト「The Washington Free Beacon」による

と、ルビオ議員はマドゥロ大統領と直接対話するとマド

ゥロ大統領を正当な存在として認識してしまうことを

警戒しているようだ。 

 

経 済                        

「通貨供給量 １８年１月～３月で２３３％増加」           

 

ベネズエラの通貨供給量の増加傾向については「ウィー

クリーレポート No.39」で紹介した。 

 

ベネズエラ中央銀行の公表値によると、１８年３月末時

点の通貨供給量が４２２．４兆ボリバル（暫定値）まで

増えている。 

 

「ウィークリーレポート No.39」のレポートでは１８年

１月末時点の数字が１７６．５兆ボリバルだったと紹介

したが、２カ月で約２．５倍も増えていることになる。 

 

ベネズエラの経済調査会社「ODH Grupo Consultor」の

アナベラ・アバディ氏によると、２０１７年１２月末か

らは２３３％（３．３倍）増えているようだ。 

 

通貨供給量の増加はインフレを加速させ、並行レートを

押し上げる要因になる。 

 

過去の通貨供給量の傾向をみると、通貨供給量の増加は

月が進むにつれて加速し始め、９月～１１月頃で上昇ス

ピードがピークになる。過去と同じであればインフレが

更に加速することが予見される。 

 

「国内製油所の稼働率は３０％」         

 

現地紙「El Nacional」は技術者の不在、メンテナンス不

足、幹部職の経営能力の欠如などを理由に PDVSA 製油

所の稼働率が落ちていると報じた。 

 

同紙によると、現在の PDVSA 製油所の稼働率は精製能

力の３０％程度で、今後稼働率が更に低下すると考えら

れている。 

 

ベネズエラ政府はいくつかの製油所の操業を停止し、稼

働率を比較的容易にあげられる製油所に投資を集中す

る方針のようだ。 

 

石油分野を専門とするベネズエラ中央大学のラファエ

ル・キロス教授によると、PDVSA はアムアイ製油所、

カルドン製油所、バホ・グランデ製油所へ他の製油所に

ある資材と人員を送り込んでいるようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d29286169601d8be4950579aa5477ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d29286169601d8be4950579aa5477ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d29286169601d8be4950579aa5477ef.pdf
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社 会                        

「チリ政府 ベネズエラ人の移住申請を緩和」           

 

チリ政府はベネズエラ人の移住手続きを緩和すると発

表した。 

 

４月９日 ピニェラ大統領は 

「ベネズエラで起きている重大な民主主義の危機を受

けて、チリ政府は「民主主義への責任のためのビザ」を

発行することを決めた。」と発表した。 

 

具体的な手続き内容や要件は明示されていないが、４月

１６日から在ベネズエラ・チリ大使館で申請受付を開始

するようだ。申請には９０ドル必要との報道も流れてい

る。 

 

最初の段階ではチリに１年間居住し職を探すことが出

来るビザを発給、その後も延長あるいは永住が可能にな

るようだ。 

 

 

（写真）チリ内務省 

“移住ビザ緩和の移民法に署名するピニェラ大統領” 

 

 

 

 

 

「罰を恐れ大量の軍人が事前通知なしで辞職」                  

 

政府は軍内部の取り締りも強化している。この傾向を受

けて、罰則を受けることを恐れる軍人が退職を通知する

ことなく辞めていっているようだ。 

 

野党系情報サイト「Runrun」の運営者であり、記者のネ

ルソン・ボカランダ氏は数百人の軍人がクリスマス以降、

コロンビアやブラジルの国境から国外に逃げていると

告発した。 

 

また、軍部はこの事態に対応するために国境付近で勤務

する軍人らのパスポートを押収し、勤務者リストを作成

することにしたと訴えている。 

 

なお、当然ながら勝手に仕事を辞めた軍人は退職積立金

や社会保障を受けることが出来ない。 

 

２０１８年４月１０日（火曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 米州首脳会議に出席せず      

      ～ペンス副大統領が代理で出席～」        

 

４月１０日 米国のトランプ大統領は４月１３、１４日

にペルーで開催される米州首脳会議に参加しない意向

を明らかにした。トランプ大統領の代理としてペンス副

大統領が出席する。 

なお、トランプ大統領は当初、米州首脳会議への出席を

予定しており、会議の後はコロンビアでサントス大統領

と会談を予定していたが、ペンス副大統領はコロンビア

には出向かない。 

 

また、米州首脳会議に先駆けて４月１１日から米国のジ

ョン・サリバン秘書官がリマでベネズエラ人難民らと会

談するようだ。 
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なお、ベネズエラの話とは直接関係は無いが、４月１０

日に大統領補佐官（国土安全保障・テロ対策担当）のト

ム・ボッサート氏も辞任した。 

 

８日には国家安全保障会議（NSC）のマイケル・アント

ン報道官も辞任している。米国の外交政策は大きく揺れ

ていると言えるだろう。 

 

「マドゥロ大統領も不参加を表明           

 ～複数の野党・PSUV 党員がペルーに入国～」           

 

これまで事ある毎に４月１３、１４日の米州首脳会議に

参加すると言ってきたマドゥロ大統領だが、同日の会議

には参加しない意向を表明した。 

 

「昨日、私は４月１３、１４日に開催される米州首脳会

議に出席しないことを決めた。 

実際のところ米州首脳会議は我々にとって優先事項で

はない。今までも重要ではなかった。 

今回の会議では決断するようなテーマは何一つない。こ

の会議は時間の無駄遣いだ。」 

とコメントした。 

 

また、同期間中はベネズエラで政治イベントがあるので

同イベントに参加すると補足した。 

 

「４月１３、１４日はベネズエラに残り、２００２年に

起きたクーデター事件の記念イベントに参加する。これ

は私の意志で決めたことだ。 

４月１３日は右派野党政治家と企業家が起こしたクー

デターを国民が防いだ１６周年記念日だ。イベントには

多くの国民が動員されるだろう。」 

とコメントした。 

 

とは言え、ベネズエラ政府は米州首脳会議を妨害する意

志があるようだ。 

 

ペルーの議会議員オスカル・ペレス氏は４月１０日にチ

ャーター便で７２名のベネズエラ与党党員がリマに到

着したとツイッターに投稿した。 

また、今後９６名の与党党員が追加でリマに到着する予

定だと補足した。 

 

なお、アンティグア・バーブーダのガストン・ブラウン

首相は一部の米州機構（OAS）加盟国が一方的にベネズ

エラの招待を取り消したことに反対を表明するとして

OAS 会合に参加しない意思を示した。 

 

３月にはベネズエラ政府を中心とする米州ボリバル同

盟（ALBA）の会合が開かれ、加盟国がベネズエラ政府

を招待しない姿勢に反対を表明している。 

 

サンビセンテ・グラナディン諸島はベネズエラが米州首

脳会合に参加できるよう加盟国に働きかける役割を引

き受けており、同国代表も欠席するのではないかと言わ

れている（「ベネズエラ・トゥデイ No.107」３月５日付

の記事参照）。 

 

 

（写真）オスカル・ペレス議員のツイッター 
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「SEBIN が監視する祖国の裏切り者リスト公開」         

 

４月１０日 マイボート・ペティ記者は政府系の治安維

持部隊 SEBIN が持っている「祖国の裏切り者リスト」

を公開した。リストにはペティ記者も含まれている。 

同リストに掲載されている人物は全員、野党系の記者と

して有名な人物。要注意人物として SEBIN の監視対象

になっている。 

 

主な人物は 

情報サイト「Lapatilla」のアルベルト・フェデリコ氏。 

新聞社「El Nacional」のミゲル・オテロ社長。 

情報サイト「Runrunes」のネルソン・ボカランダ氏。 

情報サイト「DolarToday」のヘスス・メディナ氏 

などが含まれている。 

 

（写真）Maibort Petit 氏ツイッターより抜粋 

 

経 済                       

「ゴールドマンサックス ２２年債の入金を確認」         

 

ロイター通信は、米国の投資銀行ゴールドマンサックス

がベネズエラ政府から買い受けた PDVSA 社債（２０２

２年満期）の利息を受け取っていることを明らかにした。 

 

同社債は１７年１１月２７日に返済猶予期限が切れ、デ

フォルト状態になっていた。 

 

なお、ブルームバーグは２月２３日の時点で PDVSA２

０２２年債の返済が始まっていることを報道していた。 

 

現在、PDVSA 社債の利払いは米国財務省の承認がなけ

れば送金、支払いが出来なくなっている。 

許可を得るまでに時間がかかっており、ゴールドマンサ

ックスへ利息が入金されるまでに時間を要したのかも

しれない。 

 

「カラカス電力社債 ６．５億ドルの返済満期」         

 

４月１０日はカラカス電力公社債の元本６．５億ドルの

支払い満期だ。また、２，７６０万ドルの利息も支払わ

なければならない。 

 

同社債の元本支払いにはグレープピリオド（支払猶予期

間）が設けられていないため、１０日に返済できなけれ

ばデフォルトになる。 

 

ただし、カラカス電力公社債の支払い元である国営電力

公社（Corpoelec）は外国に差し押さえることが出来る

資産を保有しておらず、債権者が法的措置を取ったとし

ても（少なくとも、すぐに）大問題を引き起こす可能性

は低いと考えられている。 
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「パナマ政府 ベネズエラ線入国を９０日間禁止」              

 

パナマ政府とベネズエラ政府の外交的な応酬が続いて

いる。 

 

４月５日にベネズエラ政府はバレロ大統領を含むパナ

マ人２２名、法人４６社に制裁を科した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.120」４月５日付の記事参照）。 

 

制裁リストに掲載されている個人・法人は９０日間、ベ

ネズエラでの取引を禁止される。 

制裁リストの中にはパナマの飛行機会社「COPA 航空」

が含まれており、パナマ人、ベネズエラ人、その他パナ

マを経由して外国に行く多くの人の足に影響を与えて

いる。 

 

４月１０日 パナマ政府はベネズエラ政府が発表した

措置を受けて、ベネズエラの民間、国営航空会社がパナ

マに入国することを禁止する措置を発表した。 

 

制裁対象となる航空会社は 

・ Aeropostal Alas De Venezuela, S.A., 

・ Avior Airlines 

・ Consorcio Venezolano De Industrias Aeronáuticas y 

Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa) 

・ ベネズエラ政府・州・市の専用機 

・ Laser 

・ Rutas Aéreas De Venezuela, S.A. 

・ Santa Bárbara Airlines 

・ Turpial Airlines, C.A. 

 

この措置は４月２５日から９０日間有効で延長が可能

としている。 

 

 

 

 

「ミランダ州政府 カカオ産業計画を発表」              

 

前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.121」４月７日付の

記事で、ミランダ州政府、バルロベント市がカカオビジ

ネスに参入しようとしていることに対して、カカオ生産

者団体（ASOPROCAVE）が懸念を表明する記事を紹介

した。 

 

４月１０日 ミランダ州のエクトール・ロドリゲス知事

とビエルマ・モラ貿易国際投資相は、輸出産業を創出す

るための協力計画を議論した。 

 

両名は、カカオ豆の生産、品質管理、加工品の製造、流

通、販売を支援することなどを議論したようだ。ロドリ

ゲス知事はベネズエラ中央大学の科学学部と共同でカ

カオ豆の生産拡大計画を行うことを提案した。 

 

カカオ豆以外に漁業、繊維、革製品、医薬品、プラスチ

ック、化学品、鉄製品などの産業育成についても議論さ

れた。 

 

 

（写真）Correo del Orinoco 

“ミランダ州の産業育成について議論するロドリゲス・

ミランダ州知事とビエルマ・モラ貿易国際投資相” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e91d1f53467efe8dff90c7e04863d4dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e91d1f53467efe8dff90c7e04863d4dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf

