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（写真）大統領府 “１２月２日～３日 トルコのエルドアン大統領 ベネズエラ訪問” 

 

 

２０１８年１２月３日（月曜） 

 

政 治                     

「トルコのエルドアン大統領 ベネズエラ訪問 

～GOLD 取引継続、防衛関係強化、制裁非難～」 

「レオポルド・ロペス VP 党首 西紙に投稿 

～Frente Amplio 支持を表明～」 

経 済                     

「生活必需品３０品目 統制価格を公表」 

「ロイター通信 米国向け原油輸出量が減少」 

「６８回目 DICOM １ドル BsS.１５７．１２」 

社 会                     

「ペルー ベネズエラ人移民受け入れ状況を報告」 

２０１８年１２月４日（火曜） 

 

政 治                    

「国連 ベネズエラ移民支援に７．４億ドル必要」 

「マドゥロ大統領 ロシア訪問」 

「ソロルサノ UNT 副党首 新党結成か」 

経 済                    

「FORD Venezuela 労働者に自主退職を促す」 

「国会 CAF による５億ドル融資を非難」 

「食料補助含め実質最低賃金は BsS.４９５０」 

「政府の賃金負担率は最低賃金の６割？」 

社 会                     

「米国 メレンテス元中銀総裁の汚職捜査」 
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２０１８年１２月３日（月曜）             

政 治                       

「トルコのエルドアン大統領 ベネズエラ訪問      

 ～GOLD 取引継続、防衛関係強化、制裁非難～」       

 

１２月２日夜 アルゼンチンで行われたＧ２０の会合

後、トルコのエルドアン大統領がベネズエラを訪問した。 

 

トルコとベネズエラは１８年から急速に関係を強化し

ており、最近は頻繁に両国の閣僚が往来している。 

 

１８年７月にはベネズエラがトルコに向けて７．８億ド

ルの GOLD を輸出したと報じられた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.165」７月１９日付の記事参照）。 

他、アラブ首長国連邦を経由してトルコにベネズエラ産

の GOLD が流れているという報道もある。 

 

１８年９月には、トルコのÇavusoglu 外相がベネズエラ

を訪問し、トルコエアーのカラカス―イスタンブール間

の運航を週３便から毎日１便に増やすと発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.193」９月２２日～２３日

付の記事参照）。 

 

なお、本日マイケティア国際空港の運航スケジュールを

確認したところ、トルコエアーは引き続き週３便のまま

だった。 

 

１２月３日 エルドアン大統領とマドゥロ大統領は会

談を行い、二国間の経済・軍事・外交面での関係を強化

することで合意した。 

 

経済分野ではエネルギー、観光、海運、鉱物、工業など

で関係を強化するという。軍事面で具体的にどのような

合意がされたのか明らかになっていない。 

 

 

マドゥロ大統領は GODL 取引について 

「トルコとベネズエラは今後も透明で合法的な GOLD

取引を継続する。」 

とトルコとの GOLD 取引を継続したい意向を示した。 

 

１１月１日 米国政府はベネズエラの GOLD 取引に制

裁を発動（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」参照）。 

１１月１３日には、ベネズエラ中央銀行が英国に保管し

ている GOLD１４トンをベネズエラに戻そうとして、

拒否されたと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.213」参照）。 

 

エルドアン大統領は 

「制裁の強化は国情を不安定にさせる。ベネズエラは攻

撃を受けている。トルコはベネズエラの仲間だ。商業取

引に制限をかけるような制裁は間違っている。 

 

政治的な方針に同意できないからと言って国民全員に

罰を与えてはいけない。これは我々が歴史から学んだ苦

い教訓だ。」 

と米国の名前は挙げなかったものの、米国を意識した経

済制裁を非難した。 

 

「レオポルド・ロペス VP 党首 西紙に投稿       

        ～Frente Amplio 支持を表明～」        

 

スペイン紙「El Mundo」は、大衆意志党（VP）のレオ

ポルド・ロペス党首が自身の考えを記した書簡を報じた。 

 

ロペス党首は、１月１０日以降のマドゥロ大統領再任は、

憲法に違反し、国家権力を奪う行為であると非難。 

国際社会に対して、１月１０日以降、マドゥロ政権を認

めないよう求めた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
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なお、ロペス党首は１４年に有罪判決を受け、軍事収容

所に隔離されていたが、制憲議会選挙前の１７年７月に

軍事収容施設から自宅軟禁に措置が変えられている。 

 

自宅軟禁措置への切り替え条件として、政治的な発言を

禁止されているはずで、今回の手紙がロペス党首による

ものであれば、彼が再び軍事収容所に収監される可能性

もある。 

 

書簡の主な要点は以下の通り。 

 

 

・現在、国際社会がマドゥロ政権を独裁政権と非難して

いるが、私は１３年から彼らを独裁者として非難し、

平和的な抗議行動を主導してきた。 

 

・これを理由にマドゥロ政権は私に１４年の禁固刑を

求刑し、現在４年９カ月が経過している。 

 

・国際社会は現在、ベネズエラの将来について３つの点

で懸念を感じている。 

 

・１つ目は社会・経済問題。特に民主主義の崩壊、困難

な人道支援、治安の悪化。経済悪化は深刻で、生きる

のに必要な食事も満足に採れない状況が続いている。 

 

・２つ目は政治対立。野党は現在、民主主義を回復する

手段について意見が分かれている。野党が１７年末～

現在にかけて分裂していることは誰もが知っている

事実。しかし、最近「Frente Amplio」が開催したイベ

ントで社会・政治・経済・学術分野の代表が民主的な

力を見せつけた。 

現在の野党は注力的に意見交換を行っており、憲法に

準じた秩序だった政権移行のための戦略を立ててい

る。国際社会は憲法を擁護し、民主主義を守る「Frente 

Amplio」を支援してほしい。 

 

 

そのために国際社会は１月１０日以降、マドゥロ政権

を認めないよう求める。国際圧力を通じて、腐敗した

独裁政権に最大限の圧力をかけることが出来る。 

１８年に行われた大統領選挙は民主的で透明な選挙

ではなく、ベネズエラ人の民意を反映したものではな

かった。 

 

・３つ目は２０年間かけて形成された現在の危機をど

のように乗り越えるか。 

 政権交代が実現した後、どのように国を立て直すかは

重要なテーマである。野党は本当に国を立て直す能力

があるのか国際社会は疑問を持つだろう。 

 現在の野党は、民主的で調和のとれた政権運営をする

意志があり、実現できる能力がある。 

 

 

重要な点は１１月２７日に示された「Frente Amplio」

のスタンス、別の言い方をすると、一斉選挙による政権

交代を目指す方針にレオポルド・ロペス党首も同意して

いるということだろう（「Frente Amplio」による政治イ

ベントは「ベネズエラ・トゥデイ No.221」参照）。 

 

経 済                        

「生活必需品３０品目 統制価格を公表」           

 

１２月３日 官報で生活必需品３０品目（基礎食料品２

１品目と生活用品９品目）の統制価格が公表された。 

 

・食用油（１Ｌ）      BsS.２３９ 

・ツナ缶（１４０ｇ）    BsS.４３０ 

・米（１ｋｇ）       BsS.２１２ 

・ひよこ豆（１ｋｇ）    BsS.１７０ 

・砂糖（１ｋｇ）      BsS.２００ 

・コーヒー豆（５００ｇ） BsS.３６０ 

・黒豆（１ｋｇ）         BsS.１７０ 

・牛肉（１ｋｇ）         BsS.４２０ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b5534dda578d0bebdd6858f4fdddce2.pdf
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・鶏肉（１ｋｇ）         BsS.４５０ 

・うずら豆（１ｋｇ）     BsS.２２０ 

・とうもろこし粉（１ｋｇ）BsS.１５１ 

・卵（３０個）      BsS.４９２ 

・マーガリン（５００ｇ） BsS.３２０ 

・パスタ（１ｋｇ）    BsS.３７６ 

・パン用小麦粉（１ｋｇ） BsS.１００ 

・家庭用小麦粉（１ｋｇ） BsS.１８６ 

など。 

 

また、生活品９品目は以下の通り。 

 

（写真）官報より抜粋 

 

 

 

「ロイター通信 米国向け原油輸出量が減少」                  

 

ロイター通信は、１１月のベネズエラの米国向け原油輸

出量は日量４８万２，５１７バレルで、２カ月連続で減

少したと報じた。 

 

１１月 PDVSAは米国向けに３０隻の原油タンカーを

輸出。１０月と比べて１．４％減少したと報じた。 

 

ベネズエラ産原油の主要な購入者は「Valero Energy 

Corp」。２番目は「Citgo Petroleum」。３番目が「Chevron」

だった。 

 

PDVSA の主要な原油輸出拠点「南ホセ・ターミナル」

はしばらく事故で使用できない状態が続いており、１１

月に再開したものの、産油量の減少および精製施設の稼

働率が低いこともあり、輸出量は伸び悩んでいるという。 

 

「６８回目 DICOM １ドル BsS.１５７．１２」                  

 

１２月３日に６８回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１５７．１２。前回の１ド

ル BsS.１５１．６４からボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計２３３万４，７６９．５７ドルで前回

の２０３万９，８１５．３８ドルより少し増えた。 

 

法人７８社に対して１５６万７，４６３．５２ドルが割

り当てられ、１，４６３名の個人に対して７６万７，３

０６．０５ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Sash Group」(業

種不明)で１２．１万ユーロ。完成品の輸入が目的。 
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次いで、「Destiny International 2024」（業種不明）で１

０．５万ユーロ。完成品の輸入が目的。 

 

３番目が「El Gran Principe」(業種不明)で１０．３万ユ

ーロ。完成品輸入が目的だった。 

 

社 会                        

「ペルー ベネズエラ人移民受け入れ状況を報告」           

 

ペルー政府は、ペルーに長期滞在するベネズエラ人に対

して「一時滞在許可（PTP）」の登録を求めている。 

 

PTP があれば合法的にペルーで職に付くこともできる

ため、ベネズエラから逃れたベネズエラ人が PTP を求

めてペルーに流れていた。 

 

この PTP を申請できるのは１８年１０月３１日までに

ペルーに入国したベネズエラ人で、申請期限は１２月３

１日まで。１９年以降は、１０月３１日までにペルーに

入国した場合でも PTP を申請することができない。 

 

１２月３日 ペルー紙「El Comercio」はペルーの入国

管理局が作成した PTP の申請状況について報じた。 

 

内容は以下の通り。 

 

・ペルーに入国したベネズエラ人の８８．７％はパスポ

ートによる入国。１１．２％は出生証明書など身分が

証明できる書類で入国した。 

 

・２０１７年は９７．４％のベネズエラ人が PTP を取

得するためにパスポートを提示したが、１８年に入り

パスポートで PTP を申請したベネズエラ人は９．

８％減少した。 

 

 

 

・PTP を申請した５８．３％は男性。４１．７％は女

性。 

 

・年齢別では２０～３９歳が７３．７％。４０～４９歳

が１１．７％。１９歳未満が１０．３％だった。 

 

・独身者が８４．５％。既婚者が１３．９％。 

 

・８８．２％は陸路で入国。１１．８％は空路で入国。 

 

・１８年４月～８月にかけてリマで著しくベネズエラ

人が増加しており、９月末時点でリマに滞在している

ベネズエラ人は１４万２，５９２名。 

 

・ベネズエラ人の人口の増加率が最も高いのは「Ica」で

７６５％増。「Lima」で７０２％増。「Lambayeque」

で６４５％。 

 

・人口比で言うとペルーに滞在するベネズエラ人の８

４％はリマに住んでいる。２番目は「Callao」で７．

１％。 

 

・４３％のベネズエラ人が家賃２５１ドル～５００ド

ルの部屋に暮らしており、２９％は家賃２５０ドル以

下。 

 

２０１８年１２月４日（火曜）              

政 治                        

「国連 ベネズエラ移民支援に７．４億ドル必要」         

 

国連は初めて「年間人道計画」にベネズエラを加える。 

 

南米・カリブ海諸国のベネズエラ移民受け入れ国に対し

て支援を行うようだ。 
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１２月４日 国連のマーク・ロウコック人道問題担当官

は、 

「国連はベネズエラの危機を受けて、これまで２６０万

人がベネズエラを出たと考えている。そのうち１９０万

人は２０１５年以降に国を出ている。 

 

２０１９年には３６０万のベネズエラ人が支援を必要

とするようになると考えている。」 

 

ベネズエラ移民２２０万人を支援するために７億３，８

００万ドルが必要になると発表。事実上、全ての南米諸

国と、一部のカリブ海諸国が支援を受けるとコメントし

た。 

 

「マドゥロ大統領 ロシア訪問」           

 

１２月４日 マドゥロ大統領およびシリア・フローレス

大統領夫人はロシアに到着した。 

 

ロシアの Dmitri Peskov 報道官は、 

「プーチン大統領はアルゼンチンで開催されたＧ２０

から帰国して１２月５日（水曜）にマドゥロ大統領と会

談を行う。両首脳は商業・投資分野、国際情勢、軍事分

野について意見交換を行う。」 

と説明。 

 

また、マドゥロ大統領を非難する国際世論について 

「ロシアはマドゥロ政権へのいかなる圧力も逆効果に

なると考えている。ベネズエラの安定を取り戻すことに

貢献しない。１２月９日に予定されている市議会議員選

挙についても憲法に準じて行われると確信している。」 

との見解を示した。 

 

報道官の発言を見る限りでは、ロシアはマドゥロ政権の

同盟国で、友好的な意思を示している。 

 

 

他方、経済テーマについてはベネズエラ側がロスネフチ

の債務を約束通り返済していないことが問題となって

いるようだ。 

先週はロスネフチのイゴール・セーチン社長がベネズエ

ラを訪問し、原油輸出の遅延についての説明を求めたと

報じられている。 

 

また、ガスプロムバンクとベネズエラの国家開発基金

（ FONDEN ） が 共 同 で 株 式 を 保 有 し て い る

「Evrofinance Mosnarbank」についてもガスプロム側が

第三者に株式を売却する交渉を進めていると報じられ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.220」１１月２４日

～２５日付の記事参照）。 

 

 

（写真）大統領府  

“ロシアに到着したマドゥロ大統領とフローレス夫人” 

 

「ソロルサノ UNT 副党首 新党結成か」         

 

１２月４日 新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ副

党首が UNT を離党し、新しい政党を作る可能性がある

と報じられた。 

 

来週にでも新党を結成する可能性があるようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
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UNT は比較的、政府に対して攻撃的ではない政党だが、

ソロルサノ UNT 副党首は UNT の中でマドゥロ政権を

強く非難するスタンスを取っていた。 

 

ソロルサノ副党首は、UNT よりも第一正義党（PJ）や

大衆意志党（VP）のスタンスに近く、UNT では少し浮

いた存在だった。 

 

１１月６日 国会でスペインのサパテロ元首相を非難

する決議で採決が取られた際、新時代党（UNT）議員は

反対票を投じたが、ソロルサノ議員だけが「棄権」に票

を投じていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.212」１１月

６日付の記事、「ベネズエラ・トゥデイ No.213」１１月

７日付の記事参照）。 

 

ただし、急進野党にとっては「棄権」も「反対」も同じ

で、急進野党支持者はソロルサノ議員への非難を強めて

いた。 

 

ソロルサノ議員はマドゥロ政権と対峙する人道的なイ

メージを売りにしている議員。その意味では「棄権」に

票を投じたのは不本意であったのではないかと想像し

ている。 

 

 

（写真）デルサ・ソロルサノ氏ツイッター 

“中央黒髪の女性がソロルサノ UNT 副党首” 

 

 

 

経 済                       

「FORD Venezuela 労働者に自主退職を促す」            

 

現地紙「El Estimulo」は、「FORD de Venezuela」が２

０１９年の生産計画は白紙で、労働者の自主退職を促す

ためのインセンティブをすすめ、現在９１５名いる労働

者を減らそうとしていると報じた。 

 

報道によると、FORD の経営側は労働組合の代表に対

して、国内での組み立てを停止する可能性があると伝え

たという。 

また、同会合に参加した労働者曰く、経営側は自主退職

を促すためのプランを提示したという。 

 

関係者は 

「もし２０１９年の生産計画が無いのであれば、８０％

の労働者は退職を選ぶと考えている。」 

とコメントした。 

 

提案内容は勤続年数に応じて BsS.７万超だという。つ

まり、１０年勤続者には BsS.７０万超ということにな

るのだろう。 

 

現在の並行レートが１ドル約 BsS.４５０なので、並行

レートで換算すれば BsS.７０万は１，５５５ドルに相

当する。 

 

２０１８年 FORD は２２２台しか生産していないと

いう。現在、工場には約３００名の労働者がおり、残り

の労働者は生産活動が止まっているため自宅待機にな

っている。 

 

なお、自動車部品などはドルでの販売を行っているよう

だが、ベネズエラ人の購買力低下を理由に部品はほとん

ど売れていないようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
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「国会 CAF による５億ドル融資を非難」         

 

１２月４日 国会のアンヘル・アルバラード議員は、ア

ンデス開発公社（CAF）がベネズエラ政府に５億ドルを

融資したとして CAF の姿勢を非難した。 

 

アルバラード議員は、 

「CAF はベネズエラ向けの融資が焦げ付くと自身の格

付けに悪影響が出る。 

自行への悪影響を避けるため、ベネズエラの債務返済の

遅延分を追加融資することでデフォルト問題を先延ば

しにした。 

 

CAF が融資した相手は、ベネズエラ政府でも中央銀行

でもない。独裁者だ。この資金は汚職に消えるだけで、

ベネズエラ国民の食料・医薬品にはならない。 

CAF は独裁者に資金協力をしたことを恥じなければい

けない。 

 

カリスト・オルテガ・サンチェスは中央銀行総裁の役職

をベネズエラ国民から奪っている。 

 

国会は融資に承認していない。国会の承認を経ない融資

は無効だ。国会の承認を得ない融資は将来的に無効にな

る可能性がある。そうなれば、CAF 自身の格付けはさら

に低下するだろう。」 

と CAF の姿勢を非難した。 

 

「食料補助含め実質最低賃金は BsS.４９５０」              

 

１１月２９日 マドゥロ大統領は最低賃金を BsS.１８

００から BsS.４５００に引き上げると発表した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.222」１１月２９日付の記事参照）。 

 

 

 

 

ベネズエラには最低賃金以外に食料チケットという法

定福利が存在する。名目は労働時間帯のランチ代を補助

するものだ（今はその名目も形骸化しているが）。 

 

１２月４日 エドゥアルド・ピニャテ労働相は、法定福

利の食料チケット代について月額 BsS.４５０と発表し

た。つまり実質最低賃金は月額BsS.４９５０と言える。 

 

１８年９月から食料チケットの代金は最低賃金の１

０％になっていた。その意味では月額 BsS.４５００の

最低賃金の１０％なので、ルールは９月から変わってい

ないことになる。 

 

「政府の賃金負担率は最低賃金の６割？」         

 

８月１７日 マドゥロ大統領が新経済政策を発表した

際、その一環として労働者への賃金増額分を政府が負担

すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.178」

８月１７日付の記事参照）。 

 

当時、マドゥロ大統領は政府による賃金補助期間を９０

日間としており、１１月末に賃金の政府負担が終了する

はずだった。 

 

しかし、企業への影響を配慮したのか、政府の企業への

コントロールを強めることが目的か、補助期間の延長を

発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.222」１１月２９

日付の記事参照）。 

 

この補助制度の実態については、あまり報じられていな

いが、野党系情報サイト「Maduradas」は匿名の企業関

係者からの情報として、政府は最低賃金の６割を負担し

ていると報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
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つまり、最低賃金が月額 BsS.１８００だった頃は BsS.

１３５０を政府が負担していたという。 

 

従って、最低賃金が月額 BsS.４５００になったため政

府はBsS.２，７００を負担するのではないかと報じた。 

 

社 会                       

「米国 メレンテス元中銀総裁の汚職捜査」              

 

現地情報サイト「El Nuevo Pais」は、米国のベネズエラ

汚職捜査の状況について報じた。 

 

米国は既にアレハンドロ・アンドラーデ元歳入庁長官に

よる資金洗浄に懲役１０年の有罪判決を下している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.221」１１月２７日付の記

事参照）。 

 

また、その協力者だったガブリエル・ヒメネス氏にも懲

役３年の判決を下している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.223」１２月１日～２日付の記事参照）。 

 

「El Nuevo Pais」は、米国司法省の視線は故チャベス元

大統領の娘であるマリア・ガブリエラ・チャベス国連大

使（代行）に向けられているが、同時に彼女よりも大き

な汚職犯として、ネルソン・メレンテス元中央銀行総裁

を狙っていると報じた。 

 

ネルソン・メレンテス元中銀総裁の汚職を捜査するグル

ープは全員が仕組債の専門家だという。 

 

「仕組債」とはハイリスク・ハイリターンのデリバティ

ブ（金融派生商品）を含む債券のことを指すようだ。 

 

汚職の内容は２００４年～２００８年にかけて発行さ

れた１００億ドル超のドル建ての仕組債だという。 

 

 

Wikileaks が０９年に流出させた米国の機密情報の中に

在ベネズエラ米国大使館が、この取引を調査している情

報が含まれており、当時、行動民主党（AD）のラモス・

アジュップ幹事長らが与党の汚職を非難していた。 

 

当時、アジュップ幹事長は、アレハンドロ・アンドラー

デ氏、ラファエル・ラミレス氏、ディエゴ・サラサール

氏等の名前を挙げて汚職に関与していると訴えていた。 

 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b5534dda578d0bebdd6858f4fdddce2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/302901d59a5364d8f4c4534821e47cdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/302901d59a5364d8f4c4534821e47cdf.pdf

