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（写真）ALUNASA ”コスタリカ検察庁の汚職調査が入るベネズエラ国営アルミ会社 ALNASA 工場” 

 

 

２０１８年６月１５日（金曜） 

 

政 治                     

 「出入国管理庁（Saime）長官が交代」 

「ノーベル平和賞 ロペス VP 党首ノミネートか」 

「ビジェカ・フェルナンデス氏 ペルーに移動」 

経 済                     

 「コスタリカでカベジョ PSUV 副党首の汚職調査 

～ベナルムの名前もあがる～」 

 「PDVSA 役員変更 名誉総裁と副総裁なくなる」 

「フォード労働者 公共ユースの車補修を提案」 

社 会                     

「政権非難ドキュメンタリー Youtube で公開」 

2018 年 6 月 16～17 日（土日） 

 

政 治                    

 「コロンビア大統領選 ドゥケ候補が当選」 

「サパテロ元西首相 ベネズエラに到着」 

経 済                    

 「ロシア、サウジ OPEC で増産を提案する予定」 

 「Plumrose 工場閉鎖と人員削減を発表」 

「第１８回目 DICOM １ドル８万ボリバル」 

 「Cavenez １８年５月自動車生産台数は６６台」 

社 会                    

 「卒業パーティー クラブで爆発 ３４名死亡」 

「CANTV 成人サイトの閲覧も制限か」 
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２０１８年６月１５日（金曜）             

政 治                       

「出入国管理庁（Saime）長官が交代」       

 

６月１５日 ネストール・リベロール内務司法平和相は

自身のツイッターで、パスポートの発行を管轄する出入

国管理庁（SAIME）の代表交代を発表した。 

ツイッターでは今回の代表交代について「マドゥロ大統

領の指示によるもの」と説明している。 

前任のファン・カルロス・ドゥガルテ氏は１６年４月か

ら SAIME 代表を務めていた。 

 

新たに代表に就任したのはグスタボ・アドルフォ・ビス

カイノ・ヒル氏。彼の従兄弟は男性２人組音楽ユニット

「Los Cadillac’s」の歌手でマドゥロ大統領と仲が良いこ

とで知られている。 

 

１７年に「Los Cadillac’s」のマネージャーを務めるロナ

ルド・マガジャネス氏が結婚式を挙げた際にはホルヘ・

ロドリゲス情報通信相が結婚式の司祭の役割を務めた

こともある。 

 

６月７日 ネストール・リベロール内務司法平和相はド

ルを受け取ることでパスポート発行を優先的に処理し

ていた SAIME の職員５名を逮捕している。代表交代は

この５名の逮捕に関連している可能性がある。 

 

パスポートの発行、延長は多くのベネズエラ人の懸念事

項。外国に住むベネズエラ人も延長措置が必要だが、延

長が出来なければ外国に留まることが出来ず、問題にな

っている。 

 

優先的に発行してもらうため「へストール（法的手続き

などを処理する職業）」に頼むと通常料金に加えて便宜

供与代として１，０００～５，０００ドルを要求される

と報じられている。 

「ノーベル平和賞 ロペス VP 党首ノミネートか」         

 

ノルウェーの Grunde Almeide 議員は大衆意志党（VP）

のレオポルド・ロペス党首をノーベル平和賞に推薦した。 

 

「ベネズエラ全国民の幸福と自由を求めるレオポルド・

ロペス党首は強い信念と民主主義の約束を掲げ、強権政

治と戦っている。私にとって彼の行動は感化されるもの

だ。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首は新しいベネズエラを作る

ために努力すると考えている。 

 

彼は野党の重要なリーダーであるがゆえに、現政権から

作為的に迫害され、犯罪者として拘束された。」 

とコメントした。 

 

他方、レオポルド・ロペス VP 党首は昨今の政治犯の釈

放の最重要テーマ。 

レオポルド・ロペス党首は政府から国外への移住を条件

に解放を提案されており、ロペス党首が検討していると

噂されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.144」５月３

１日付の記事参照）。 

 

「ビジェカ・フェルナンデス氏 ペルーに移動」                  

 

６月１３日 政治的な理由で拘束された４３名を解放

すると発表された（「ベネズエラ・トゥデイ No.150」６

月１３日付の記事参照）。 

 

１６年１月から２年４カ月拘束されていたビジェカ・フ

ェルナンデス氏がペルーに移動するとの報道が流れて

いたが、６月１５日に同氏がペルーに到着した様子が報

じられた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
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護民官を務めるアルフレッド・ルイス氏はラジオ番組に

出演し、ビジェカ氏のペルー移動について 

「解放の条件として国外退去は義務ではなかった。彼が

外国で暮らしたいと申し出た。」と説明した。 

 

他方、ビジェカ氏はペルーに移動後にコロンビアの野党

系メディア NTN２４の取材を受け 

「外国に出ることを考えたことは無かった。私は

SEBIN の独房に残ることを希望すると伝えていた。 

ベネズエラが自由にならない限り、自由を得た気持ちに

はなれない。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）Jesusu Medina 氏ツイッター 

“ペルーの空港で歓迎を受けるビジェカ氏” 

 

経 済                        

「コスタリカでカベジョ PSUV 副党首の汚職調査     

     ～ベナルムが関係しているとの報道～」           

 

コスタリカ検察庁は、米国財務省から「コスタリカにあ

るベネズエラ国営企業「Alunasa」で１６年１２月に資

金洗浄が行われた可能性がある」との報告を受けたと発

表した。 

現時点でコスタリカ側では調査は行われていないよう

で、詳細は説明されていないが、この資金洗浄にはカベ

ジョ PSUV 党首が関わっているとされる。 

 

報道によると、この資金洗浄に関連して日本になじみが

深いベナルムの名前も挙がっている。 

ベナルムの船舶を使用し、パナマ経由でコスタリカの

「Alnasa」に洗浄資金が流れた疑いがあると報じられて

いる。 

 

ま た 、 違 法 資 金 の 捻 出 に は 鉄 鋼 採 掘 の 国 営 会 社

「Ferrominera de Orinoco」も関わっていると報じられ

ている。 

 

カベジョ PSUV 副党首や当時ボリバル州の知事を務め

ていたランヘル・ゴメス氏らは「Ferrominera de Orinoco」

に自身の関係者を置き、彼らの監督の下で違法に鉄鉱石

を輸出していたとされる。 

 

米国財務省のレポートによるとベナルムを経由してロ

シアでも資金洗浄が行われていたと書かれているよう

だ。こういった話があると米国の金融制裁が発動する可

能性があるだろう。 

 

「PDVSA 役員変更 名誉総裁と副総裁なくなる」         

 

官報４１，４１７号政令３，４５９号で PDVSA 役員の

変更が発表された。 

５月に役員変更が官報で報じられた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.133」５月５～６日付の記事参照）。 

 

その後、６月１１日付けで財務担当役員がイリアナ・ル

ッサ氏からイリス・メディナ氏に交代した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.149」６月１２日付の記事参照）。 

 

新しい変更は外部役員としてアラグア州のマルコ・トー

レス知事、リカルド・メネンデス企画相が再就任したこ

と。 

また、名誉総裁職と副総裁職が役員リストから無くなっ

ている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c79e0988afb866f363aa1b4d875cff96.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c79e0988afb866f363aa1b4d875cff96.pdf
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つまり、アリ・ロドリゲス名誉総裁とジェスメル・セラ

ーノ副総裁が解任されたと考えられる。 

 

副総裁職は１７年１月、名誉総裁職は１７年１１月に新

設された役職だった。 

 

「フォード労働者 公共ユースの車修理を提案」                  

 

フォードの労働組合は、ベネズエラ政府および工場があ

るカラボボ州政府に対してバス、救急車、ゴミ収集車な

ど公共ユースの大型車の修理のために工場を使用する

よう求めた。 

 

同組合の財務を担当するジョナサン・ルーゴ氏は記者会

見で 

「フォードには１４年、１５年の部品があり、人材も揃

っている。 

 

全ての資材を使用することで公共ユースの車を７０％

復旧させることが出来る。フォード・ベネズエラは故障

した自動車を復旧させる準備がある。この提案は実行可

能だ。 

 

本件についてはカラボボ州知事とヘスス・サンタンデー

ル秘書官に提案しているが、現在のところ彼らから回答

は得ていない。」 

と訴えた。 

 

また、フォード社の現状について 

「フォードは３万５，０００台を生産する能力があるが、

１８年は１２２台の生産に留まる見通しだ。当初は４０

０台の生産を見込んでいた。 

過去３年間は工場の年間稼働率は１．５％を越えなかっ

た。従業員数も減っており、一時は２，５００名を超え

ていたが、今は９７０名に減っている。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「政権非難ドキュメンタリー Youtube で公開」            

 

ベネズエラ人グスターボ・トバル監督が「Chavismo：La 

Peste del Siglo XXI（チャビスモ：２１世紀の疫病）」と

いうドキュメンタリー映画を Youtube で公開した。 

 

筆者もまだ全てを見ていないが９０分の大作。名前の通

り痛烈にチャベス・マドゥロ政権を非難する趣旨のドキ

ュメンタリーとなっている。無料で見られるが、この製

作費用はどこから出ているのだろう。 

 

スペイン語になるが、以下のウェブサイトから閲覧でき

る（Venepress 記事）。 

 

２０１８年６月１６日（土曜）～１７日（日曜）             

政 治                        

「コロンビア大統領選 ドゥケ候補が当選」     

 

６月１７日 コロンビアで大統領選の決選投票が行わ

れた。 

 

前回、５月２７日に行われた一次投票では一人の候補者

が総得票数の過半数を越えなかったため上位２名で決

選投票が行われることになっていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.142」５月２７日付の記事参照）。 

 

決選投票の候補はウリベ派のイバン・ドゥケ氏と元左翼

ゲリラのグスターボ・ペトロ氏。 

 

開票率９９．９９％時点の結果はイバン・ドゥケ候補が

１，０３７万２，７３０票（５３．９８％）、グスター

ボ・ドゥケ候補が８０３万４，０８９票（４１．８１％）。

イバン・ドゥケ候補が当選した。 

ペトロ候補も自身の敗北を認めると発表した。 

https://www.venepress.com/article/Gustavo_Tovar_estreno_documental_Chavismo_La_peste_del_Siglo_XXI_1529108374404
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/434dbb1233c0208bb179f00b4b75ea10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/434dbb1233c0208bb179f00b4b75ea10.pdf
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ほぼ全てのアンケート会社がドゥケ候補の当選を予想

しており、順当な当選と言えそうだ。 

 

コロンビアの大統領任期は４年。１８年８月７日～２２

年８月７日までドゥケ氏が大統領を務めることになる。 

 

今回の選挙戦は相手が元左翼ゲリラのペトロ氏だった。 

ペトロ候補はチャベス元大統領と親交があったことも

あり同じ左翼であることから、ドゥケ候補の陣営は「ペ

トロ氏が当選するとベネズエラのようになる」という訴

えを展開し、選挙戦を進めた。この作戦は功を奏した部

分が大きい。 

 

ゆえにドゥケ候補はベネズエラ問題についても選挙戦

で話題にしており、「当選した暁には国際司法裁判所

（CPI）にマドゥロ大統領を訴えたい」と発言している。

米州機構（OAS）もマドゥロ政権を CPI に訴えるべき

だとの報告書を公開しており、今後のベネズエラ政治に

影響を与えるだろう。 

 

「サパテロ元西大統領 ベネズエラに到着」        

 

６月１６日 与党に近いロドリゲス・サパテロ元西大統

領が再びベネズエラを訪問した。今回は短期間の訪問で

１７日には帰国すると報じられている。 

 

野党連合（MUD）および野党支持者は、サパテロ元西

大統領が１７年１１月～１８年２月にかけて行われた

与野党交渉の際、与党に加担したとして非難している。 

 

MUD はサパテロ元西大統領についてツイッターで 

「サパテロは汚職を罰する（米国や諸外国の）制裁を停

止させ、マドゥロの汚名をそそぎに来た。彼は仲裁者で

はないことを証明した。彼のふるまいは常にニコラス・

マドゥロの利害を調整するものでベネズエラ人の利害

を調整するものではなかった。」と非難している。 

 

 

（写真）野党連合（MUD）ツイッター抜粋 

 

６月１６日夜 サパテロ元西大統領は 

「ティモテオ・サンブラーノ議員とビセンテ・ディアス

氏とルイス・アキレス・モレノ議員と会合を行った。」 

とコメントした。 

 

ティモテオ・サンブラーノ議員は MUD から与党のエー

ジェントと非難され、新時代党（UNT）を離党した。そ

の後、ProCiudadanos に移籍したが、その政党からも離

党している（「ベネズエラ・トゥデイ No.133」５月４日

付の記事参照）。 

 

ビセンテ・ディアス氏は選挙管理委員会（CNE）の元役

員。野党系の役員だった。政府組織に属する野党系の人

物ということもあり、そこまで急進的な考えの持ち主で

はない。 

 

ルイス・アキレス・モレノ議員は行動民主党（AD）に

所属する議員。そこまでメディアに出てくる方ではなく、

前述の２名と比べると知名度は高くはない。 

 

ただし、ビセンテ・ディアス氏はサパテロ元西大統領の

発言を否定している。 

「El Nacional および各メディアに対して説明する。私

はサパテロ元大統領とのいかなる会合にも出席してい

ない。 

 

同日、私はシルバ大使に夕食の招待を受けていた。私は

野党派だが政治家ではない。」 

と投稿した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
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経 済                       

「ロシア、サウジ OPEC で増産を提案する予定」            

 

６月１６日 ロシアのノバクエネルギー相は「OPEC 加

盟国に対してサウジアラビアと共同で１８年第３四半

期の産油量を日量１５０万バレル引き上げる提案をす

る」と発表した。 

 

現在の原油価格は７０ドル前後まで回復している。原油

価格回復は対イラン制裁やベネズエラの産油量の大き

な落ち込みが要因と言われている。 

産油量の回復見込みが薄いベネズエラだが、原油価格が

回復していることが唯一の救いだった。 

今回の発表により原油価格は再び下降ムードが漂うだ

ろう。ベネズエラにとっては一層厳しい状況になると言

えそうだ。 

 

ベネズエラの６月１１日～１５日付けの原油価格は１

バレル４１７．２３人民元。 

ドル建てでは１バレル６５．２ドルになる。先週の価格

が６５．１６ドルだったので微増したことになる。 

 

 

 

「Plumrose 工場閉鎖と人員削減を発表」         

 

米国系の食肉加工会社「Plumrose」のアラグア州カグア

工場で６月２日に大規模な火災が起きた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.145」６月２～３日付の記事参照）。 

 

食肉工業連盟（Aicar）のエドゥアルド・ビアンコ代表は

工場閉鎖の噂を否定していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.150」６月１４日付の記事参照）。 

 

しかし、６月１６日には Plumrose 社が正式にカグア工

場は無期限で稼働を停止すると発表。それに伴い従業員

数の削減を行わなければいけないとの通達を発表した。 

 

「我々のカグア工場は修復不能な被害を受けたため閉

鎖する。残念ながら同工場および関連業務に従事してい

た大多数の従業員を解雇しなければいけない。 

我々は予期せぬ事態の中でも従業員が納得する対応が

できるよう調整する。」 

と書かれている。 

 

「第１８回目 DICOM １ドル８万ボリバル」         

 

ベネズエラ中央銀行は第１８回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ９２，８９６ボリバル。 

ドル建てで１ドル８０，０００ボリバル。これで為替レ

ートは１５回目から４回変わっていない。 

 

今回落札された外貨の合計は１３９万５７８．７ドル。 

前回の１００万６７７．７２ドルから約３９％増加した。 

 

法人７０社に対して１０２万９，８８０．８７ドルが割

り当てられ、１，９７１名の個人に対して３６万６９７．

８３ドルが割り当てられた。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年６月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
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割り当て金額が多かったのは、「Smartmatic」に代わり

ベネズエラの選挙システムを請け負っている「ExCle」。

資材および部品輸入の目的で１８万５，２１０ドルの割

り当てを受けた。第１７回目の DICOM でも同社は１

３万ドルの割り当てを受けており、優先的に外貨を受け

取っていることが確認できる。 

 

続いて食品系の「Alimentos La Giralda」が１０万３，８

２３ドル。スーパーマーケットの「Excelsior Gama」が

７万８，０００ドルの割り当てを受けた。 

 

「Cavenez １８年５月自動車生産台数は６６台」         

 

ベネズエラ自動車部品協会（FAVENPA）はベネズエラ

自動車商工会（CAVENEZ）に加盟する自動車アッセン

ブラーの１８年５月の組み立て台数を発表した。 

 

 

 

 
 

発表によると１８年５月の生産台数は６６台。うち、６

５台はトヨタ社、１台はマック社が生産した。 

 

１８年１月～５月までの生産台数は３９２台。うち３８

５台はトヨタ社の生産となっている。 
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社 会                       

「卒業パーティー クラブで爆発 ３４名死亡」            

 

６月１７日未明 米国の芸術祭で銃乱射が起き１名が

死亡したようだが、ベネズエラでは１６日に更に凄惨な

事件が起きた。 

 

６月１６日 カラカスの旧市街地エル・パライソ地区の

クラブ「Club Los Cotorros」で爆発が起き多くの死者・

負傷者が出た。 

 

最初は死者１７名と報じられたが１７日には更に１７

名増え、３４名（うち未成年８名）の死者が確認されて

いる。死者の多くは１６歳～２０歳だった。 

 

この痛ましい事件はホセ・デ・サン・マルティン農業技

術学校の卒業の前祝いパーティーで起きた。当時、同校

の卒業生はもちろん他校の卒業生やその友人もクラブ

に来ており会場には５００名以上が収容されていたよ

うだ。 

 

詳細は不明だが、事件の原因は催涙弾。トイレで爆発さ

せたようだ。 

 

報道によると催涙弾が爆発した後、会場から出るために

は階段を降りる必要があったが、途中で会談出口の扉が

閉められ、約５０名が残された。密閉された空間で窒息

死した者も出たようだ。催涙弾の爆発に関わったとされ

る７名（うち未成年１名）が逮捕されている。 

 

事件の生存者は事件の発端について 

「催涙弾をもって遊んでいるグループがいた。彼らはボ

ールのように人に催涙弾を渡していた。」とコメントし

ている。 

また、別の報道では口論になった若者が催涙弾をトイレ

で爆発させたと報じている。 

 

 

 

（写真）リベロール内務司法平和相ツイッター 

“事件の舞台となった Club Los Cotorros 前” 

 

「CANTV 成人サイトの閲覧も制限か」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.147」６月７日付の記事で

CANTV が野党系メディアのウェブサイト閲覧を制限

しているとの報道を紹介した。 

 

報道によると、その後もサイト閲覧制限は続いているよ

うだ。 

 

非営利団体「Espacio Publico（公共の場）」は国営通信

公社（Cantv）が成人向けサイトのアクセスを制限して

いると発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
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（写真）Espacio Publico ツイッターより抜粋 

 

以上 

 

 


