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（写真）民族解放軍（ELN） “ドゥケ大統領の「ベネズエラを交渉保証人から外す」との宣言に反対” 

 

 

２０１８年９月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「米・智大統領会合 ベネズエラは掃除が必要」 

「米議員 ベネズエラのテロ支援国家入りを要請」 

「ELN 対話 ベネズエラ離脱で暗礁乗り上げか」 

「コロンビア国境に軍事務所を開設」 

経 済                     

「El Nacional 待遇改善求め労働者が抗議」 

「原油価格 １バレル７３．０４ドル」 

「４２回目 DICOM １ドル BsS.６２．１７」 

社 会                     

「ペルー ５５％はベネズエラ移民に否定的感情」 

１８年 9 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「トランプ大統領 

～民主党は米国をベネズエラにしたい～」 

経 済                    

「PDVSA トルコと石油産業の協力協議」 

「PDVSA 上級職の給料が大きく減少」 

「CLAP の値段 １箱 BsS.１００に値上げ」 

「Datanalisis 社長 並行レート安定の理由」 

社 会                     

「コロンビア Arex Saab 氏の汚職捜査」 

「塩振りおじさんの今」 
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２０１８年９月２８日（金曜）             

政 治                       

「米・智大統領会合 ベネズエラは掃除が必要」       

 

９月２８日 トランプ大統領とチリのピニェラ大統領

はホワイトハウスで会談を行った。対談のテーマにはベ

ネズエラ問題も含まれた。 

 

会談の内容は明らかにされていないが、反マドゥロ政権

の代表国として両者のベネズエラ問題に対する認識は

かなり近いことは間違いない。 

 

トランプ大統領は会談を行う前に記者からの質問に答

え、ベネズエラ問題について 

「ベネズエラは壊滅的な状況だ。掃除しなければいけな

い。ベネズエラ問題については、全ての選択肢を排除し

ない。」と回答した。 

 

また、マドゥロ大統領との会談の可能性について 

「マドゥロが我々と会いたがっていることは知ってい

る。どうなるか見てみよう。」 

とコメントした。 

 

ピニェラ大統領は会談について 

「トランプ大統領と私のベネズエラ問題に対する認識

を共有した。共通の部分が多くある。ベネズエラには民

主主義がない。深刻な政治・経済・社会・人道的な問題

がある。 

 

私はトランプ大統領にチリ政府およびリマグループが

行ってきたイニシアティブを説明し、国際法の枠組みに

準じた紛争解決を目指すことを伝えた。」 

とコメントした。 

 

 

「米議員 ベネズエラのテロ支援国家入りを要請」         

 

９月２８日 米国のマルコ・ルビオ議員、ジョン・コー

ニー議員、コリー・ガードナー議員の３名は国務省に対

して、ベネズエラをテロ支援国家リストに入れるよう求

めたと発表した。 

 

３名は、ベネズエラ政府は、コロンビアの「コロンビア

革命軍（FARC）」、「民族解放軍（ELN）」や「ヒズボラ」

などのテログループを支援していると説明。 

米国政府はこの問題について対応を取っていないと主

張した。 

 

「マドゥロ独裁政権が FARCや ELNなどのテロリスト

グループを支援することは驚きに値しない。ベネズエラ

は米国のテロリスト対策に協力的な姿勢を見せていな

い。ゆえに、ポンペオ国務長官に対して、ベネズエラを

テロ支援国家リストに入れるよう要請した。 

 

知っての通り、ベネズエラで経済担当副大統領を務める

タレク・エル・アイサミ氏は米国の外国資産管理局に麻

薬密売に関与した罪で制裁を受けている。 

 

またマドゥロの親族は麻薬密売により懲役１８年を求

刑されている。」 

と説明した。 

 

「ELN 対話 ベネズエラ離脱で暗礁乗り上げか」                  

 

前述の記事にも登場した「民族解放軍（ELN）」は、コ

ロンビア（特にベネズエラ国境に近い北部・北東部を拠

点とする）の武装組織。 

 

親キューバ、反米・マルクス・レーニン主義のグループ

で「コロンビア革命軍（FARC）」に次ぐ規模の共産主義

系武装組織として知られている。 
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日本の公安調査庁の調べによると、コロンビア政府の国

内共産主義勢力の掃討を受けて組織は弱体化し、現在の

勢力は約１，５００名とされる。 

 

エクアドル政府の仲介を受けて１４年１月から和平交

渉開始に向けた折衝を始め、１６年３月にはコロンビア

政府との交渉を開始することで合意。１７年２月に交渉

開始に至った。 

 

同年９月には一時的な休戦協定に合意し、１７年１０月

１日～１８年１月９日までの期限付きで相互発砲停止

が発行したが、ELN は停戦を延長しないと宣言。 

原油パイプラインに対する爆弾テロを実行した。交渉自

体は継続している。 

 

ELN とコロンビア政府の交渉にはベネズエラ政府も保

証人として関与している。 

 

９月２７日 ELN との交渉についてコロンビアのドゥ

ケ大統領は国連にて 

「ベネズエラ政府を ELN ゲリラ集団との平和的対話の

保証人として認識することはできない。ベネズエラは違

法な武装集団を擁護している。」 

として、今後は ELN との交渉にベネズエラ政府を加え

ないことを宣言した。 

 

ベネズエラ政府はこの宣言を非難しているが、交渉当事

者の ELN もこの決定を不服としている。 

 

９月２８日 ELN はウェブサイトに声明を発表。 

「ドゥケ大統領は平和的な交渉が継続できないよう未

だに我々に対して一方的な条件を突き付けている。 

 

今回は両者が立てた対話の保証人であるはずのベネズ

エラを対話から外すと一方的に宣言した。ドゥケ大統領

は平和から一線を引いた。」と主張した。 

 

 

ELN は数日前に拘束していた軍人、警察、民間人数名

を解放した。その中には未成年の女性も含まれる。 

ELN は、軍の情報提供者だった可能性があったと説明

している。 

 

「コロンビア国境に軍事務所を開設」                  

 

９月２８日 ベネズエラ国軍はコロンビアと国境を接

するタチラ州に軍の事務所を開設した。 

 

国軍オペレーション戦略司令室（Ceofanb）のレミヒオ・

セバジョ司令官長は開所式に参加し、ベネズエラが孤立

しているとの論調を否定した（国軍の基本構造について

は「ウィークリーレポート No.54」参照）。 

 

「この事務所が行うことはたくさんある。国家防衛やコ

ントロールがされていない国境の対策、汚職の査察など。 

 

我々の戦いには中国、ロシア、キューバが付いている。

彼らはベネズエラを支援している。ベネズエラは孤立し

ていない。 

 

ベネズエラは我々の土地だ。いかなる勢力もベネズエラ

に介入することはできない。」 

とコメントした。 

 

９月２５日には米国のペンス副大統領とコロンビアの

ドゥケ大統領が面談。ペンス副大統領は 

 

「ベネズエラ政府がコロンビア国境に軍を動かしてい

る。これはコロンビアに対する明確な脅迫だ。 

米国は我々の同盟国のために常に立ち上がる。マドゥロ

政権は米国大統領と米国民を試すようなことはしない

方が得策だ。」 

とコメントしていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
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経 済                        

「El Nacional 待遇改善求め労働者が抗議」           

 

ベネズエラの現地全国紙「El Nacional」は今週、全く新

聞を発行していない。 

 

同社下請けの印刷業者「Sitranac」の労働者が「El 

Nacional」の入口を占拠していることが理由だという。 

 

９月２８日 「El Nacional」の記者・リポーターらが封

鎖行為への非難を表明する文章を公開した。 

 

 

「El Nacional の記者・リポーターらは、我々の労働の

権利が侵害されていることに非難を表明すると同時に

同社の施設を不法に占拠する行為を拒絶する。 

 

攻撃的に我々の行動を阻むことを止め、対話を求める。 

 

一週間前から「Sitranac」の労働者とその関係者が「El 

Nacional」への交通アクセスを阻み、読者が情報を受け

る権利を侵害している。 

 

我々はこの出来事を理由に政府に接収される危険性が

ある。３００世帯を路頭に迷わせることになるのを恐れ

ている。 

 

８月２０日のデノミと最低賃金の改定により、労働者と

経営者が労働条件を見直すことを余儀なくされている。 

 

我々は労働者への最大限の福利のために努力しなけれ

ばいけないが、封鎖という手段は変える必要がある。 

 

 

 

 

 

「原油価格 １バレル７３．０４ドル」         

 

１８年９月２４日～９月２８日のベネズエラ産原油の

平均価格は５０１．７人民元／バレル。 

 

米ドル建てで７３．０４ドル／バレル。前週が６９．７

１ドルだったので前週から３．３３ドルと大幅に上昇し

た。 

 

 

 

「４２回目 DICOM １ドル BsS.６２．１７」                  

 

中央銀行は第４２回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６２．１７。 

 

外貨供給額は合計で５２２万７，１９９．７１ドル。 

 

法人９４社に対して２１３万５，４９５ドルが割り当て

られ、４，０１５名に３０９万１，７０４．７１ドルが

割り当てられた。 

 

９月に入ってから個人部門への外貨供給が増えている。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年９月）

（出所）ベネズエラ石油省
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これまで個人の場合、１カ月で５００ドル以上を購入す

ることが出来なかったが、現在の DICOM は一人で１

万ドル以上の外貨供給を受けることも多い。 

 

割り当て金額が最も多かった法人はスーパーマーケッ

トの「Central Madeirense」。 

プラスチック容器のメーカーの「AMCOR RIGID 

PLASTICS DE VENEZUELA SA」。 

建設用機材の輸入販売業者「CONSTRUCCIONES 

METAELECT C.A.」。 

 

それぞれ１５万ドルの外貨供給を受けている。 

 

９月１９日  「Central Madeirense」は価格監督局

（SUNDDE）の査察を受けたが、その後も毎回、１５

万ドルの外貨供給を受けている。 

 

社 会                        

「ペルー ５５％はベネズエラ移民に否定的感情」           

 

ペルーの移民管理当局の説明によると、１８年８月時点

でペルーが受け入れているベネズエラ人は４１．４万人。 

 

コロンビアの約１００万人についで第２の受け入れ国

になっている。 

 

多くのペルー人はベネズエラ移民に否定的な感情を持

っているようだ。 

 

現地紙「El Comercio」は９月１２～１４日にかけてリ

マのペルー人５１０名を対象としたアンケート調査を

公表した。 

 

同調査では５５％の回答者がベネズエラ人について、

「リマに来てほしくない」と回答した。 

 

 

４６％は「ベネズエラ人は就労機会を奪う」と回答。 

 

３７％は「ペルー経済に影響を与える」と回答。 

 

３４％は「不法就労が増加する」と回答。 

 

２６％は「犯罪が増える」と回答。 

 

また回答者を経済力別でみると、経済力の低い回答者ほ

どベネズエラ移民に否定的な感情を持っているようで、

就労分野で競合しているためと分析している。 

 

他方、３７％は「ペルーが移民を受け入れることは良い

こと」と評価している。 

 

１０月７日にリマ市長選が行われる。今回の選挙にはベ

ネズエラ人の移民受け入れに否定的なリカルド・ベルモ

ント元リマ市長が立候補している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.180」８月２２日付の記事参照）。 

 

世論調査では別の候補が優勢でベルモント氏が市長に

当選する可能性は低そうだが、２番手か３番手の候補に

なっており一定の支持はあるようだ。 

 

２０１８年９月２９～３０日（土曜・日曜）             

政 治                        

「トランプ大統領                   

   ～民主党は米国をベネズエラにしたい～」        

 

１１月に行われる中間選挙でトランプ大統領はベネズ

エラ問題を引き合いに出しているようだ。 

 

９月２９日 トランプ大統領はバージニア州の選挙キ

ャンペーンで演説し「民主党は米国をベネズエラ独裁政

権のようにしたがっている犯罪政党だ。」 

と非難した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
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地方遊説中の発言だからか実際の映像が確認できない

ため何とも言えないが、どのような流れでトランプ大統

領が前述のような発言をしたのか理解できない。 

 

普通に考えればマドゥロ政権と性質が似ているのはト

ランプ政権だろう。この発言はトランプ大統領にとって

自殺行為のように思える。 

 

発言を深読みするとすれば、トランプ大統領の発言を受

けて民主党に 

「自分たちはマドゥロ政権のような独裁的な運営は行

わない」との見解を示させることで、米国全体でベネズ

エラ政府を非難する雰囲気を作り上げ、制裁の正当化と

対話の意見を無くすことが狙いなのかもしれない。 

 

実際に政府内でも対ベネズエラ方針の変更を求める意

見はあるようで、政府関係者による「New York Times」

へのリークはその表れと言える（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.187」９月８～９日付の記事参照）。 

 

あるいは上記は考えすぎて、単純に最近はベネズエラ関

連の問題についてよく言及しているので、その流れで発

言しただけなのかもしれない。 

 

経 済                       

「PDVSA トルコと石油産業の協力協議」            

 

９月２９日 ケベド PDVSA 総裁は在ベネズエラトル

コ大使と面談。 

 

石油の潤滑油やコークス産業への投資についての共同

プロジェクトの実施について協議した。 

 

先週はトルコ外相がベネズエラを訪問し、マドゥロ大統

領らと会談を実施。 

 

 

現在、週３便で運航している「トルコエアー」のイスタ

ンブール－カラカス間のルートを週５便に増便するこ

とを発表した。 

 

欧米諸国との関係の希薄化を受けて、中国、ロシアに接

近しているが、１８年に入ってから中東への経済シフト

が見られる。 

 

 

（写真）PDVSA ツイッター抜粋 

 

なお、余談になるがベネズエラのアラブ人コミュニティ

は大きい。 

 

ベネズエラ政府の公表値によると、ベネズエラは９１９

万人（国民の約２９％）の移民を受け入れているという

（次ページ参照）。 

 

その中で最も多い外国人はコロンビア人で５６０万人。 

次いで、特定国ではないが、アラブ人が１００万人。 

ペルー人、エクアドル人、中国人がそれぞれ５０万人。 

ポルトガル人が４０万人。 

スペイン人が２５万人。 

イタリア人が２０万人。 

と発表している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年９月２８日～９月３０日報道            No.１９６   ２０１８年１０月１日（月曜） 

7 / 9 

 

 

（写真）ベネズエラ政府公表値 

 

「PDVSA 上級職の給料が大きく減少」           

 

８月２０日に行われたデノミを受けて、９月から最低賃

金が大幅に改定された。 

 

急激な賃金改定を前に、これまでのような学歴、勤続年

数、職責に応じて段階的に給料が増えるシステムの維持

が困難になっている。 

つまり、上級職でも最低賃金労働者と大きく給料が変わ

らなくなっている。 

 

この状況は PDVSA についても同様のようだ。 

 

PDVSA 関係者の話では、会社の清掃員と化学分野の技

術職との給料の差は８００ボリバル・ソベラーノだとい

う。別の表現をすれば、石鹸２キロ相当の違いしかない。 

 

大学卒の高等技術者も大学院卒で勤続１５年のエンジ

ニアも１５日分の給料として３，０００ボリバル・ソベ

ラーノを受け取ったという。 

 

有能な技術職が今後更にベネズエラを離れる懸念があ

る。 

 

「CLAP の値段 １箱 BsS.１００に値上げ」         

 

「祖国カード」保有者に対して販売される安価な食料品

セット CLAP の値段が１０月から変更する。 

 

下写真の CLAP１箱の値段は BsS.１００。 

フレディ・ベルナル CLAP 代表によると、CLAP１箱の

価格は普通に購入するよりも９０％安いという。 

 

現在の実質最低賃金が BsS.１，９８０で。 

この金額で購入できれば安いことは間違いないだろう。 

 

 

（写真）フレディ・ベルナル CLAP 代表 

 

「Datanalisis 社長 並行レート安定の理由」         

 

８月２０日に５ケタの通貨切り下げ（デノミ）が実施さ

れ、為替レートも大幅に切り下がった。 

 

この措置を受けて、並行レートも切り下がったが９月に

入ってからは１ドル BsS９０～１００で安定している

（次ページのグラフ参照）。 
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（注）数字の連続性を保つためデノミを考慮しない 

 

世論調査会社の代表で経済学者でもあるルイス・ビセン

テ・レオン氏は並行レートが安定している理由について

同氏の見解を示した。 

 

並行レートが安定している理由は以下の２点。 

 

１．並行レートで外貨を買えるほどベネズエラ国内にボ

リバル通貨が流通していない。 

２．最低賃金の改定により法人はボリバルが必要になっ

ており、外貨を購入する余裕がない。外貨の購入需

要が増えないので、結果的に並行レートが上がらな

い。 

 

為替管理制度は廃止されたが、引き続き DICOM によ

り外貨制度がコントロールされている。 

 

また、外貨の供給は不足しているため、並行レートはい

つでも上昇を再開する可能性があると訴えた。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「コロンビア Arex Saab 氏の汚職捜査」            

 

CLAP の汚職に関連して以前からコロンビア人のアレ

ックス・サアブ氏の名前が挙がっている。 

これまでに数十億ドルの汚職を行ったと言われている

が、犯罪の全容を解明することは困難になっている。 

 

コロンビア当局の情報によると、サアブ氏は０４年から

虚偽の輸出により１億３，５００万ドルの資金を動かし

たことは確認できたという。 

 

数カ月前からコロンビア検察庁はサアブ氏やその親族

の口座の動きをトレースしていた。 

ある程度、捜査が進み拘束しようとしていた矢先、サア

ブ氏はイタリアに移住したという。 

 

コロンビアの検察庁内部にはサアブ氏に情報提供者が

いる可能性が高く、犯人捜しが行われているようだ。 

 

「塩振りおじさんの今」                  

 

９月１７日 マドゥロ大統領が訪中した後、経由地とし

てトルコを訪問。 

トルコ滞在中にマドゥロ大統領とシリア・フローレス夫

人はステーキレストラン「Nusr-et」で食事をした。 

 

その際に、同レストランのオーナーヌスレット・ギョク

チェ氏（通称、塩振りおじさん）が、マドゥロ大統領夫

妻を手厚く歓待したことでベネズエラ人から大ブーイ

ングを浴びることになった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.191」９月１７日付の記事参照）。 
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グラフ： DICOMレート、並行レートの推移

（単位： BsF / USD）

（出所）DICOM外貨競売委員会

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/285b9bda468ecfed5ef87d519665b087.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/285b9bda468ecfed5ef87d519665b087.pdf
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これだけでもお店の評判を大きく落としたが、更に運が

悪いのはギョクチェ氏のレストラン「Nusr-et」がベネ

ズエラ人野党の拠点である米国マイアミにも店舗があ

ったことだ。 

 

この報道が取り上げられてからしばらくの間、レストラ

ン前には大勢のベネズエラ移民が抗議行動で押し寄せ、

レストランは客の入りが著しく減少した。 

 

また、「Trip Advisor」などレストランの口コミを紹介す

るサイトでは「独裁者の味方」「倫理観のない店」とい

った書き込みが殺到し、炎上。お店の評価を☆１つに下

げようという動きが広がった。 

 

更にマイアミに住む反マドゥロ政権ベネズエラ人で構

成される団体（Veppex）は、ヌスレット・ギョクチェ氏

を「ペルソナ・ノン・グラタ（招かざる人物）」に認定し

たようだ。 

 

それ以外にも、「Nusr-et」が今年１月に衛生検査をうけ

改善指令を出されていたことや、トルコの本店で火事が

起きたことなどが報じられており、メディアでの非難は

驚くものがある。 

 

ただ、「Trip Advisor」の計らいか、本日確認したところ

政治的な理由による書き込みは見当たらず、現在は評価

が戻っていた。 

 

個人的に言えば、非難されるべきはマドゥロ大統領であ

って、塩振りおじさんに罪は無い気はする。 

 

彼をここまで非難するのは客観的に見ると不適切に感

じるのだが、それを許す雰囲気にしてしまう政治は恐ろ

しいものだと今回の一件を見て改めて感じた。 

 

以上 

 


