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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 野党に対して選挙後に対話を呼びかけ” 

 

 

２０１８年５月７日（月曜） 

 

政 治                     

 「米国 麻薬取引に関わる３名・２０社に制裁 

～ベネズエラ政府の組織的な関与を非難～」 

「マドゥロ大統領 選挙後に対話を呼びかけ」 

 「サンブラーノ議員 

ファルコン党首を支持する議員団発足を発表」 

経 済                     

 「SUDEBAN DICOM 建ての送金を要請」 

「パレスチナと共同基金 ２０００万ペトロ拠出」 

社 会                     

 「亡命最高裁判事と元検事総長親族の自宅を捜索」 

２０１８年５月８日（火曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン党首 与野党対話を仕切ると宣言 

メディナ大統領 与野党対話への協力を否定」 

「ラッティ候補出馬辞退 ファルコン党首を支持」 

「ベルトゥッシ牧師 自分が統一候補と宣言」 

経 済                    

 「ConocoPhillipes クラサオも差し押さえ申請 

～クラサオの石油タンカーも避難～」 

「政府 IMF から５億ドル引き出し」 

 「国会 ４月のインフレ率は先月比８０．１％」 

「通貨切り下げ後も同じ小切手を使用可能」 
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２０１８年５月７日（月曜）             

政 治                       

「米国 麻薬取引に関わる３名・２０社に制裁     

   ～ベネズエラ政府の組織的な関与を非難～」       

 

５月７日 米国財務省は麻薬密売に関与したとして３

名のベネズエラ人に制裁を科した（米国財務省の発表）。 

 

米国管轄地域でこの３名が保有する資産は凍結され、米

国への入国は禁止される。この３名と関わる取引も禁止

される。 

また、３名が所有する２０の法人（ベネズエラ法人１６

社とパナマ法人４社）も制裁対象となった。 

 

制裁された３名はウォルター・アレクサンダー・デル・

ノガル・マルケス氏、ペドロ・ルイス・マルティン・オ

リベロ氏、マリオ・アントニオ・ロドリゲス・エスピノ

サ氏。 

 

同日、米国のペンス副大統領は米州機構（OAS）の常設

委員会会合に出席し、３名に制裁を科したことを発表。

同時にこの３名はベネズエラ政府と関係があり、ベネズ

エラ政府の庇護のもと、麻薬を密売していると訴えた。 

 

米国財務省の発表によると、ペドロ・ルイス・マルティ

ン・オリベロ氏は、元ベネズエラ軍人。現在の SEBIN の

前身組織 DISIP の金融部門元チーフを務めたことがあ

る。１５年４月にフロリダ州で麻薬の不法所持と取引を

企てた罪で逮捕されたことがある。 

マルティン氏は自身の経歴を利用し、賄賂を支払うこと

でコロンビア、ベネズエラ間でコカインの密輸を繰り返

していた。 

 

ウォルター・アレクサンダー・デル・ノガル・マルケス

氏は、マルティン氏のパートナー。欧州で麻薬販売と資

金洗浄に関与していた。 

マリオ・アントニオ・ロドリゲス・エスピノサ氏はマル

ティン氏のベネズエラ国内での右腕で資金洗浄のサポ

ートをしていた。ベネズエラ社会保険庁の登録によると、

同氏はOdebrechtの社員として登録されている。また、

ハビエル・イグナシオ記者は、同氏がフレディ・ベルナ

ル CLAP 代表（タチラ州監督官）のアシスタントだと告

発している。 

 

アルゼンチンの新聞「La Nacion」によると、ウォルタ

ー・アレクサンダー・デル・ノガル・マルケス氏は０７

年にミランで麻薬密輸の罪で逮捕歴がある。悪名の高い

人物としてベネズエラの政府中枢と関係があると報じ

られていた。 

 

同氏は麻薬密売のライバルを飛行機から落とし、死亡さ

せたとして懲役２０年を受けたが、故チャベス元大統領

の助力もあり、服役を逃れたとされている。 

 

「マドゥロ大統領 選挙後に対話を呼びかけ」         

 

５月４日 マドゥロ大統領は野党に対して、５月２０日

の大統領選後にドミニカ共和国で対話を行うよう求め

た。 

 

マドゥロ大統領は、大型イベント会場「ポリエドロ・デ・

カラカス」で行われた自身の選挙応援イベントに参加し、 

「ベネズエラ国民が投票の権利を行使した結果、私が大

統領に再選した場合、即座に野党に対して平和のための

対話を呼びかける。対話はドミニカ共和国で行う。ダニ

オ・メディナ大統領に対してベネズエラの政治的安定の

ため対話の仲裁国になるよう支援を求める。」 

と宣言した。 

 

「米国政府はベネズエラの内政への干渉を続け、ベネズ

エラを属国にしようとしている。雷が落ちても、台風が

来ても、大統領選は実施する。」 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0381
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と米国政府の姿勢を非難した。 

 

また、ファルコン党首について 

「ここにきてトーレアルバ元 MUD 幹事長がファルコ

ンへの支持を表明した。カプリレスも近日中に支援を表

明すると聞いている。支援をしたいものは支援すればよ

い。しかし、大統領選で勝利するのは私だ。 

 

野党はベネズエラを IMF に引き渡そうとしている。彼

らが最初にすることは国営教育を廃止し、民営化するこ

とだ。ベネズエラ国民は IMF にノーを突きつける。」 

と宣言した。 

 

「サンブラーノ議員                 

  ファルコン党首を支持する議員団発足を発表」                  

 

元新時代党（UNT）所属議員で、先日 ProCiudadanos か

らも離党したティモテオ・サンブラーノ議員は４名（メ

ルバ・パレデス議員、マリベル・グデス議員、マリー・

アルバレス議員、アドルフォ・スペラーノ議員）の議員

を引き連れ、ファルコン党首を支持する議員団を組織す

ると発表した（同氏の離党に関しては「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.133」５月４日付の記事参照）。 

 

この発表にはファルコン党首も立ち会っている。 

新しい組織の名前は「Cambiemos（変わろう）」。現在、

国会第一副議長を務めるフリオ・セサル・レジェス議員

（発展進歩党（AP）所得）らも、このグループに加わろ

うとしている。 

 

ファルコン党首は５月２０日の投票棄権を訴える野党

連合の方針を誤りだと非難。現在、選挙の棄権を訴えて

いる行動民主党（AD）、第一正義党（PJ）、大衆意志党

（VP）が投票支持を打ち出せば、我々は勝利できると

訴えた。 

 

 

 
（写真）サンブラーノ議員ツイッター 

“大統領選への参加を呼び掛けるサンブラーノ議員” 

 

経 済                        

「SUDEBAN DICOM 建ての送金を要請」           

 

５月７日 銀行監督庁（SUDEBAN）のアントニオ・モ

ラレス長官は、外国からの送金は許可された金融機関を

通じて DICOM レートで着金されなければいけないと

訴えた。 

 

「多くの人が公式な方法で送金を行っていない。

BANESCO を通じて１００ドルを不正なレートで両替

し、家族に支払っている。近日中に新たな両替所が許可

される。送金の両替は許可された店舗を通じておこなわ

れなければいけない。」 

と訴えた。 

 

BANESCO の捜査に関して制憲議会で経済委員会代表

を務めるエドゥアルド・ピニャテ氏に記者が、「他の金

融機関でも同様の捜査が行われる可能性があるか？」と

質問したところ、 

「他の金融機関に査察を行うかどうかは行政の判断だ。

しかし、並行レート取り締りオペレーションで９０％以

上の不正取引は解明された。他の金融機関でも不正両替

は行われている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
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現在のところ、制憲議会でこの問題を取り扱う予定はな

い。」とコメントした。 

 

アンデス開発公社（CAF）はベネズエラ向けの外国送金

が増えている現状をレポートしている。同レポートでは

１７年の送金は２０億ドル、１８年には４０～６０億ド

ルに増えると見込んでいる。 

 

また、ファルコン AP 党首の経済アドバイザーを務める

フランシスコ・ロドリゲス氏は BANESCO への介入に

ついて、「ベネズエラ人の送金を奪うためだ。」とコメン

トした。 

 

なお、現地紙「コオペランテ」がドミニカ共和国に４年

間住んでいるベネズエラ人に送金について質問したと

ころ、 

「公式レートで送金するはずがない。自分の両親が食べ

てもいけないような為替レートで両替するわけがない。」

とコメントした。 

 

「パレスチナと共同基金 ２０００万ペトロ拠出」                  

 

５月７日 マドゥロ大統領とパレスチナのマフムード・

アッバース大統領はカラカスで教育、文化、石油、工業、

医薬品、観光に関して共同基金を設立することで合意し

た。ベネズエラは２，０００万ペトロをこの基金に拠出

する。 

また、鉱業分野で合弁会社を設立することで合意した。 

 

ただし、この協定の具体的な内容については分かってい

ない。 

 

「我々は工業、観光など様々な分野で新たな協定を結ん

だ。６月には両国の大臣級会合が行われる。この協定で

取り組まれるプジェクトはペトロ建てで取引される。」 

 

 

アッバース大統領はマドゥロ大統領に対して、ベネズエ

ラ政府がパレスチナの医学生に奨学金を支払っている

ことに感謝の意志を示した。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

 

社 会                        

「亡命最高裁判事と元検事総長親族宅を捜索」           

 

５月７日 政府直轄の治安維持部隊 SEBIN は外国に亡

命しているアントニ・ホセ・マルベル判事の自宅（カラ

ボボ州バレンシア）に捜索に入った。この家にはマルベ

ル氏の家族は済んでおらず、賃借人の家族が住んでいた

ようだ。 

 

４月３０日にも SEBIN が亡命最高裁判事２名の自宅を

捜索していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.131」４月３

０日付の記事参照）。 

 

また、５月８日に亡命中のルイサ・オルテガ元検事総長

の甥２名（グアリコ州 Valle de Pascua およびカラカス

のLa Boyera地区）の自宅が SEBINにより捜査された。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9b58c2768b305f1d2f0154ec05d12b7.pdf
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２０１８年５月８日（火曜）             

政 治                       

「ファルコン党首 与野党対話を仕切ると宣言      

  メディナ大統領 与野党対話への協力を否定」        

 

５月７日にマドゥロ大統領が野党に対して対話を要請

した（本号「マドゥロ大統領 選挙後に対話を呼びかけ」

参照）。 

 

大統領選に出馬しているヘンリー・ファルコン AP 党首

は、マラカイボでの選挙キャンペーン中に、この対話要

請について取材を受け、 

 

「存在しない政党とは対話は出来ない。この対話は私が

コントロールする。政権移行、解決、本当の団結を作る

ための適切な政策を導き出す。 

 

スリア州は停電問題によりマドゥロに最も苦しめられ

ている地域。いくつかの電力会社は民営化する。Enelven

を戻す。」 

と発言した。 

 

１７年１１月～１８年２月にかけてドミニカ共和国で

与野党対話が行われたが交渉は暗礁に乗り上げた。野党

からこの交渉に参加していたのはＧ４と呼ばれる主要

野党（第一正義党（PJ）大衆意志党（VP）、行動民主党

（AD）、新時代党（UNT））でファルコン党首は含まれ

ていなかった。 

 

一方で、３月１日にはファルコン党首や彼を支持するキ

リスト教社会党（Copei）、社会主義行動党（MAS）など

穏健派野党が野党として５月２０日に大統領選を行う

ことで政府と合意した（「ベネズエラ・トゥデイ No.105」

３月１日付の記事参照）。 

この合意交渉は極めて短期間で成立した。 

 

 

ただし、１７年１１月～１８年２月まで与野党交渉の仲

裁役を務めていたドミニカ共和国のダニオ・メディナ大

統領は、取材に対して 

 

「私はマドゥロ大統領から仲裁意志について聞かれて

いない。対話の仲裁をするつもりはない。」 

とコメントしている。 

 

「ラッティ候補出馬辞退 ファルコン党首を支持」           

 

５月８日 大統領選に出馬を表明した５名の候補のう

ち、辞退を発表していたルイス・アレハンドロ・ラッテ

ィ候補は発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首

を支持すると発表した。 

 

ラッティ候補は 

「私は選挙を良いものにするために戦ってきた。引き続

き戦う意志はある。しかし、国民的な団結が優先される

べきだ。マドゥロ大統領の対抗候補は一人に絞らなけれ

ばならない。それはファルコン党首であるべきだ。」 

と発言。 

 

また、他の候補者に対して「個人的な利害を放棄するべ

きだ。」と、大統領選から辞退し、ファルコン党首を支

持するよう訴えた。 

 

なお、同日に選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表はラッティ候補の辞退について、 

「既に投票画面は決定しており、変更は出来ない。ラッ

ティ候補に投票した有権者の票はファルコン党首に合

算されることは無い。」 

と説明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
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（写真）ファルコン AP 党首ツイッター 

 

「ベルトゥッシ牧師 自分が統一候補だと宣言」          

 

ラッティ氏がファルコン党首に合流した一方で、別の大

統領候補ハビエル・ベルトゥッシ牧師は、「自分を統一

候補にするべきだ。」と発言。ファルコン AP 党首に対

して、合流するよう求めた。 

 

また、ララ州バルキシメトで行った選挙イベントで５月

９日にファルコン AP 党首と交渉を行う予定だと話し

た。 

 

「明日、９日夕刻、ヘンリー・ファルコン候補と会合す

る。私はファルコン党首に対して、我々のグループに合

流するよう求める。 

世論調査で、私は他の候補よりも２２ポイント上回って

いるという結果が出ている。 

 

私は大統領に当選した暁には最低賃金を月額１００ド

ルにする。また、企業家との合意の上で１年後には３０

０ドルまで引き上げる。」 

と自身への支持を訴えた。 

 

 

 

 

経 済                       

「ConocoPhillipes クラサオも差し押さえ申請     

      ～クラサオの石油タンカーも避難～」            

 

ロイター通信は、PDVSA がクラサオに停留している石

油タンカーをベネズエラに戻すよう指示したと報じた。 

 

理由はコノコ・フィリップスがクラサオ政府に対して資

産差し押さえを申請したため。 

 

同社は０７年に受けた接収を理由に国際仲裁裁判所に

訴訟を起こし、PDVSA から２０．４億ドルの賠償金を

勝ち取った（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２６

日付の記事参照）。 

 

これを受けて、ボナイレ、サン・エウスタキオの原油貯

蔵施設の差し押さえを申請（「ベネズエラ・トゥデイ

No.133」５月５～６日付の記事参照）。報道によると、

これらの施設は既に差し押さえの状態にあるようだ。 

 

PDVSA は米国、ロシアから精製用の原油を輸入してい

る。PDVSA の契約相手である英国の輸送会社「British 

Cygnet」はロシアのプリモルクスから精製に必要な軽

質油をクラサオに運び、先週日曜に到着した。 

 

しかし、差し押さえの可能性を知りベネズエラの港に移

動した。ロイター通信によると、まだ９隻のタンカーが

ベネズエラに向かって移動しているようだ。 

 

カリブ海の石油ターミナルから日量４０万バレルが外

国に輸出されており、カリブ海地域の施設が使用できな

くなる場合、PDVSA の原油輸出はかなり厳しい状況に

追い込まれると報じられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cd19c478eb3c1b85da44687cfc7518a.pdf
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「政府 IMF から５億ドル引き出し」          

 

現地紙「El Estimulo」はベネズエラ政府が１８年４月に

加盟国が資金繰りに緊迫した場合に引き出すことが出

来る特別引出権（SDR）のうち、５億ドルを引き出した

と報じた。 

 

中央銀行の公表値から推測される１８年２月末時点の

外貨準備内訳は現金外貨が２９．６億ドル、金が５１．

０億ドル、IMF が９．７億ドル、その他が５．８億ドル

で合計９６．１億ドル。１８年５月７日時点の外貨準備

は１０１億ドル（暫定値）となっている。 

 

１７年１２月末は外貨準備が９６．６億ドルで現金外貨

が１１．８億ドル、金が６６．３億ドル、IMF が１２．

７億ドル、その他が５．８億ドルだった。 

 

当時と比べると、GOLD や IMF を現金外貨に換えてい

ることが分かる。今後の制裁強化に備えるため、現金割

合を増やしている可能性がある。 

 

「国会 ４月のインフレ率は先月比８０．１％」              

 

国会の経済常設委員会は１８年４月のインフレ率が先

月比８０．１％増だったと発表した。 

 

１８年１月～４月までの４カ月間のインフレ率は８９

７．２％増。１７年４月～１８年４月までの１２カ月間

でインフレ率を測ると１３，７７９％増になる。 

 

ＩＭＦは１８年のベネズエラのインフレ率を年率１３，

８６５％と予想しているが（１８年４月更新）、国会の

数値は既に IMF の予測値に達している。 

インフレは時間の経過とともに加速することを踏まえ

ると、１８年のインフレ率は IMF の予想を超える可能

性が高い。 

 

 

（写真）国会 “国会経済常設委員会メンバー” 

 

「通貨切り下げ後も同じ小切手を使用可能」              

 

６月４日に現在の１，０００ボリバルが１ボリバル・ソ

ベラーノになる予定（「ベネズエラ・トゥデイ No.114」

３月２２日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ中央銀行は官報４１，３８７号に「通貨切り

下げ後も現在使用している小切手は引き続き使用でき

る。」という決議を公表した。 

 

現在、国内で使用されている小切手は「ボリバル・ソベ

ラーノ（Bs. S）」ではなく、「ボリバル・フエルテ（Bs. 

F）」で表記されているが、この小切手は引き続き使用可

能。ただし、６月４日以前に発行された小切手は銀行窓

口でないと現金化できない。また、支払いは新札で受け

取ることになる。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf

