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（写真）ビクトル・カノ鉱業開発相ツイッター “ボリバル州の GOLD セクター作業員” 

 

 

２０１８年１０月３１日（水曜） 

 

政 治                     

「リマグループ １月１０日以降の対応を検討」 

「サアブ検事総長 監視カメラに映像は無かった」 

「急進野党 国会の穏健姿勢を非難」 

「メキシコ マドゥロ大統領就任式招待で波紋」 

経 済                     

「印 ONGC Videsh 配当支払いを原油で受け取り」 

「Repsol 今年中に７．２億ユーロの債権回収期待」 

「PETRO 外貨建て取引も１１月５日に延期」 

「世銀 Doing Business １９０カ国中１８８位」 

「５５回目 DICOM １ドル BsS.６４．７４」 

２０１８年１１月１日（木曜） 

 

政 治                    

「米国対キューバ制裁非難決議 １８９カ国承認」 

「マクリ大統領 移民政策の見直し議論を支持」 

経 済                    

「米国政府 ベネズエラの GOLD 取引に制裁」 

「UAE ベネズエラから GOLD 輸入か」 

「検察庁 Callao の GOLD 違法採掘団を起訴」 

「PDVSA 元部長 １７００万ドル汚職を自白 

～露 Gazprom と仏 Porenco 関与の噂～」 

「１１月１日から国外渡航は銀行に事前通知」 

「Evrofinance Mosnarbak 役員が Fogade 代表」 
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２０１８年１０月３１日（水曜）             

政 治                       

「リマグループ １月１０日以降の対応を検討」       

 

１０月３１日 マドゥロ政権を非難する米州１４カ国

で構成される「リマグループ」の会合がボゴタで開催さ

れた。 

 

主要テーマは１９年１月１０日以降に諸外国がどのよ

うにマドゥロ政権に対峙するべきかの意見交換。 

 

マドゥロ大統領は１３年４月の選挙で当選した。 

 

当時、大統領選は事実上、野党候補のカプリレス元ミラ

ンダ州知事との一騎打ち。両者の得票差はわずかだった。 

 

政府に有利な選挙システムがマドゥロ大統領を勝利さ

せた側面は否めず、且つ票数の不正操作も疑われ選挙の

正当性に抗議を示す国もあった。 

 

しかし、カプリレス元ミランダ州知事がそこまで強硬な

態度で臨まなかったこともあり、選挙の正当性を非難す

る声は鎮静化。マドゥロ大統領の大統領就任が既成事実

化した。 

 

この任期は１９年１月１０日に切れる。 

つまり、１月１０日からはベネズエラの大統領選の結果

を受けて、新たな大統領が誕生することになる。 

 

大統領選は既に１８年５月に実施され、マドゥロ大統領

の再選が決まったことになっているが、主要野党は同選

挙に参加しておらず、また選挙に参加したファルコン

AP 党首さえも、結果が発表される前に不正があったの

で選挙結果を認めないと宣言。 

結果的に野党は５月の大統領選挙結果を認めていない。 

 

多くの外国政府も野党と同様のスタンスを取っており、

１８年５月の大統領選結果を認めていない。 

 

つまり、１９年１月１０日以降、一部の政府にとってベ

ネズエラは大統領が不在の状態になる。 

 

与党としては１８年５月の大統領選で１９年１月１０

日以降もマドゥロ大統領が継続すると認識しているの

で、引き続き閣僚任命や大使任命、ベネズエラ政府とし

ての決定はマドゥロ政権が行う。 

 

一方で、マドゥロ政権を認めていない国は、ベネズエラ

政府の決定を認識するわけにはいかない。リマグループ

として１９年１月１０日以降のマドゥロ政権に対する

対応をすり合わせしなければいけない、というのが今回

の会合の主目的だった。 

 

具体的な協議内容については明らかにされなかったが、

会合に参加したペルーのウーゴ・セ・セラ外務次官は 

「１９年１月１０日までにリマグループとして少なく

とも２回、本件について協議する機会がある。断固とし

た決断を下すことになる。」 

とのスタンスを示した。 

 

なお、リマグループ１４カ国は、アルゼンチン、ブラジ

ル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマ

ラ、ガイアナ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラ

グアイ、ペルー、サンタルシア。 

 

「サアブ検事総長 監視カメラに映像は無かった」         

 

１０月３１日 サアブ検事総長はグロボビシオンのイ

ンタビュー番組に出演。 

アルバン市議の SEBIN での死亡事件について、飛び降

り自殺との説明を繰り返した。 
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また、「飛び降りる瞬間を移した廊下ビデオはなかった。

我々は近隣住民にも協力を要請し、映像の入手に尽力し

た。また、現在も映像の入手を試みている。」と説明。 

 

この発言にツイッターでは疑問を投げかける投稿が殺

到した。 

 

アルバン市議の家族から弁護を依頼されているジョエ

ル・ガルシア弁護士はサアブ検事総長のコメントについ

てツイッターで「SEBIN には防犯カメラがない。これが

事実であれば、SEBIN の屋上に付いているものはクリ

スマスの飾りか？」と投稿した。 

 

「急進野党 国会の穏健姿勢を非難」                  

 

１０月３０日 通常であれば国会が開かれる予定だっ

たが、同日の国会は参加人数が少なく、開催のための人

数要件を満たさなかったため中止になった。 

 

実際には単純に人数が足りなかったのではなく、提案さ

れた議題がセンシティブな内容だったため、野党の一部

が国会を中止させるため、意図的に国会に出席しなかっ

たことが原因。 

 

センシティブな議題とは急進野党の議員団が提案した 

「ロドリゲス・サパテロ元スペイン首相を「ペルソナ・

ノン・グラタ」にするかどうか」という議論 

 

野党は、サパテロ元西首相は与党に加担しているとして

常に彼を非難する立場を取っているが、サパテロ元西主

張と野党との対立が特に深刻になったのは、１７年１１

月～１８年２月にかけて行われた与野党交渉。 

 

当時、サパテロ元西首相が提案した合意草案をフリオ・

ボルヘス国会議長（当時）率いる野党の交渉団が拒否、

野党の交渉団が交渉の終了を宣言し、交渉は決裂した。 

 

その議論で、ボルヘス議長（当時）とサパテロ元西首相

は激しい口論を繰り広げ、ボルヘス議長がサパテロ元西

首相をツイッターで激しく非難したことがきっかけだ

ろう。そこから野党は一丸となって、「サパテロ元西首

相＝政府の延命の協力者」のイメージを形成した。 

 

しかし、現在のサンチェス政権はサパテロ元西首相が所

属する政党が与党となっており、対ベネズエラ方針は対

話支持に転換した。 

 

９月にはサパテロ元西首相を非難する米州機構（OAS）

のアルマグロ事務局長に対して、スペイン外相が抗議の

意を示した。 

 

１０月２９日には在ベネズエラ・スペイン大使は 

「サパテロ元西首相は多くの政治犯の解放に貢献した。

ベネズエラ問題の解決のために尽力しており、尊重され

るべきだ」との見解を示した。 

 

国会がサパテロ元西首相を「ペルソナ・ノン・グラタ」

に認定することは、欧州連合を敵に回すことにもなりか

ねず、与野党対話を否定することにもなる。 

 

他方、これまでサパテロ元西首相を敵視していた野党に

とって、サパテロ元西首相の「ペルソナ・ノン・グラタ」

認定に否定的な見解を示すことは、方針の一貫性を欠く

ことになり、急進野党から「伝統野党もマドゥロ大統領

の手先だ」と非難されることになる。 

 

このため、野党の多くの議員が同日の国会に出席せず、

人数要件を満たさなかったため同日の国会は中止とな

った。 

 

１０月３０日 急進野党の議員団は記者会見を開き、伝

統野党の弱腰姿勢を非難。「これが国の代表でよいのか」

と疑問を呈した。 
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「メキシコ マドゥロ大統領就任式招待で波紋」         

 

１２月１日にメキシコでロペス・オブラドール氏が大統

領に就任する。 

 

就任式にはマドゥロ大統領も出席するようだ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.208」１０月２６日付の記事参照）。 

 

本件について、亡命最高裁はロペス・オブラドール新大

統領に対して、マドゥロ大統領の就任式招待を取り消す

よう求める陳情書を公開。 

 

「ベネズエラ人ニコラス・マドゥロ・モロス氏は汚職を

理由に禁固刑１８年３カ月の有罪判決を受けている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.177」８月１５日付の記事

参照）。 

 

また、多くの国が人権侵害を理由にマドゥロ政権を国際

司法裁判所（CPI）に訴えている。 

 

マドゥロ政権は民主主義を侵害していると結論を出す

に足る証拠があり、就任式に招待しないよう求める。」 

とロペス・オブラドール新大統領に対して再考を訴えた。 

 

同様の求めはメキシコ議会からも出てきそうだ。 

 

メキシコのエミリオ・アルバレス議員（人権委員会メン

バー）は、 

「ベネズエラ問題はこれまでメキシコ議会でも何度か

議論されており、関心の高いテーマだ。 

 

ロペス・オブラドール新大統領の就任式にマドゥロ大統

領を招待するべきかどうかについて、議会のスタンスを

示したい。」 

とコメントした。 

 

 

経 済                        

「印 ONGC Videsh 配当支払いを原油で受け取り」         

 

ロイター通信はインドの石油会社「ONGC Videsh」へ

の配当金支払いとして、PDVSA がインドに原油（油種

は Merey１６）５０万バレル（金額にして３，５００万

ドルに相当）を輸出したと報じた。 

 

既に原油はインドに到着しているという。 

 

PDVSA は ONGC Videsh に対して約５億ドルの配当金

を支払う必要があったが、１年ほど支払いが遅延してお

り、これまでも何度か両国の議題に上がっていた。 

 

１８年９月 ONGC Videsh は現在４０％の権益を持っ

ているサンクリストバル鉱区の権益を９％増やすこと

で配当金を相殺するというベネズエラ政府からの申し

出を受けていたが、この提案を断ったと報じられている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月９日付の記事参

照）。 

 

「Repsol 今年中に７．２億ユーロの債権回収期待」                  

 

１０月３１日 スペインの石油会社「REPSOL」は第３

四半期の経営実績報告会を実施。 

 

その中で、１０月に債権回収の一部として PDVSA から

原油での支払いを受け取ったことを明らかにした。 

 

また、「S＆P Global Platts」によると、同社顧問の Josu 

Jon Imaz 氏が、１８年１１月に CardonⅣプロジェクト

で２隻、Petrocarabobo プロジェクトで２隻、合計４隻

のタンカーを受け取る予定だと説明したと報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
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１１月に予定通り石油を受け取れた場合、これらの受け

取りは７．２億ユーロに相当すると REPSOL は評価し

ている。 

 

REPSOL は今年７月の経済実績報告会でベネズエラに

対するエクスポージャーをこれまでの１４．６億ユーロ

から７．６億ユーロに減らしていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.168」７月２６日付の記事参照）。 

 

「PETRO 外貨建て取引も１１月５日に延期」                  

 

１０月２９日から政府が進めているデジタル通貨

「PETRO」の外貨建てで購入が始まった。 

 

どうやら電子手続きでの購入ではなくデジタル通貨監

督局（Sunacrip）の事務所で購入する仕組みになってい

るようだ。 

 

「PETRO」の購入を希望する人は非常に少ないようだ。

現地紙「El Nacional」によると、「PETRO」販売が始ま

った１０月２９日に購入のため事務所を訪れた人は１

５人にも満たなかったという。そのうち３名は「PETRO」

の購入方法を質問しただけだった。 

 

 

 

購入希望者が少ないことが理由かどうかは不明だが、１

０月３１日 Sunacrip は外貨建てのペトロ販売を一時

延期すると発表した。１１月５日（月曜）AM８時３０

分から「PETRO」購入が再開されるという。 

 

なお、１１月５日からは現地通貨建てでも「PETRO」

が購入できる予定となっている。 

 

「世銀 Doing Business １９０カ国中１８８位」                  

 

世界銀行は世界各国のビジネスのし易さをランキング

にした「Doing Business」を毎年発表している。 

１０月３１日 世銀は「Doing Business ２０１９」を発

表した。同レポートは無料で閲覧可能・ 

 

同レポートによると、ベネズエラは１００点満点中３０．

６１点。１９０カ国中１８８位だった。 

 

この順位は昨年実績と変わっていない（「ベネズエラ・

トゥデイ No.53」１７年１０月３１日付の記事参照）。 

ベネズエラの上（１８７位）はイエメン。下位はエリト

リア（１８９位）、ソマリア（１９０位）だった。 

 

項目別評価は以下の通り。カッコの数字は昨年度結果。 

 

・起業の困難度が最下位の１９０位（１９０） 

・建設許可手続きは１５２位（１４３）。 

・電力は１８６位（１８６） 

・知的財産権・商標登録は１３８位（１３５） 

・融資の困難さ１２４位（１２２） 

・少数投資家の保護は１８０位（１７７） 

・税制は１８９位（１８９） 

・貿易取引は１８７位（１８７） 

・契約の強制力は１４８位（１４７） 

・債務問題解決制度は１６５位（１６５） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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（写真）「Doing Business２０１９」ベネズエラ評価抜粋 

 

「５５回目 DICOM １ドル BsS.６４．７４」                  

 

中央銀行は第５５回 DICOM の結果を公表した。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６４．７４。前回（１ドル

BsS６４．５５）から少しボリバル安になったことにな

る。 

 

外貨供給額は合計で４２２万３，９８５．２４ドル。 

前回の４８６万ドルより、若干減ったことになる。 

 

内訳では、個人２，３５４名に対して１９３万３，６７

１．４１ドルが割り当てられた。 

 

法人についてはユーロ建ての支払いを行う企業もいた

ようで、３３社に対して８７万８，２７１．５６ユーロ、

５７社に対して１２９万３，２４６．３６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、「Panificadora 

Jamal Amel」で１８万ドル。会社名から想像するにパン

製造用の機械を販売している会社だろう。同社は債務返

済のために外貨を取得したようだ。 

 

次いで、タイヤ販売業者の「Supercauchos Molina」が１

５万９，８００ドルの外貨供給を受けた。同社は最近よ

く１０万ドル以上の外貨を受け取っている。 

 

３番目は「Free Store」が１４万ドルの外貨供給を受け

た。 

 

４番目は「Restaurante El Solar del Este」で１２．５万

ドルだった。 
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２０１８年１１月１日（木曜）             

政 治                       

「米国対キューバ制裁非難決議 １８９カ国承認」        

 

１１月１日 国連にて米国によるキューバ制裁を非難

する決議案が承認された。同決議は２７年連続で承認さ

れている。 

 

同決議案に賛成した（米国政府に制裁解除を要請した）

のは国連加盟国１９３カ国中１８９カ国（日本も賛成に

票を投じている）。決議に反対したのは米国とイスラエ

ルの２カ国のみ。棄権に投票した国はなかった。 

 

なお、ウクライナとモルドバは同日の会合に出席してい

ない。 

 

事前に米国政府は同決議案に対して、キューバ政府によ

る人権侵害を非難する趣旨の８つの修正を要請してい

たが、決議文への修正は加盟国の決議で否定され、認め

られなかった。 

 

この決議について、ニッキー・ヘイリー国連米国代表大

使は「米国は信じる価値のために孤立することをいとわ

ない。この決議は何も変えられない。」と主張した。 

 

ヘイリー大使の発言をサポートするかのように、同決議

が採択された当日にジョン・ボルトン国家安全保障問題

担当大統領補佐官はマイアミで演説。キューバ軍部の制

裁対象者を拡大する意向を示した。 

 

なお、この決議文案は経済制裁を非難する趣旨で、キュ

ーバ政府関係者への個人制裁を非難する趣旨ではない。 

 

 

（写真）国連投票決議ボード 
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「マクリ大統領 移民政策の見直し議論を支持」           

 

１０月２４日 アルゼンチン議会で１９年の国家予算

案の議論が行われていた際、同予算案に反対する市民が

議会前で治安維持部隊と衝突した。 

 

治安維持部隊は、催涙ガスや放水車で抗議者らに応酬。

野党議員によると、治安維持部隊はゴム弾なども使用し

ていたという。この事件で複数の負傷者が出た。また、

２６名が逮捕されている。 

 

現地報道社「Todo Noticias」によると、逮捕された２６

名の中には外国人も４名（トルコ人が１名、パラグアイ

人が１名、ベネズエラ人も２名）含まれていたようだ。 

 

１１月１日 アルゼンチンのマクリ大統領は今回の衝

突を受けて、 

「我々は自分たちで行っていることを再検討しなけれ

ばいけない。我々の先祖がアルゼンチンに入国してきた

時のように、アルゼンチンで働く意思のある人が入国で

きるようにしなければいけない。 

現在は社会不安を生じさせる目的で入国している人が

いる。」 

との見解を示した。 

 

アルゼンチンにベネズエラ移民がどの程度いるのか、最

新の情報は確認できていないが、国連の国際移民機関

（OIM）が１８年２月に発表したレポートによると、ア

ルゼンチンには５７，１２７名のベネズエラ移民が暮ら

しているようだ（「ウィークリーレポート No.62」参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「米国政府 ベネズエラの GOLD 取引に制裁」            

 

１１月１日 米国政府はベネズエラに対して追加の経

済制裁を発動した（大統領令のオリジナル文）。 

 

制裁は以下に該当する人の米国内の資産凍結。あるいは

米国での取引を禁止するというもの。 

 

（１）ベネズエラの GOLD セクター。また、国務省が

定めるその他のベネズエラ経済セクター。 

（２）直接あるいは間接的にベネズエラ政府・政府関係

者（その親族含む）との汚職取引に関与している

者。 

（３）（２）の項目に該当するような者に対して、物資・

サービスを提供している者。 

（４）本政令で制裁の対象となっている者のコントロー

ル下にある者。 

 

国務省の判断で今後、制裁対象となるセクターを増やせ

るようだが、現時点ではベネズエラ政府との GOLD 取

引に関わる個人・法人を中心とした制裁と言えそうだ。 

 

なお、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は Q＆A 

コーナーで「不正な GOLD 取引の規制に焦点を当てた

もので、合法的な GOLD 取引を対象としたものではな

い。」と書かれている。 

 

ただし、ベネズエラ側で見た合法的な GOLD 取引には

ベネズエラ政府の関与が欠かせないだろう。 

その意味では、ベネズエラでの GOLD 取引はもれなく

制裁の対象になるはずだ。 

 

１０月２４日には米国財務省関係者がベネズエラ政府

による GOLD 取引を非難していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.207」１０月２４日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ven_eo_additional_ppl.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
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「UAE ベネズエラから GOLD 輸入か」         

 

「Redd Latam」は１７年１２月にベネズエラからアラ

ブ首長国連邦（UEA）に対して１０．３億ドルの GOLD

が輸出されたと報じた。 

 

Redd Latam のアナリストは、１７年１２月のアラブ首

長国連邦への取引について、ベネズエラ中央銀行の財務

報告では UAE との GOLD 取引に関する説明は全く記

載されていなかったとしている。 

 

最近の外貨準備高の推移については「ウィークリーレポ

ート No.63」でも紹介した。 

 

同レポートの中で、外貨準備の数字は変わっていないが

中央銀行バランスシートの「その他外貨建て資産」の「加

工されていない GOLD」がゼロになっている。 

この数字が何らかのキーポイントになっている可能性

は否定できない。 

 

なお、筆者の調べでは１８年以降も毎月１０億ドル単位

で UAE に GOLD が輸出されている。プレミアム会員

の方については９月３０日に発行した「カントリーリス

ク・レポート No.66」を参照されたい。 

 

「検察庁 Callao の GOLD 違法採掘団を起訴」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.203」１０月１５日付の記

事にて、自然保護区で GOLD の違法採掘が行われてお

り、政府が違法採掘の事実を認めた記事を公表した。 

 

その際、ビクトル・カノ鉱業開発相は違法採掘を無くす

ために必要な措置を講じるとコメントしていた。 

 

 

 

 

１１月１日 サアブ検事総長は GOLD の違法採掘の取

り締りを強化すると宣言。 

 

違法採掘グループのエドゥアルド・エンリケ・ゴンサレ

ス・メヒア氏に指名手配指令を発出したと発表した。 

ゴンサレス氏は El Callao 地区で「GOLD 皇帝」と呼ば

れている人物のようだ。 

 

同時に鉱物査察検事局の元部長だったイリニオ・ベニテ

ス氏にも指名手配をかけたと発表した。 

 

サアブ検事総長によると、１８年だけで彼らのグループ

は GOLD１５０キロ、６００万ドル相当を採掘禁止地

区から採掘したと説明した。 

 

「PDVSA 元部長 １７００万ドル汚職を自白       

    ～露 Gazprom と仏 Porenco 関与の噂～」              

 

金融情報サービス会社「Bloomberg」によると、PDVSA

で財務企画ダイレクターを務めていたアブラハム・エド

ガルド・オルテガ氏は自身の職責を利用し、２００４年

～１６年３月の間に１，７００万ドルの汚職を働いたと

自白した。 

 

PDVSA の金融状況が悪化傾向にあった０８年以降も合

弁会社から５００万ドルの賄賂を受け取ったという。 

 

米国検察庁は、この汚職に関連してマドゥロ大統領とそ

の親族、Globovision のオーナーであるラウル・ゴリン

氏の関与を捜査しているようだ。 

 

なお、噂の域を出ないが同汚職取引に関与した合弁相手

として、フランス系石油会社「Perenco」とロシアの金

融機関「Gazprombank」が関与していると報じられてい

る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7dd16cff3204bf1d43a43573a6b475a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7dd16cff3204bf1d43a43573a6b475a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf
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「１１月１日から国外渡航は銀行に事前通知」              

 

８月 銀行監督局（SUDEBAN）は金融機関に対して、

口座保有者が外国に渡航する際には事前に連絡をさせ

るよう指示を出していた。 

 

事前に連絡がなかった場合、外国にいる間インターネッ

トを通じた金融取引を禁止するというもの（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.182」８月２７日付の記事参照）。 

 

この制度は銀行によっては早めに施行されていたが、同

制度の施行は１０月末が期限となっていた。 

 

つまり、１１月からはどの銀行の利用者も外国にいる間

にボリバル通貨の送金取引を行うには事前通知が必要

になる。 

 

渡航の前日に銀行に通知をしても処理が間に合わない

可能性もある。１２月は外国に渡航する駐在員は多いと

思うが、外国滞在中も送金取引を利用する可能性がある

方は早めに金融機関に連絡することをお勧めしたい。 

 

「Evrofinance Mosnarbak 役員が Fogade 代表」         

 

数日前に、米国による経済制裁の回避策としてロシア

（Gazprombank 等）とベネズエラ（FONDEN）が共同

株主になっている Evrofinance Mosnarbank（以下、EMB）

を利用しているとの記事が紹介された（「ベネズエラ・

トゥデイ No.207」１０月２５日付の記事参照）。 

 

EMB の監査役員を務めていたベネズエラ人の Arlen Siu 

Piñate Pérez 氏が「銀行預金社会保護基金（Fogade）」

の代表に就任した。 

 

 

 

 

Piñate 氏はベネズエラ中央大学卒。FONDEN 顧問、ベ

ネズエラ経済開発銀行（Bandes）主席ダイレクターを務

めた。 

 

シモン・セルパ財相と同じ職場を転々としており、セル

パ財相の派閥に属していると思われる。 

 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf

