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（写真）ベネズエラ主導党 “国会によるサパテロ元西首相への穏健的な対応を非難” 

 

 

２０１８年１１月５日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア政府 ELN トップの拘束を認識 

～ベネズエラ政府はコロンビアの無策を非難～」 

「レケセンス議員 医療対応を拒否されている」 

経 済                     

「デジタル通貨「PETRO」ボリバル建て売却始まる」 

「英国から５．５億ドルの GOLD 返還を検討」 

「製造業の９１％は生産稼働率減少」 

「Cavenez １８年９月の生産台数はゼロ台」 

「バネスコ 政府管理を１２０日延長」 

「米国のイラン制裁 ベネズエラの２銀行も対象」 

２０１８年１１月６日（火曜） 

 

政 治                    

「サパテロ元西首相のペルソナノングラタ議論 

～賛成多数で国会で決定～」 

「EU ベネズエラへの制裁措置を１年延長」 

「ファルコン党首 野党の架け橋を作る」 

経 済                    

「ロスネフチ PDVSA から１５億ドル返済」 

「ベネズエラ産油量 日量１００万バレルを予見」 

社 会                     

「米国医療船 ペルーで５０００名を診察」 

「祖国への帰還計画 １０００名弱を呼び戻し」 
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２０１８年１１月５日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア政府 ELN トップの拘束を認識      

 ～ベネズエラ政府はコロンビアの無策を非難～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.211」１１月４日付の

記事で、コロンビアのゲリラ組織「民間解放軍（ELN）」

とベネズエラ国軍が衝突し、軍人４名が死亡、１０名が

負傷したと紹介した。 

 

その後、１１月５日 パドリーノ・ロペス国防相らは記

者会見を開き、軍人３名が死亡、１０名が負傷、ELN の

工作員９名を拘束したと説明。 

 

また、多くのメディアが国軍の対応を非難しているが、

我々は何を言われても犯罪者グループの撲滅にまい進

すると発表した。 

 

この衝突で ELN グループのトップが拘束された。 

 

１１月５日、コロンビア外務省は声明を発表。 

 

ベネズエラ国軍に対して連帯の意を示し、改めてゲリラ

行為を非難した。 

 

また、ベネズエラ国軍が逮捕した９名、特にフェリペ・

オルテガ・ベルナル氏は ELN の最重要人物でインター

ポールによって国際指名手配されている人物だったと

明らかにし、ベネズエラ政府に対して法的な処理で協力

する意志があると発表した。 

 

（実際のところは不明だが）今回の一件はコロンビアの

内政問題がベネズエラ軍人の命を奪ったということに

なる。コロンビア政府はベネズエラ政府を加害者として

常に非難してきたが、今回についてはベネズエラ政府側

が被害者ということになる。 

コロンビア外務省の声明に対して、ベネズエラ外務省も

声明を発表。 

 

コロンビア外務省がベネズエラ軍人の殺害に対して哀

悼の意を示したことを認識し、評価すると発表した。 

 

他方、国境でゲリラ問題が続いているのはコロンビア政

府が十分な対応を取っていないことが理由であり、その

せいで６０年間に渡りベネズエラに人権問題、麻薬密売

をもたらしていると非難した。 

 

また、コロンビア政府がゲリラ問題に適切に対応するの

であれば、ベネズエラは協力する用意があるとの見解を

示した。 

 

この事件はまだ収束していないようだ。１１月６日 ア

マゾナス州の記者がテレビ番組で引き続き国軍と ELN

との間で衝突が続いており、３名を追加で逮捕、国軍に

も数名の負傷者が出ていると説明した。 

 

この事件との関連ははっきりしていないが、１１月６日

にはインターポールが、ELN のラファエル・シエラ・グ

ラナドス氏、エリエセル・エルリント・チャモロ氏の２

名に対して、誘拐、殺人、強盗などの罪で国際指名手配

をかけた。 

 

 

（写真）国防相 

“ELN との衝突事件を報告するパドリーノ国防相ら” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0e216a05d706944123862c519a5a077.pdf
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「レケセンス議員 医療対応を拒否されている」         

 

８月の大統領ドローン襲撃事件に加担した容疑で

SEBIN に拘束されているファン・レケセンス議員の父

親ギジェルモ・レケセンス氏は、息子が政府から医療ア

テンドを拒否されていると訴えた。 

 

１０月末、レケセンス議員が国軍病院に搬送されたが、

牢屋に戻されたとの報道を紹介した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.209」１０月３０日付の記事参照）。 

 

この件について、ギジェルモ・レケレンス氏は 

「我々は SEBIN の面会所で息子に６回会った。 

 

息子は SEBIN から外に搬送されたが、行き先は病院で

はなく SEBIN の「La Tumba」に送られた。そこで歯科

医の診察を受け、処方箋を受け取った。 

 

私は息子から歯が痛いことを聞いていたので、その話を

聞いた翌日に抗生物質を持参して、SEBIN に渡したが、

彼らはその抗生物質を盗んだ。その結果、息子は今でも

歯の痛みに耐えている。 

 

痛みを訴えているにもかかわらず、放置することは拷問

だ。また、拘束した SEBIN の責任放棄でもある。」 

と SEBIN の対応を訴えた。 

 

経 済                        

「デジタル通貨「PETRO」ボリバル建て売却始まる」           

 

１ １ 月 ５ 日 か ら 政 府 が 進 め て い る デ ジ タ ル 通 貨

「PETRO」の現地通貨建てでの売却が始まった。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.211」１１月２日付の記事

で紹介した通り PETRO は祖国カード保有者が利用す

るサイト「パトリア・システム」を通じて販売される。 

 

PETRO の購入を希望する者はパトリア・システムのウ

ェブサイト（http://www.patria.org.ve/）にログインし、 

「Plan de Ahorro」のバーをクリック、その後「Ahorrar 

en PETRO」をクリック。 

 

そして購入時に PETRO の償還期間を９０日、１８０

日、２７０日のいずれかで選ぶ必要があるようだ。 

 

現時点では全容がはっきりしていないが、ずっと

PETRO を保有することはできないのかもしれない。 

また、好きな時に PETRO を現地通貨に戻すこともでき

ないのかもしれない。 

 

仮にそうだとすれば１．５グラム、２．５グラムの

GOLD の証書とほとんど同じ仕組みであり、時間の経

過とともにインフレで価値が目減りすることになる。 

 

合理的に考えて現地通貨でも PETRO を購入する人は

いないだろう。 

 

「英国から５．５億ドルの GOLD 返還を検討」         

 

ロイター通信は、ベネズエラ中央銀行が英国銀行の金庫

にある５．５億ドル相当（１４トン）の金塊をベネズエ

ラに戻そうとしていると報じた。 

 

ロイターの記事によるとベネズエラ中央銀行が英国銀

行に対して GOLD１４トンの返還を求めたのは２カ月

ほど前だという。 

ただし、どのルートでベネズエラに戻すか、あるいは保

険料が異常に高額であることなどを理由にまだ返還の

ための手続きが完了していないという。 

 

１１月１日に米国政府が GOLD 取引に制裁を科したが、

この制裁も影響してくるのかもしれない（「ベネズエラ・

トゥデイ No.210」１１月１日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0e216a05d706944123862c519a5a077.pdf
http://www.patria.org.ve/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
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「製造業の９１％は生産稼働率減少」                  

 

ベネズエラ工業連合会（Conindustria）は、加盟会社に

対して行ったアンケート調査（１８年６月時点の調査）

で回答企業の９１％は「生産が劇的に減少した」と答え

たと発表した。 

 

また、生産稼働率については２０％以下との回答が全体

の５０％を超えたという。 

 

他、生産コストについては平均で４，９００％増加した

ようだ。 

 

また、７７％の回答企業は「今の状況では今後２年間の

事業継続はできない」と回答した。 

 

なお、１８年３月時点との比較だと思われるが、はっき

り書かれておらず、いつの時点と比較して減少したか

（あるいは増加したか）は不明。 

 

「Cavenez １８年９月の生産台数はゼロ台」                  

 

自動車会議所（Cavenez）によると、ベネズエラ国内で

自動車組み立てをしている民間の自動車アッセンブラ

ー６社の１８年９月の組み立て台数はゼロ台だったよ

うだ。 

 

なお、先月は「TOYOTA 社」が１００台、「Mack 社」

が９台の合計１０９台だった。 

 

２０１８年１月～９月までのアッセンブラー6 社によ

る合計組み立て台数は７０５台。前年同期比で５０％減

となっている。 

 

 

 

 

 

（出所）Favenpa（ベネズエラ自動車部品製造者団体） 

 

「バネスコ 政府管理を１２０日延長」                  

 

１８年５月 政府は、違法な両替行為を行っていたとし

てベネズエラで最も大きい金融機関「Banesco」を政府

監視下に置く措置を講じた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.132」５月３日付の記事参照）。 

 

当初は９０日だったが、８月６日に９０日間の延長を発

表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.173」８月６日

付の記事参照）。 

 

９０日が終わりを迎えた１１月６日、再び延長が発表さ

れた。しかも、今度は９０日ではなく１２０日の延長な

ので、１９年３月上旬まで「Banesco」の政府管理措置

が続くことになる。 

 

財務省は監視措置を延長した理由について、並行レート

での取引の取り締り措置が不十分であること、コロンビ

ア、パナマのグレー地域で取引を行っている企業の実態

が解明できていないことなどを理由に挙げた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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「米国のイラン制裁 ベネズエラの２銀行も対象」                  

 

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、イラン輸出

銀行と取引関係がある７００の法人・個人を対象に制裁

を発動した。 

 

米国政府の狙いは金融取引をブロックすることのよう

で 、 ベ ネ ズ エ ラ で は 制 裁 対 象 と し て 「 Banco 

Internacional de desarollo CA（国際開発銀行、BID）」

と「Banco Binacional Iran-Venezuela（イランーベネズ

エラ二国間銀行）」が制裁対象となった。 

 

２つの金融機関の主目的はイランとの輸出入の促進、経

済関係強化を目的としたものだった。 

 

他、ベネズエラで制裁対象となった個人では、 

Rolando José Santos Colmenter 氏 

Ernesto Salvador Porras Adarmes 氏 

Antonio José Martínez López 氏 

Melissa Coromoto Nafal Herrera 氏 

の４名の名前が挙がっている。 

 

この 4 名は前述の２金融機関の行員。 

 

２０１８年１１月６日（火曜）              

政 治                        

「サパテロ元西首相のペルソナノングラタ議論      

         ～賛成多数で国会で決定～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.210」１０月３１日付の記

事「急進野党 国会の穏健姿勢を非難」で、急進野党の

議員が国会に「サパテロ元西首相を国会としてペルソ

ナ・ノン・グラタ（招かれざる人物）に指定すること」

の議論を提出し、物議をかもした記事を紹介した。 

 

 

１１月６日 急進野党に属するオマール・ゴンサレス議

員は改めて国会に前述の議題を提出したが、賛成５３票、

反対４３票、棄権１票で提案は承認された。 

 

同日の議論に与党系の議員は出席していないので、野党

の議員だけでもサパテロ元西首相を非難することに消

極的な議員が半数以上いることが確認されたことにな

る。 

 

これまで野党は一丸となってサパテロ元西首相を「独裁

政権の従者」として非難してきたが、スペイン政府でラ

ホイ首相が交代し、サパテロ元西首相が所属する政党に

交代したことで、一部の野党議員はサパテロ氏への非難

を改め、対話へシフトし始めている。 

 

他方、半数近くの議員が同決議について反対の意を示し

たことで急進野党の政治家は国会によるサパテロ氏へ

の穏健な態度を非難している。 

 

急進野党の代表を務めるベネズエラ主導党（VV）のマ

リア・コリナ・マチャド党首は、今回の一件について、 

「サパテロ支持者によるもので、恥ずべきことだ。」 

と穏健野党の姿勢を非難した。 

 

「EU ベネズエラへの制裁措置を１年延長」           

 

１１月６日 欧州連合はベネズエラ政府に対する既存

の制裁措置を１年間延長することを決定した。 

 

欧州連合は、対話による問題解決を支持する一方で人権

侵害を行うマドゥロ政権を引き続き非難する方針を維

持している。 

 

今回の決定により欧州連合は少なくとも１９年１１月

１４日まではベネズエラ政府への制裁を継続すること

になる 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
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欧州連合がベネズエラに対して科している制裁はベネ

ズエラ政府高官への個人制裁と武器・武器の原材料にな

る一部部品の輸出の禁止のみ。 

 

米国政府が科しているような経済制裁ではないため、マ

ドゥロ政権を非難する EU としてのシンボリックな制

裁の意味合いが強く、実経済への悪影響は限られている。 

 

「ファルコン党首 野党の架け橋を作る」         

 

国会でサパテロ元西首相を非難する決議が否決された

ことは、対話を支持するグループが野党議員の中で拡大

していることを意味する。 

 

１１月６日 穏健野党の中でも最も政府に柔軟な姿勢

を見せる野党グループ「Concertacion por el Cambio（変

化のための調和）」のヘンリー・ファルコン党首は、ラ

ジオ番組に出演し、野党の団結を訴えた。 

 

「私は、カプリレス元ミランダ州知事、ラモス・アジュ

ップ AD 幹事長、マニュエル・ロサレス UNT 党首と対

話を続けており、同じ見解を持っている。 

 

選挙のボイコットは政府にメリットがあるだけだ。政府

を倒すには２０１５年にあったような団結した投票の

呼びかけが必要だ。 

 

どの野党政治家に聞いても透明な選挙を否定する者は

いない。急進野党も我々もベースでは同じ考えを持って

いる。 

 

対話について、私は急進野党や一部の外国勢と全く正反

対の意見を持っている。我々は暴力的な政治を進めるべ

きではない。 

 

 

 

国際的にマドゥロ政権に圧力をかけることは必要だが、

圧力は「介入」ではなく「協力」であるべきだ。悲惨な

現状から抜け出すためにお互いが理解する手段を探ら

なければいけない。 

 

ただし、対話を通じてこれまで犯した過ちを繰り返さな

い。対話の実現は透明なルールでの一斉選挙の実施が大

前提になる。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン党首 

“ラジオ番組「Shirley Radio」に出演” 

 

経 済                       

「ロスネフチ PDVSA から１５億ドル返済」            

 

Rosneft の Eric Liron 副社長は１８年１月～９月にかけ

て PDVSA が Rosneft に対して１５億ドルを返済したと

発表した（ロシア報道社「Suptnik News」参照）。 

 

１７年１２月末時点で４６億ドル計上されていた

PDVSA への融資は１８年９月時点で３１億ドルに減少

したことになる。 
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「両者の合意通りに進めば、PDVSA に対する融資は２

０２０年に終了する予定だ。この融資は PDVSA 子会社

Citgo の株式４９．９％を担保にしたものだ。」 

と語った。 

 

「ベネズエラ産油量 日量１００万バレルを予見」         

 

国際エネルギー機関（IEA）の Faith Birol 氏はロイター

通信の取材に対して、 

「ベネズエラの産油量はフリーフォールのようだ。遠く

ないうちに日量１００万バレルを下回ると考えている。」

との見解を示した。 

 

また、原油価格について「１８年中は現在の水準より高

くなることは無いだろう」との見解を示した。 

 

本件と話が逸れるが、米国政府はベネズエラ原油産業へ

の追加制裁について、以前よりトーンが下がっているよ

うだ。 

 

理由は追加制裁を科さなくてもベネズエラの原油産油

量が劇的に減少しており、これ以上の措置を講じる必要

があまりないからだと言われている。 

 

社 会                         

「米国医療船 ペルーで５０００名を診察」            

 

９月に中国軍の医療船がベネズエラの港に立ち寄り医

療サービスを提供した（「ベネズエラ・トゥデイ No.193」

９月２２日～２３日付の記事参照） 

 

１１月１日から米国政府も軍部の医療船「CONFORT」

をペルー（Piura と Tumbes）に停泊させ、医療サービ

スを提供していた。報道によると、この医療船には２０

０名超の軍医がいるようだ。 

 

 

１１月６日 ペルーのホセ・ウエルタ外相はこの５日間

で５，０００名超の人々に米国医療船が医療サービスを

提供したと感謝の意を示した。 

また、ウエルタ外相は、米国軍による医療サービスはペ

ルー人だけではなくベネズエラ人にも提供されたと補

足した。 

 

 

（写真）La Voz de America 

“医療サービスを提供した米国医療船「CONFORT」” 

 

「祖国への帰還計画 １０００名弱を呼び戻し」              

 

ベネズエラ移民が急増している状況を受けて、ベネズエ

ラ政府は非難を緩和するためか、外国に行ったベネズエ

ラ人を自国に呼び戻す「Plan Vuelta la Patria（祖国への

帰還計画）」を促進している。 

 

今年９月頃から始まった制度で、最近ではまり報じられ

ないが地味に継続しているようだ。 

 

１１月６日はペルーから９６名のベネズエラ人が国営

飛行機会社「Conviasa」で帰国した。なお、この帰国費

用はベネズエラ政府が持ってくれる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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アレアサ外相によると、１１月６日時点で「祖国への帰

還計画」によりベネズエラに戻ったベネズエラ人は合計

で９，６０３名。 

 

国の内訳では 

ブラジルが６，６６３名とかなりの割合を占める。 

次いでエクアドルが８３６名。 

隣国で最も移民受け入れが多いコロンビアは３０５名。

ドミニカ共和国１８６名。 

アルゼンチン１７１名。 

チリ２名。 

パナマ１名。 

と続く。 

 

他方、外国に住むベネズエラ人は１８年 8 月時点で２３

０万人といわれており、１万人弱では焼け石に水の感は

否めない（ベネズエラの移民状況については「ウィーク

リーレポート No.63」参照）。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fa96b0d1693712a1d6f5af19684cb28.pdf

