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（写真）大統領府ツイッター “キューバのディアス・カネル新国家評議会議長（右）とマドゥロ大統領（左）” 

 

 

２０１８年４月１８日（水曜） 

 

政 治                     

 「スペイン政府と外交関係を修復 

パナマとも関係修復に向けて会談を実施」 

「米国 ベネズエラ危機について１５カ国と協議」 

 「Meganalisis ６５％は大統領選に投票しない」 

経 済                     

 「機関投資家 ベネズエラへの訴訟準備を開始」 

 「ＧＭ組み立て工場差し押さえから１年 

解雇された労働者が当時を振り返る」 

 「投機行為を理由に凍結した口座リスト公開」 

 「第 10 回目 DICOM 公募要領を発表」 

２０１８年４月１９日（木曜） 

 

政 治                    

 「キューバ ディアス・カネル国家評議会議長就任」 

 「メキシコ ベネズエラ政府関係者への制裁検討」 

 「制憲議員 元ミランダ州知事の予算執行を訴え」 

経 済                    

 「キンバリー・クラーク ICSID に接収の訴え」 

 「TOTAL ベネズエラでの事業継続意志示す」 

 「８店舗中５店舗はドル払いを受け入れ」 

 「PDVSA サプライヤーの前払要求で操業困難」 

社 会                    

 「４月２７日（金）に抗議行動を呼びかけ」 
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２０１８年４月１８日（水曜）             

政 治                       

「スペイン政府と外交関係を修復            

   パナマとも関係修復に向けて会談を実施」       

 

４月１８日 ベネズエラ外務省とスペイン外務省は共

同で両国の外交関係を正常な状態に戻すための協議を

行うとの声明を発表した。 

 

欧州連合は１８年１月にベネズエラ政府関係者７名に

対して制裁を科した。 

 

この制裁を受け、ベネズエラ政府は同月２５日に在ベネ

ズエラ・スペイン大使を「好ましくない人物（ペルソナ・

ノン・グラタ）」に認定し、国外退去を命じた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.90」１月２５日付の記事参照）。 

 

翌日にはスペイン政府も対抗措置として在スペイン・ベ

ネズエラ大使をベネズエラに帰国させ、両国の外交関係

が悪化していた。 

 

発表の翌１９日、スペインのダスティス外相は本件につ

いて 

 

「我々は外交を再開するのではない。なぜならベネズエ

ラとの外交関係が断絶したことはないからだ。 

 

アレアサ外相と対話を設けることで合意した。今回の合

意により両国は大使を戻すことになるだろう。 

 

スペイン政府は平和裏で民主主義的な手段でベネズエ

ラの危機を解決するために対話を継続する。」 

とコメントした。 

 

 

 

また、１８日 マドゥロ大統領はパナマのバレロ大統領

に対して、「昔は私の友人だった。もし必要であれば、

対話をしよう」と関係を改善したいとの意向を示した。 

 

同日、ドミニカ共和国でパナマ外相と財務相、ベネズエ

ラのカストロ・ソテルド経済担当副大統領とシモン・セ

ルパ財務相が会談し、関係改善について協議した。 

 

翌１９日 パナマのバレロ大統領はツイッターで 

「パナマ政府は平和と社会秩序に貢献するため、ベネズ

エラとの外交・商業関係の再開に関心がある。」 

と投稿している。 

 

「米国 ベネズエラ危機について１５カ国と協議」         

 

米国のスティーブン・ムニューチン財務長官は１５カ国

とベネズエラ危機について意見交換を実施、制裁強化を

支持する方針で同意したとコメントした。 

 

参加国は日本も含まれる。 

日本以外の参加国はアルゼンチン、ブラジル、カナダ、

コロンビア、フランス、ドイツ、グアテマラ、イタリア、

メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スペイン、英

国。 

 

スティーブン・ムニューチン財務長官は 

「急増するベネズエラからの移民について協議した。も

はやベネズエラ人は治安や経済問題に耐えることが出

来ない。 

 

参加国はベネズエラ政府関係者への制裁強化を支持す

るために協力する方針で一致した。 

 

国連難民高等弁務官はベネズエラからの移民受け入れ

に協力してほしいと要請した。」と発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
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「Meganalisis ６５％は大統領選に投票しない」                  

 

野党系世論調査会社 Meganalisis は４月９～１４日にか

けて主要１６州３２都市の１，０５０名を対象に５月２

０日の選挙について電話アンケート調査を実施した。 

 

「誰に投票するか？」の質問に対して、「誰にも投票し

ない」の回答が全体の６５．７％と圧倒的に多かった。 

 

個人で最も支持が多かったのは 

「マドゥロ大統領」で１５．３％。 

次いで 

「ファルコン AP 党首」が６．２％、 

「ハビエル・ベルトゥッシ氏」が０．９％ 

だった。 

 

 

 

「ファルコン氏について、野党候補だと思うか、あるい

は与党の協力者でマドゥロ大統領に協力するだけの存

在か？」との質問について 

 

６５．４％は「マドゥロ大統領の協力者」と回答 

１６．８％は「野党の候補」と回答 

１７．７％は「分からない・無回答」 

だった。 

 

 

 

他、外国による制裁を支持するか？との質問について 

「支持する」と回答したのは７３．５％ 

「支持しない」と回答したのは１６．２％ 

「不明・無回答」は１０．２％だった。 

 

 

 

Datanalisis や DatinCorp などの結果よりは調査対象者

が野党支持者に偏った印象を受けるが、野党支持者を中

心に質問すればこのような結果が出るのかもしれない。 
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経 済                        

「機関投資家 ベネズエラへの訴訟準備を開始」           

 

ロイター通信は、ベネズエラ債券を保有する機関投資家

が法的措置を講じるための検討をしていると報じた。 

 

関係筋によると、数日前にロンドンで債権団の協議が行

われ、今週にはワシントンで別の会合が行われる予定だ

という。 

 

また、同訴訟のアドバイザーとして投資銀行の

Houlihan Lockey が候補に挙がっているようだが、まだ

決定していない。なお、この債券協議グループにはベネ

ズエラ債を扱う主要１５投資銀行のうち１２社が協議

に加わっているようだ。 

 

他、関係者は 

「１８年５月の大統領選の結果を見て判断するとの意

見が多く、大統領選前に法的措置が採られることは無い

のではないか」 

とコメントした。 

 

なお、法的措置（アクセラレーション）を講じるために

は債券総額の２５％の債券の保有するグループを組織

する必要がある。 

 

つまり、発行額１０億ドルの債券に対して、２．５億ド

ル相当の債券を持つ債権者グループを組織しなければ

即時支払い要請をかけられない。 

 

ベネズエラの経済情報会社 Ecoanalitica のアレハンド

ロ・グリサンティ氏は 

「政府は必要な案件だけを支払う手段を持ち始めてい

る。政府の意志による作為的な支払いは、債権者グルー

プが法的措置を執るインセンティブになる。」 

とコメントした。 

 

「ＧＭ組み立て工場差し押さえから１年         

     解雇された労働者が当時を振り返る」         

 

１７年４月１８日 最高裁判所は、スリア州の自動車販

売代理店「Centro Mercantil Automotriz Latino」の訴え

を認め、自動車アッセンブラーGMV（ゼネラル・モー

ターズ・ベネズエラ）の自動車組み立て工場＠カラボボ

州バレンシアの差し押さえを命じた。 

「Centro Mercantil Automotriz Latino」と GMV の訴訟

は、２０００年から始まっていた。GMV の非効率な運

営を理由に４，７６０億ボリバルの賠償金支払いを求め

ていた。 

 

差し押さえの決定を受けて数日後に GMV はベネズエ

ラからの事業撤退をアナウンスした。当時、GMVは２，

７７８人を雇用していた。 

 

１８年４月１８日は訴えが認められてから１年が経過

する日に当たる。 

 

現地紙「El Estimulo」は、工場の差し押さえ後に解雇さ

れた労働者に対して当時の様子についてインタビュー

を行った記事を公開した。 

 

ハリー・オスピナ氏はＧＭ工場で１３年間勤務していた。 

４月２１日の夜、医薬品を購入するため列に並んでいた

ところ、知らない番号から携帯にメールが送られてきた。 

内容はＧＭＶが退職積立金を支払ったという通知メー

ルだった。ハリー氏はこの時、初めて自身が解雇された

ことを知ったという。 

 

支払は複数回に分けられ、最初の支払いは１００万ボリ

バル、２回目は２０万ボリバル、３回目は８．６万ボリ

バルで合計１２８．６万ボリバルが入金された。 

しかし、ハリー氏が別途預けていた定期預金は入金され

なかったという。 
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GMV工場を差し押さえたスリア州の自動車販売代理店

「Centro Mercantil Automotriz Latino」のオーナー・

Kaled Kansao 氏（アラブ系）は、４月１８日の差し押さ

え決定後に 

「我々は工場を強奪したわけではない。また、最高裁判

所との約束に従い、労働者の資金には触れない。」 

と発言していた。 

 

ハリー氏は解雇通知を受けた後について 

「解雇後に生活が全て変わった。食料補助チケットを受

け取ることが出来ず、社会保険料も支払われない。借り

入れもできなくなった。収入を得る手段がなくなってし

まった。生活は著しく悪化した。 

私には２歳、３歳、１１歳の子供がいる。一番上の子供

は聴覚障害を負っている。 

 

あれから一年が経過した。知り合いは、今年が GMV の

７０周年（１９４８年に操業開始）であることもあり、

工場の再開を期待する者もいるが、コロンビアなど他の

国に移った者もいる。」 

と答えた。 

 

「投機行為を理由に凍結した口座リスト公開」                  

 

４月１７日 アイサミ副大統領は並行レート取引に関

与したと疑われる法人・個人の口座を凍結したと発表し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.125」４月１７日付の記

事参照）。 

 

銀行監督局（SUDEBAN）は、実際に凍結した口座のリ

ストを公開した。 

 

リストを確認した限りでは法人と個人の割合では法人

の方が多い印象を受ける。また、外国人も含まれており、

中国系の名前が多く確認される。法人でも中国系の名前

の会社が散見される。 

 

日本系では「Comercializadora Nueva Moda JUNKO」

（コシノ・ジュンコ氏がデザインした衣類を扱う会社だ

ろうか？）という名前があったが、それ以外に日本らし

い法人名・個人名は確認できなかった。 

 

「第 10 回目 DICOM 公募要領を発表」                  

 

４月１８日 第１０回目の 新 DICOM 募集要項が公

示された（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：４月１８日（水曜）PM２時まで   

■競売実施日時：４月２０日（金曜） 

 

■結果公表：４月２０日（金曜）   

■決済日：４月２３日（月曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

■注記： 

個人で得られる外貨は３カ月に４２０ユーロが上限。 

法人は法人所得税で申請した月額収入の３０％が毎月

の上限。ただし、最大でも３４万ユーロまでとする。 

 

少し前から、DICOM は応札発表当日に応札期限を締め

きっている。 

 

DICOM は応札要件が発表される前から参加申請でき

るので、事前に外貨売買希望を提出しておく必要がある

だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-010-18/
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２０１８年４月１９日（木曜）             

政 治                       

「キューバ ディアス・カネル国家評議会議長就任」        

 

４月１９日 キューバのラウル・カストロ国家評議会議

長に代わり、新たにディアス・カネル氏（５７歳）が国

家評議会議長に就任した。 

 

ディアス・カネル新議長は国会の９９．８３％の賛成票

により新議長に就任した。また、同時にベテラン政治家

のサルバドール・バルデス・メサ氏が副議長に選ばれた。 

 

ベネズエラにとってキューバ情勢は重要で、新議長の就

任は今後の二国間関係に影響を与えるのではないかと

の憶測もある。 

 

ディアス・カネル新議長は９３年にキューバ共産党に入

党。０９年に高等教育相、１２年に閣僚評議会副議長に

就任、１３年に国家評議会第一副議長に就任していた。 

キューバ政権の中でも強硬派として知られる人物で、

「自主自決」の原則を貫くとみられる。 

 

キューバ共産党中央委員会の研究機関で勤務した経験

を持つ有識者は、今回の議長交代でキューバがベネズエ

ラへの方針を変える可能性は低いとみている。 

 

（写真） “ディアス・カネル新国家評議会議長（右）” 

 

「メキシコ ベネズエラ政府関係者への制裁検討」           

 

メキシコ政府がマドゥロ政権への制裁を検討している

とベネズエラ野党、大衆意志党（VP）のレイナルド・デ

ィアス氏が明らかにした。 

 

レイナルド・ディアス氏が公開したメキシコ議会のラテ

ンアメリカ・カリブ外交委員会による声明には、 

 

「メキシコ議会としてベネズエラの選挙当局が大統領

選の実施を早めたこと、信頼性と平等性の無い選挙を実

施しようとしていること、また政治的な思想を理由に野

党政治家を迫害し、人権を侵害していることについて抗

議の意志を示す。 

 

メキシコ議会としてリマグループなど国際社会と協力

し、ベネズエラで起きている人道危機の解決に貢献する

ため、ベネズエラ政府関係者に対して、メキシコへの入

国禁止、資産凍結の制裁を科すことを要請する。 

 

制裁対象者はアントニオ・ベナビデス・トーレス元国軍

司令官、デルシー・エロイナ・ロドリゲス制憲議長、デ

ィオスダード・カベジョ与党 PSUV 副党首、マイケル・

モレノ最高裁判所長官、ネストール・リベロール内務司

法平和相、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長、ティ

ビサイ・ルセナ選挙管理委員会（CNE）代表」 

と書かれている。 

 

「制憲議員 元ミランダ州知事の予算執行を訴え」         

 

アイル・ムニェス制憲議員は検察庁に対し、エンリケ・

カプリレス元ミランダ州知事の国外出国を禁止するよ

う申請した。 

理由は１７年１０月に実施された州知事選に関して州

の事業を知人の関連会社に発注し、選挙資金として流用

していたことが確認されたため。 
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また、アイル・ムニェス制憲議員は民放のインタビュー

番組に出演し、別件についても言及している。 

 

「カプリレス氏が州知事に就任していた際に州の関係

者が１５年８月３０日に国外に出て、それ以来戻ってき

ていないにもかかわらず、外国で働いていたとして給料

と出張費を支払っていた。 

 

州知事選で敗退した１７年１０月２０日に帰国したこ

とになっているが、当該者はベネズエラに帰国さえして

いない。その人物がマイアミにいることを確認しており、

国際指名手配するよう求めている。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「キンバリー・クラーク ICSID に接収の訴え」            

 

４月１８日 国際法専門家のマリアノ・デ・アルバ氏は、 

米国の生活品メーカー「キンバリー・クラーク」が、ベ

ネズエラ政府に自社工場を接収された件について、国際

投資紛争解決センター（ICSID）に訴えたことを明らか

にした。 

 

同社が工場を接収されたのは１６年７月。接収されたア

ラグア州マラカイの工場では幼児用おむつを生産して

いた。 

 

当時、ベネズエラ政府は行政指導に関連する一時的な措

置として同社の工場を占拠すると発表した。 

 

この「一時的な占拠（Ocupacion Temporal）」を受けて、

キンバリー・クラークがベネズエラでの事業を停止する

と発表し、それ以降、同工場は政府系の工場として扱わ

れている。 

 

 

 

現在の従業員数は不明だが、１６年７月当時、キンバリ

ー・クラークでは約９７０名の従業員が働いていた。 

 

「TOTAL ベネズエラでの事業継続意志示す」         

 

フランスに本社を構える国際石油資本 TOTAL のパト

リック・プヤンヌ最高経営責任者は、今後もベネズエラ

での事業を継続するとの意志を示した。 

 

「ベネズエラ事業には多くの困難がある。しかし、

TOTAL は引き続きベネズエラで事業を継続する。 

 

水も電気も制限される環境で我々の従業員にとっては

厳しい環境だ。現地にいることが妥当ではないと思われ

る家族については本国に帰国させている。 

 

困難な時期でもベネズエラに残ることが重要だ。人々は

苦しい時期でも TOTAL がベネズエラに残っていたこ

とを記憶することになる。 

ベネズエラは状況が変わればすぐに経済が回復する潜

在性がある。」 

 

４月１７日には米国シェブロンの調達担当と精製担当

が SEBIN に拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.125」

４月１７日付の記事参照）。 

 

PDVSA内部での汚職取り締まりが強化されていること

は周知の事実だが、外国の合弁相手の従業員を逮捕する

のは今回が初めて。 

 

PDVSA の外国合弁相手にも取り締まりが拡大する中、

各国石油関連企業の対応に注目が集まっている。 
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「８店舗中５店舗はドル払いを受け入れ」              

 

ボリバル通貨が急激に減価する中で、ドルでの支払いを

受け入れる店舗が増えている。 

 

現地情報サイト「Caraota Digital」はカラカス市内の複

数の店舗（衣料、皮革、靴、アクセサリー用品店など）

でドル払いが可能か実地調査を行った。 

 

「ドル払いを受け入れる」との看板を掲げている店舗は

なく、店頭商品にはボリバル建ての価格が表示されてい

たが、ほとんどの店舗でドル払いが可能。 

 

８店舗中５店舗はドル払いが可能だったとの結果が出

た。 

 

国会で財政常設委員会のメンバーを務めるホセ・ゲラ議

員は、この状況は今後さらに加速するだろうとコメント

している。 

 

なお、キューバにはドル両替可能の通貨（CUC、兌換ペ

ソ）とドルに変えられない現地通貨（CUP、人民ペソ）

がある。 

 

キューバが２重通貨制を採用した当時、制度の移行は比

較的スムーズだったようだ。その理由は既に多くの店舗

でドル建ての支払いが一般的だったためと言われてい

る。 

 

つまり、このままベネズエラでもドル建ての支払いが一

般的になれば、２重通貨制が採用しやすい環境が整うと

言えるだろう。 

 

 

 

 

 

「PDVSA サプライヤーの前払要求で操業困難」              

 

米国の投資情報会社ブルームバーグは PDVSA が軽質

油のサプライヤーから前払いを要求され、操業が困難に

なっていると報じた。 

 

関係者が明かした話では、サプライヤーとは価格では合

意したが、支払い条件で折り合わなかったようだ。 

 

PDVSA は通常、荷下ろし後に決裁をしている。PDVSA

はクラサオ製油所での希釈に使用するため WTI 原油３

５０万バレルの購入を計画していた。 

しかし、サプライヤーが前払いを要請したことで４月、

５月の購入計画がとん挫した。 

 

PDVSAはメンテナンス不足などで製油所の稼働率が落

ちているが、更に問題が増えることになる（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.125」４月１６日付の記事参照）。 

 

クラサオ製油所は、ずいぶん前から支払い遅延が原因で

サプライヤーとの問題が生じていた。最近では精製品の

物々交換を条件に希釈用原油を購入したとの報道もさ

れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.96」２月８日付

の記事参照）。 

 

なお、IEA によると、クラサオ向けの原油輸出量は平均

で日量１．５万バレルだった 

 

社 会                       

「４月２７日（金）に抗議行動を呼びかけ」            

 

野党連合 FrenteAmplio に所属する新時代党（UNT）の

スターリン・ゴンサレス議員はロス・パロス・グランデ

ス公園で４月２７日に抗議行動を呼びかけた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
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「ベネズエラには食品がない。なぜなら政府が工場を接

収したからだ。ベネズエラには停電がある。なぜなら政

府グループが電力システムに投資するための資金を奪

ったからだ。 

 

国会は４月１７日に外国にある最高裁およびルイサ・オ

ルテガ検事総長の求めに応じて、マドゥロ大統領を拘束

することを承認した。 

 

４月２１日に全国各地で自由で透明な選挙を実施する

よう求める協議会を開催する。 

 

そして、４月２７日には汚職を非難し、より良い生活を

求めるために抗議行動を実施する。」 

と訴えた。 

 

同イベントは学生団体と共同で実施しており、学生も４

月２７日の抗議行動に参加するよう求めた。 

 

 

（写真）野党連合（MUD）ツイッター 

“４月２７日の抗議行動を呼びかけるゴンサレス議員” 

 

以上 


