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（写真）イスメル・セラーノ氏ツイッター 

”汚職の関与が報じられているイスメル・セラーノ PDVSA 副総裁（報道が流れる当日３月９日の投稿）“ 

 

２０１８年３月９日（金曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 Frente Amplio を歓迎」 

「国連独立専門家 ベネズエラへの外圧を非難」 

経 済                    

 「ベネズエラ閣僚 インドとの関係強化を模索」 

 「農産品７品目 輸入用外貨の割当停止を発表」 

 「Moody’s 国債の発行体格付けを C に格下げ」 

社 会                    

「PDVSA 米国関係会社 米国企業を汚職で訴える」 

「CLAP 物資の横領で警察官を逮捕」 

２０１８年３月１０日（土曜） 

 

政 治                   

 「Datanalisis 最新の世論調査を公表」 

「ボルヘス議員 中南米各国代表らと会談」 

経 済                   

 「INAC アルーバの国際線を無期限で停止」 

 「中央銀行 ダイヤ２，０００カラット受け取り」 

 「原油価格 １バレル５８．０３ドル」 

社 会                    

「モレノ最高裁判長 汚職関与の噂流れる」 

「国会第一副議長 親族が抗議行動中に死亡」 
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２０１８年３月９日（金曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 Frente Amplio を歓迎」       

 

３月９日 大統領選に出馬したヘンリー・ファルコン発

展進歩党（AP）党首は３月８日に発足した Frente 

Amplio について 

 

「Frente Amplio の発足を祝福する。同組織の発足によ

り国が良くなることを望む。同様に、５月の選挙につい

て支持者に棄権を訴えないよう望む。 

 

Frente Amplio とはベネズエラを救うという目的で考え

は一致している。我々は対話をしなければいけない。ベ

ネズエラの問題について政治にとらわれすぎず、国民の

ために決断しなければいけない。統計的には彼らの主張

は少数派だ。 

少なくとも７０％の国民は現状に不満を感じており、８

０％の国民は現政権を非難している。７０％の国民は投

票する準備がある。」と訴えた。 

 

また、エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事と定期的

に連絡を取り合っていると強調した。 

 

「カプリレス氏は私の友人で対話は続いている。野党連

合とも第一正義党とも敵対するつもりはない。我々は多

くの点で共通の認識を持っている。一方で多くの点で見

解が異なっていることもある。しかし、彼らは敵ではな

い。」 

 

他、国連の選挙監視団について 

「グティエレス国連事務局長が自身の見解を発表する

ことは重要だと考えている。また、選挙監視団は国連だ

けではなく、欧州連合、メルコスール、ウナスールなど

にも要請するべきだと考えている。CNE に、より多く

の監視団を招待するよう求めるつもりだ。」 

と述べた。 

 

「国連独立専門家 ベネズエラへの外圧を非難」          

 

３月９日 民主主義と公平の促進を担う国連の独立専

門家アルフレッド・デザイヤス氏は、ジュネーブの国連

本部で「国際的な民主主義秩序、平等と共存」と題した

イベントを実施した。 

 

同氏は昨年１２月にベネズエラを訪問し、デルシー・ロ

ドリゲス制憲議長らと会談している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.67」１２月１日付の記事参照）。 

 

デザイヤス氏は米国による一方的な金融制裁がベネズ

エラの問題を深刻化させていると訴えた。 

 

 

２０１８年３月１１日（日曜） 

 

政 治                  

 「AP 党員 国防相の再任も検討できる」 

 「レデスマ氏 南米大臣らと会談」 

経 済                  

 「大統領 ペトロに５０億ドルの需要あり」 

社 会                  

 「３月１２日 国連支部までデモ行進」 

「マイケティア空港の空港使用税改定」 

「９名の軍人逮捕 ～最長で懲役３０年～」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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「ベネズエラの危機は制裁により悪化している。経済戦

争はベネズエラ人の生活を攻撃している。 

 

私がベネズエラに出張するにあたり、非政府系の団体を

含めて多くの人々から攻撃や非難を受けた。その後、非

政府系団体は私自身に対して悪意をもって名誉棄損な

ど個人攻撃を始めた。 

私が言いたいことは、ベネズエラに対する貧困、住居、

医療、食料などのテーマでメディアが発信する情報は過

剰に表現されている。 

世界にはベネズエラよりもはるかに深刻な問題を抱え

ている国は存在しているが、彼らは脚光を浴びない。 

私はベネズエラにある国連組織、FAO、CEPAL、PNUD

などを訪問した。彼らと、ベネズエラには人道問題はな

いとの見解で一致している。」 

 

同イベントにはベネズエラ国連大使のホルヘ・バレロ氏、

キューバ国連大使のペドロ・ペドロサ氏など人権委員会

３０カ国の外交関係者、非政府団体などが参加した。 

 

経 済                         

「ベネズエラ閣僚 インドとの関係強化を模索」          

 

多くのベネズエラ閣僚がインドに訪問している。 

３月９日 ビエルマ・モラ貿易投資相はインドの商業産

業相と会談した。 

 

ビエルマ・モラ貿易投資相はツイッターで 

「ベネズエラのミッション団はインドとの新しい同盟

を作るために集まった。ベネズエラとインドは１９５９

年から友好関係を続けており、９９年から特に関係が緊

密化した。」と投稿した。 

 

３月１０日にはマニュエル・ケベド石油相兼 PDVSA 総

裁がインドの石油相と会談し、２国間の石油分野での経

済関係を深化させると発表した。 

 

なお、先週 PDVSA がインドの ONGC VIDESH 向けの

支払いが滞っていると報道されていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.107」３月５日付の記事参照）。 

 

また、３月１１日にはニューデリーで開催された国際ソ

ーラー同盟会議にベネズエラ閣僚らが参加し、ホルヘ・

アレアサ外相がデジタル通貨「ペトロ」建てで融資を実

施することを提案した。 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

“国際ソーラー同盟会議に出席したベネズエラ閣僚ら” 

 

「農産品７品目 輸入用外貨の割当停止を発表」        

 

３月９日 タレク・エル・アイサミ副大統領は砂糖、コ

ーヒー、カカオ、とうもろこし、米、大豆、食用豆につ

いては輸入用の外貨を割り当てないと発表した。 

これら７品目は国連の工業開発機関（UNIDO）から農

業振興支援に関する協定を結んだばかりだ（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.108」３月８日付の記事参照）、 

 

アイサミ副大統領は「ベネズエラは数カ月のうちに、７

品目を完全自給させる。ベネズエラには土地と能力があ

る。」と宣言した。 

 

一方で、農業関係者は、生産量は歴史的に最も低い水準

で自給自足は不可能だと訴えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
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「Moody’s 国債の発行体格付けを C に格下げ」             

 

格付会社Moody’sはベネズエラ国債の格付けを「Caa3」

（投機的で安全性が低いとみなされ、信用リスクが極め

て高い債務）から「C」（最も格付が低く、通常デフォル

トに陥っており、元利の回収見込みも極めて薄い債務に

対する格付）に格下げした。 

 

Moody’s はプレスリリースで 

「格付けを下げた理由の一つは、ベネズエラの債務返済

能力が悪化しており、投資家に大きな損失が出るおそれ

があるため。 

 

米国による制裁はベネズエラ政府の新たな債券発行を

不可能にしており、債務再編が出来なくなっている。 

 

ベネズエラの産油量は減少しており外貨繰りが更に厳

しくなることが予想され、損失は更に拡大するだろう。」 

と発表した。 

 

社 会                       

「PDVSA 米国関係会社 米国企業を汚職で訴える」          

 

PDVSA の米国関係会社（PDVSA US Litigation Trust）

は石油取引の仲介で汚職に関与したとして Helsing Inc.

という小規模の会社を訴えた、とロイターが報じた。 

 

訴えの書状には Lukoil Petroleum Ltd、Colonial Oil 

Industries、Glencore Ltd、Victol SA、Trafigura AG な

どの会社の名前も載っている。 

 

PDVSA 側の弁護士事務所 Boies Schiller Flexner のデビ

ッド・ボーイズ社長はロイターの取材に対して、 

「汚職に関わっていない PDVSA やベネズエラ政府関

係者が組織内の問題を正している。この裁判で支払われ

る罰金は PDVSA に払い戻される。」と電話で答えた。 

 

この汚職にはアイサミ副大統領の腹心と言われるイス

メル・セラーノ副総裁も関わっているようだ（同氏につ

いては「ベネズエラ・トゥデイ No.65」１１月２８日付

の記事参照）。 

 

今回の訴えの前段階として、ベネズエラ政府は PDVSA

の幹部を含む職員を汚職容疑で大量に逮捕している。 

 

「CLAP 物資の横領で警察官らを逮捕」            

 

犯罪科学捜査班（CICPC）は、政府が食料品・生活品を

安価に販売する CLAP で商品の横流しに関わった１０

名を逮捕した。 

 

CLAP 用の食品はラ・グアイラ港からララ州に陸送され

たが、ララ州の倉庫に到着した際にはコンテナから商品

が抜き取られていたようだ。CICPC の調査の結果、食

料品が入った４６８箱が発見され、カラボボ州の警察官

を含む１０名が逮捕された。なお、ミランダ州では以下

の CLAP の食料品セットが２５．５万ボリバルで売ら

れているようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
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２０１８年３月１０日（土曜）             

政 治                       

「Datanalisis 最新の世論調査を公表」        

 

民間の世論調査会社 Datanalisis は最新の世論調査結果

を公表した。以下、いくつかの結果を紹介する。 

 

１．国会の運営についてどのように評価するか？ 

 

・とても悪い（２４．１％） 

・悪い（２７．１％） 

・どちらかと言えば悪い（１３．１％） 

・どちらかと言えば良い（１８．４％） 

・良い（１１．２％） 

・とても良い（２．４％） 

・回答なし（３．７％） 

 

回答者全体の約６４％は国会の運営をネガティブに評

価しており、約３２％はポジティブに評価している。 

 

 

２．制憲議会の運営についてどのように評価するか？ 

 

・とても悪い（３８．８％） 

・悪い（２６．１％） 

・どちらかと言えば悪い（９．４％） 

・どちらかと言えば良い（８．５％） 

・良い（１１．５％） 

 

・とても良い（２．７％） 

・回答なし（３．０％） 

 

回答者全体の約７４％は制憲議会の運営をネガティブ

に評価しており、約２３％はポジティブに評価している。 

 

 

３．制憲議会を解散するべきだと思うか？ 

 

・強く反対する（１５．７％） 

・反対する（１９．７％） 

・どちらでもいい（９．９％） 

・賛成する（２４．１％） 

・強く賛成する（２５．３％） 

・回答なし（５．３％） 

 

回答者全体の約３５％は解散させるべきではないと考

えており、約４９％は解散させるべきだと考えている。 

 

（出所）Venepress 
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「ボルヘス議員 中南米各国代表らと会談」           

 

第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス前国会議長は引き

続き外国で現政権の独裁性を訴えている。 

 

先週末からベネズエラ政府を非難する近隣諸国の代表

らと面談している。 

 

３月９日にはメキシコの外相と会談。 

 

 

翌３月１０日にはペルーのクチンスキ―大統領と面談。 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌３月１１日にはアルゼンチンのマクリ大統領と会談 

 

 

数時間後にはチリのピニェラ新大統領に挨拶した。 

 

 

ボルヘス前国会議長は、ピニェラ大統領の就任式に参加

する前に記者に対して、 

 

「我々はベネズエラ国民の名のもとにマドゥロ政権が

５月に予定している選挙に対して、南米諸国はより強い

態度を示してほしいと訴える。」 

とコメントしている。 

 

 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年３月９日～３月１１日報道             No.１０９   ２０１８年３月１２日（月曜） 

7 / 9 

 

経 済                       

「INAC アルーバの国際線を無期限で停止」            

 

ベネズエラの国家民間航空局（INAC）はアルーバ、ボ

ナイレ、クラサオ行きの飛行機を無期限で停止するよう

だ。 

 

INAC の証明印が押された以下の通知文がネットに掲

載された。 

 

「新たな通知が出されるまで、アルーバ、ボナイレ、ク

ラサオ行きの乗客、郵便、貨物を載せた民間機の運行を

禁止する。」 

 

ただし、INAC から正式な通知は出されていない。 

 

 

（出所）Descifrado 

 

「中央銀行 ダイヤ２，０００カラット受け取り」         

 

ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相は、政府プロ

ジェクトとして２，０００カラット超のダイヤモンドを

中央銀行に売却したと発表した。 

 

ビクトール・カノ氏は自身のツイッターで 

 

 

 

「３４の小規模な鉱業会社との協定により、ベネズエ

ラでダイヤモンドが採掘された。協定は責任ある鉱業

開発を約束するもので、環境とそこで働く従業員を尊

重した方法が採用されている。」 

と成果を強調した。 

 

「原油価格 １バレル５８．０３ドル」        

 

１８年３月５日～３月９日のベネズエラ産原油の平均

価格は５８．０３ドル／バレルで前週の５９．０８ドル

から１．０５ドル下がった。 

 

 

 

社 会                       

「モレノ最高裁判長 汚職関与の噂流れる」            

 

アルベルト・ロドリゲス記者は、自身のツイッターで、

マイケル・モレノ最高裁判長が汚職に関連して麻薬密売

人に脅されていたと報じた。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年３月）

（出所）ベネズエラ石油省
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「マイケル・モレノ最高裁判長は、麻薬犯を釈放する見

返りとして３００万ドルを受け取ったが、約束を守らな

かった。その犯人は脱走し、マイケル・モレノ氏を殺そ

うとしている。 

ジョエル・パルマルの事件でも同じことが起きている。

モレノ氏にとって、災難が近づいている。」 

 

なお、ジョエル・パルマル氏は１７年１２月にコロンビ

アで逮捕された有名なベネズエラの麻薬密売人（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.75」１２月２０日付の記事参照）。 

 

「国会第一副議長 親族が抗議行動中に死亡」           

 

発展進歩党（AP）所属のフリオ・セサル・レジェス国会

第一副議長の親族がバリナス州の抗議行動中に死亡し

た。死亡の理由については明らかになっていない。 

 

レジェス国会第一副議長が電話で情報について間違い

ないと証言し、事件の真相を究明するよう求めるとコメ

ントしている。 

 

当時、CLAP の配給が届いていないことと長引く停電を

理由に抗議行動が起きていた。 

 

２０１８年３月１１日（日曜）             

政 治                       

「AP 党員 国防相の再任も検討できる」              

 

発展進歩党（AP）のエドゥアルド・センテイ氏は、テレ

ビのインタビュー番組で、ファルコン氏が大統領選で当

選した際に、必要であればパドリード・ロペス国防相を

続投しても構わないとの見解を示した。 

 

 

 

 

「もしパドリーノ・ロペス氏が平和を保証するのであれ

ば、国防相としての役割を続けるべきだ。」 

とコメントしている。 

 

軍部の汚職は悪名が高く、多くの国民から嫌われている。

この発言を受けて野党支持者から反感を買いそうだ。 

 

「レデスマ氏 南米大臣らと会談」            

 

チリのピニェラ新大統領の大統領就任イベントには南

米各国の代表が参加している。 

 

同イベントには自宅軟禁からスペインに逃れたアント

ニオ・レデスマ元カラカス大首都区長も参加したようだ。 

 

ボルヘス前国会議長と同様にレデスマ氏も自身のツイ

ッターでマクリ大統領、ペルーのクチンスキ大統領、チ

リのピニェラ大統領と会談したとの写真を投稿してい

る。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
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経 済                       

「大統領 ペトロに５０億ドルの需要あり」            

 

３月１１日 マドゥロ大統領は自身のツイッターで 

「ベネズエラ政府の政策はいかなる状況でも均衡を維

持し、進歩に突き進むことができる。原油価格は均衡し、

ペトロが底堅い需要を受けている。ペトロの初期売却で

５０億ドルを持っている。繁栄への道に突き進もう。」 

と投稿した。 

 

政府の発表によると、これまでペトロは１８万６，３０

６件の取引申請を受けているようだ。 

アフガニスタン、アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、

エクアドル、ロシア、チリ、コロンビア、韓国、キュー

バ、スペイン、米国、フランス、日本、中国など１２７

カ国から取引の参加を受けている。 

 

一方で、筆者の知る限りペトロを購入した情報は確認で

きておらず、限られた一部の人しか取引はできていない

だろう。 

 

社 会                       

「１２日 国連支部までデモ行進」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.108」３月８日付の記事で

報じた通り Frente Amplio は、ベネズエラ国民が選挙監

視団の派遣を拒否していることを示すため、３月１２日

に国連支部に向かいデモ行進を行う。 

 

と発表していたが、最終的にデモ行進ではなく、１０時

３０分に国連本部に集まることになったようだ。。 

 

国連支部はフランシスコ・デ・ミランダ通りのヒューレ

ット・パッカードビルだ。 

 

 

 

最近は治安部隊との激しい衝突は聞かないが、日本人も

良く通る道なので十分に注意されたい。 

 

「マイケティア空港の空港使用税改定」            

 

租税単位（UT）が改定されたことでマイケティア空港

の空港使用料も上昇する（租税単位の改定については

「ベネズエラ・トゥデイ No.105」３月１日付の記事参

照）。 

 

国内線の空港使用税は２６．６０ＵＴで国際線の空港使

用税は３６．４ＵＴ。 

１UT が３００ボリバルから５００ボリバルに改定さ

れたため、国内線の空港使用税が１３，３００ボリバル、

国際線の空港使用税が１８，２００ボリバルになる。 

新料金は３月１日から適用が始まる。 

 

通常であれば、チケット購入時に空港使用税も支払うこ

とになっているため、チェックインの際に支払いを要求

されることは無い。 

 

しかし、３月１日よりも前にフライトを予約していた場

合は、空港使用税が払いきれていないので、チェックイ

ンの際に差額を支払う必要があるようだ。 

 

「９名の軍人逮捕 ～最長で懲役３０年～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.107」３月６日付の記事で

士官クラスを含む２４名が罰則を受けたとの記事を紹

介したが、追加で逮捕者が出ている。 

 

軍人裁判所は国家の裏切りと反逆の罪で９名の軍人を

拘束した。アルフォンソ・メディナ弁護士は、反逆罪の

場合、懲役３０年になる可能性があるとコメントした。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf

