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（写真）ベネズエラ大統領府 ”８月２２日 国際メディアに対し政府の立場を説明するマドゥロ大統領” 

 

２０１７年８月２１日（月曜） 

 

政 治                   

  「野党 ９月１０日にプレ選挙実施を発表」 

  「Odebrecht ベネズエラ政治家の汚職を告発 

～マドゥロ大統領とカプリレス知事～」 

  「サントス大統領 元検事総長を擁護」 

  「CELAC による臨時会合開催は未定」 

経 済                   

「ロスネフチ インド石油会社を購入」 

「貿易外国投資相 外国投資法改定を検討」 

「インフレと両替により現金紙幣が不足気味」 

２０１７年８月２２日（水曜） 

 

政 治                   

  「大統領 国際プレスへ６つのコメント」 

  「米国 今週中に追加制裁の噂」 

  「元検事総長 ブラジルへ移動」 

  「ブラジル マドゥロ政権寄りの大使が復帰」 

  「制憲議長 憎悪を生む発言の規制を呼びかけ」 

経 済                   

  「パナマ、ドミニカ共 路線が運航停止」 

「第１４回 DICOM を公募」 

  「燃料不足により牛肉と牛乳の生産が減少」 

  「CABELUM 輸出倍増を目指す」 
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２０１７年８月２１日（月曜）             

政 治                       

「野党 ９月１０日にプレ選挙実施を発表」         

 

８月２１日 野党連合は１０月に行われる州知事選に

出馬する野党候補者を各州１名に絞るため９月１０日

にプレ選挙を行うことを発表した。 

 

与党の支持率は２０％前後にまで下がっているが、多数

の野党政党がバラバラで出馬すれば、反政府票が拡散さ

れるため与党候補に勝利するのは難しい。野党が与党に

勝つために事前に候補者を各州１名に絞る必要がある。 

 

プレ選挙が行われるのは全国２３州のうち２０州。ヌエ

バエスパルタ州、バルガス州、アンソアテギ州の３州は

すでに野党としての候補者が１名に絞られている。 

 

プレ選挙に参加申請をする者は８月２２日、２３日に野

党連合本部に申請を提出する必要がある。 

 

プレ選挙は９月１０日の AM７時から始まる。「パロキ

ア」（ベネズエラで使用されている市よりも小さな土地

区画）毎に投票会場が置かれる。 

 

なお、選挙管理員会（CNE）はまだ１０月の州知事選の

開催日を発表していない。同様に１０月の州知事選まで

のスケジュールも発表していない。 

 

各州で野党候補が１名に絞られると、与党候補者が勝利

する可能性が低くなる。 

 

選挙法に則れば選挙が行われる１０日前までは候補者

の修正や撤回が可能ということになっているが、制憲議

会がこの法律を撤回させることは事実上可能だ。 

 

 

CNE は野党のプレ選挙実施を阻止するために何らかの

対策を行う可能性が高いと考える。 

 

なお、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」から

ミランダ州知事選に出馬したエクトール・ロドリゲス国

会議員は 

「野党候補者がプレ選挙に出馬するために５，０００ド

ルを支払わければならない。どこからそのようなお金が

出るのか」と発言している。 

 

他にも現地紙「EL Cooperante」ではトゥルヒージョ州

の場合、プレ選挙にかかる費用は２億ボリバルで、同州

の候補者５名いるので、それぞれ参加費として４，００

０万ボリバルを支払わなければならないと報道してい

る。ちなみに、１ドル８，０００ボリバルで計算すると、

一人当たりの参加費４，０００万ボリバルは５，０００

ドルになる。 

 

「Odebrecht ベネズエラ政治家の汚職を告発」        

 

７月３０日 ベネズエラでは制憲議会選挙の報道一色

だったが、ブラジルの現地紙「O Globo」で一つのニュ

ースが報道されていた。 

 

Odebrecht のベネズエラ会社代表を務めていた

Euzenando Azevedo 氏はブラジルの検察庁に情報提供

と引き換えに罪に問われない司法取引をしており、汚職

の実態を明らかにしている。同ニュースサイトの Joseph 

Poliszuk 氏は Azevedo 氏がブラジル検察庁に提供した

極秘情報を入手した。 

 

内容は２０１３年４月に行われたマドゥロ大統領と野

党カプリレス現ミランダ州知事との大統領選挙で与野

党双方に選挙資金を支払っていたという内容。 
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Azevedo 氏が入手した情報によると、マドゥロ大統領と

は直接面談することはなく、対話窓口は大統領選挙キャ

ンペーン対策班のアメリコ・マタ氏。エル・ロサルのグ

ルメマーケット（日本食レストランで日本人駐在員もよ

く利用する）で３回はマタ氏と面談したとのこと。大統

領の選挙キャンペーンの応援資金として３，５００万ド

ルを支払った。 

 

一方で１３年４月の選挙は与野党が拮抗していして、野

党が勝利する可能性が高いと認識していたためカプリ

レス氏側にも近づき、１，５００万ドルを外国口座に送

金したとのこと。その後、選挙日の前にカプリレス氏が

自身の自宅に招待し、大統領当選後も Odebrecht の仕

事を保証すると伝えたという。 

 

（７月３１日O Globo記事、８月１３日O Globo記事、

ポルトガル語） 

 

この報道に対して８月２１日、カプリレス知事は、 

 

「私はこれまで一度もOdebrecht と話したことはない。

Odebrecht と話すのは政府の人間だけだ。私を陥れよう

としている。このような報道には黙っていられない。」 

と Odebrecht との関係と資金供与を否定した。 

 

 

（写真）第一正義党 写真ギャラリー 

 

 

「サントス大統領 元検事総長を擁護」           

 

コロンビアのサントス大統領は、ルイサ・オルテガ元検

事総長および夫のヘルマン・フェレール国会議員をコロ

ンビア国内で保護していることを発表した。 

また、もし彼女がコロンビアへの亡命を望むのならば、

亡命を認めるとも発言している。 

 

この発言に対してベネズエラのタレク検事総長やアレ

アサ外相が抗議をしている。 

 

他、コロンビアの報道で、オルテガ元検事総長が米国の

国務省関係者と会談し、米国への亡命を希望したと報道

している。 

 

「CELAC による臨時会合開催は未定」         

 

エルサルバドルのウーゴ・マルティネス外相は、ラテン

アメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）として、ベネズ

エラの問題を議論するための臨時会合を開催すること

に合意が取れていないと発表した。 

 

現在、エルサルバドルは CELAC の議長国を務めており、

先週ベネズエラ政府から臨時会合の開催を申請されて

いた。 

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラを中心とするカリブ海諸

国連合の米州ボリバル同盟（ALBA）を通じて、国際社

会の対話の機会を作ることを求めており、政府としては

CELAC を対話の場としたい考えのようだ。 

 

同様に、サンサルバドルで１０月２６日、２７日に開催

を予定している欧州連合との首脳会合も延期する可能

性があると言及した。９月１８日にニューヨークで開催

される国連総会で CELAC 外相が欧州代表団と話し合

い、最終的に会合の実施を決定する。 

https://oglobo.globo.com/brasil/caixa-dois-da-odebrecht-na-venezuela-irrigou-campanhas-do-governo-da-oposicao-21649486
https://oglobo.globo.com/brasil/as-revelacoes-da-odebrecht-na-america-latina-21665147
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経 済                       

「ロスネフチ インド石油会社を購入」          

 

ロシアの石油会社ロスネフチは１２９億ドルでインド

の Essar Oil 社の製油所を買い取ることで合意した。 

 

ロスネフチと Trafigura 社と UCP 社は１６年１０月に

インド Essar Oil 社の９８．２６％の株式を購入するこ

とで合意していた。 

 

ロスネフチのイゴール・セーチン社長は 

 

「ロシアは石油需要の増加が著しいインドおよびアジ

ア地域での事業拡大を進めており、今回の買収はその一

環となる。」とコメント。 

 

ゴールドマンサックスは、インドの石油需要は２０２０

年まで年率５．９％増加することを見込んでいる。 

 

ロスネフチとその同盟会社は日量４０万バレルを精製

できるEssar社の製油所でベネズエラ産原油を精製して

いると言われている。 

 

「貿易外国投資相 外国投資法改定を検討」        

 

ミゲル・ペレス・アバッド貿易外国投資相は、政府が各

国の商工会議所と共同で、ベネズエラの新しい経済モデ

ルを作るための外国投資法を編集している。と語った。 

 

ミゲル・ペレス・アバッド貿易外国投資相は、各国の商

工会議所との会合で 

「この法律は外国からの投資を促進することを目的と

している。契約の順守を尊重し、外国資本に平等な待遇

を与える。外国企業が適切な利益を本国送金でき、利益

の全てあるいは一部を再投資できる仕組みを作る。」と

語った。 

 

鉱業、漁業、林業、農業、観光業、基礎工業を最も重要

な産業と位置付けており、２００社以上がこれらの産業

に関わっている。 

 

「インフレと両替により現金紙幣が不足気味」         

 

紙幣の発行が物価の上昇についていけていない。 

 

現金は貴重な存在になっており、わざわざ現金を銀行に

預けようとする者はない。特に銀行は一日の引き出し限

度額が設けられており、銀行に預けていると必要な時に

現金を引き出すことが出来なくなってしまう。 

 

物価の上昇に加えて、現金紙幣が不足する理由がある。

ベネズエラとコロンビアの国境で横行している現金に

よる並行レート取引だ。 

 

コロンビアの町ククタでは、ボリバル通貨とコロンビア

ペソとの両替を現金で行うことが一般的になっている。

ククタで両替するためには、国境を越えて現金を持ち出

す必要がある。この現金の流出も現金が不足する少なく

ない理由とされている。 
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表： 通貨供給量に占める現金の割合

（出所）ベネズエラ中央銀行

（単位： ％）
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上の表は預金も含めたベネズエラ国内の通貨供給量に

対して、現金がどの程度の割合を示しているかを示した

表である。１５年ごろまで通貨供給量に対して、現金が

占める割合は１０％前後だったが、最近では８％弱にな

っている。また上記の通り外国に流出している現金も統

計では国内で流通している紙幣としてカウントされて

いる。 

 

更に１５年、１６年と違うのは、１７年から新しい高額

紙幣が流通している点だ。 

 

 

 

上表は２０１７年７月時点でベネズエラに流通してい

る紙幣の枚数の内訳だ。１７年７月時点でベネズエラに

は約１４０憶枚のお札が流通している。 

 

うち、６４憶枚は１００ボリバル札（表中オレンジ色の

部分で全体の４５．７％）。次に多いのは３１．７億枚

で５０ボリバル札（青緑色の部分で同２２．７％）、次

は２０ボリバル札（紫色の部分で同７．８％）、続いて

１０ボリバル札（緑色の部分で７．１％）だ。 

２０，０００ボリバル札の流通枚数は１，６８０万枚で、

国内に流通している紙幣枚数の０．１％に過ぎない。 

２０，０００ボリバル札の貴重価値を認識できる数字と

言えるだろう。 

 

２０１７年８月２２日（火曜）            

政 治                       

「大統領 国際プレスへ６つのコメント」        

 

８月２２日 マドゥロ大統領は国際メディアを招待し、

現政権の考えを訴えた。内容は多岐にわたるがマドゥロ

大統領が話したポイントは６つと考える。 

 

1. オルテガ元検事総長の裏切り行為への非難 

オルテガ元検事総長の自宅を捜索し、高級なアパー

トで贅沢をしていることが分かった。汚職行為で多

額の資金が同氏に流れたのだろうと非難した。また、

米国はオルテガ元検事総長に関わる汚職を探し出

し、制裁を科さない代わりに現政権の崩壊を手伝う

ようオルテガ元検事総長へ話を持ち掛けたに違い

ないと米国も非難。こんな裏切りを受けたのは初め

てだと遺憾の意を示し、オルテガ氏を拘束するため

インターポールに国際指名手配をかけたと発言し

た。 

 

2. 元検事総長を守る外国政府、組織を非難 

加えて、オルテガ検事総長を擁護するコロンビア、

米州機構のアルマグロ事務局長らを、政権転覆のた

めにベネズエラ国内で内乱を焚きつける悪人と非

難している。特にアルマグロ事務局長は「ゴミ」と

非難した後に、「アルマグロ事務局長と一緒にされ

ては、ゴミに対して失礼だった。彼は帝国主義国が

生み出した廃棄物だ。」と厳しく非難した。 

 

3. 米国との関係は歴史上最悪 

マドゥロ大統領は米国との関係が、歴史上もっとも

悪いと認識した。一方で関係改善の意志があり、ト

ランプとの対話を希望すると発言しており、関係改

善のためにバチカンに仲裁に入ってほしいともコ

メントした。 
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4. ロシアとの関係は極めて良好 

一方でロシアとの関係は極めて良好と認識してい

る。今週はロシアから輸出された小麦がベネズエラ

に到着し、毎月ロシアから小麦が届く予定。 

今後もロシアとの関係を強化したいと話した。 

 

5. 石油制裁に対応措置を採る 

また米国からの制裁を受けて、PDVSA の商業取引

や融資が妨害されていると指摘し、これらの措置に

対応するためあらゆる措置を講じると発言した。 

 

6. ２０１８年の大統領選に出馬意欲を示す 

また２０１８年に行われる予定の大統領選挙にマ

ドゥロ大統領が再び立候補し、再選を目指すと宣言

した。 

 

「米国 今週中に追加制裁の噂」            

 

米国の「El Nuevo Herald」紙は今週中にでも、米国政府

がマドゥロ政権に対して追加制裁を科すとの内部情報

があると報じた。 

 

一方で情報提供者は「El Nuevo Herald」紙に対して、 

「原油の輸入禁止など厳しい措置は、最終カードとして

今後にまだ残しておくと思う」と答えたという。 

 

また、８月２３日（水曜）にはペンス副大統領がマイア

ミに行き、ベネズエラ人移民と会談を予定している。 

 

同会合には、ベネズエラ政権を強烈に非難するマルコ・

ルビオ共和党議員と、フロリダ州内でベネズエラ政府関

係組織との取引を禁止すると提案したリック・スコッ

ト・フロリダ州知事も出席するようだ（「ベネズエラ・

トゥデイ No.２１」8 月１６日記事参照）。 

 

 

 

「元検事総長 ブラジルへ移動」           

 

コロンビアに脱出したオルテガ元検事総長と、検察庁関

係者２名はコロンビアからブラジルに移動した。 

 

ルイサ・オルテガ元検事総長はコロンビアで 

「メルコスールの検事総長とオンブズマン会合に出席

し、このイベントでマドゥロ大統領の汚職の証拠を世界

に公表する。」とコメントした。 

 

他、コロンビアのオンブズマンは 

「彼女はベネズエラでの Odebrecht の汚職問題を告発

するに足る証拠を持っている。汚職が明らかになれば独

裁政権は倒れることだろう。」とコロンビアの記者にコ

メントしている。 

 

なお、ブラジルへの移動にあたって、パナマを経由して

いるようでパナマの空港でオルテガ元検事総長の写真

が撮られ、ネットで出回っている。 

 

 

 

（写真）Twitter 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
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「ブラジル マドゥロ政権寄りの大使が復帰」        

 

ベネズエラ政府が国際社会から孤立を深める中、ブラジ

ルは、ベネズエラ政府が短期的に変わらない方向で舵を

切った。 

 

ブラジル政府は在ベネズエラ・ブラジル大使として Ruy 

Nogueira 氏を再び送り込んだ。 

ノゲイラ大使は前政権ジルマ・ルセフ時代に在ベネズエ

ラ・ブラジル大使に任命され、ベネズエラ政府与党との

関係が深い人物とされる。 

 

ロイター通信がブラジルの外交関係者から得た情報に

よると、 

「ブラジルは短期的にベネズエラが混乱から抜けるこ

とが出来ないと考えている。与野党の対話をブラジルが

促進したいと考えている。他の国は反政府派としか話そ

うとしない。ブラジルを含むメルコスール加盟国はベネ

ズエラの状況が改善することを期待してベネズエラを

加盟国から外したが、状況は悪化するだけ。ブラジルが

期待するような結果は得られなかった。」と語った。 

 

 

「制憲議長 憎悪を生む発言の規制を呼びかけ」     

 

８月２２日に行われた制憲議会は、ネットで流れている

政治的な対立を生むメッセージに対して制限をかける

ための法案を討議した。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「ベネズエラに必要なことは、差別的な表現を根絶する

ことだ。政治的に極端に差別的なメッセージを抑える。」 

と発言した。 

 

次の制憲議会は８月２４日（木曜）に行われる予定。 

 

経 済                       

「パナマ、ドミニカ共 路線が運航停止」          

 

ベネズエラの航空会社サンタバルバラ航空が９月１日

からパナマ行きのフライトを運休すると発表した。フラ

イトがいつ再開するのかは言及されていない。 

 

カラカス・マイケティア空港の情報ではサンタバルバラ

社のカラカス発パナマ行きフライトは２２時３０分。月

曜、水曜、金曜の週３便だった。 

 

同社のツイッターには、運休の理由はスケジュール調整

のためとしている。 

 

 

（写真）サンタバルバラ社 Twitter 
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他にアセルカ航空は２０１７年８月２５日～９月１１

日の間、 

月曜と水曜の１５時カラカス発便 

金曜と日曜の１８時ドミニカ共和国発便 

のフライトをキャンセルすると発表した。 

 

 
 

「第１４回 DICOM を公募」              

 

第１４回目の 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：８月２３日（水曜）PM４時まで   

■競売決定日時：８月２４日（木曜）AM８時   

■結果公表：８月２５日（金曜）   

■決済日：８月２８日（月曜）   

■応札レート幅：   

 ２，６７９．６～３，４４５ボリバル／ドル   

■応札最小額：   

 個人： ５０ドル   

 法人： １，０００ドル   

■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、ドル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 

 

「燃料不足により牛肉と牛乳の生産が減少」      

 

タチラ州のレオナルド・フィゲロア家畜団体代表は、

PDVSA から燃料が十分に供給されていないため、農園

や生産施設は機械が停止し、牛肉と牛乳の生産が低下し

ている。と発言した。 

 

「ガソリン燃料の不足により我々は混乱に陥っている。

ガソリンの取引に闇市場が形成されつつあり、高コスト

につながる。牛肉、牛乳の生産量が５０％は減少した。

通常だと、我々は設備を稼働させ、車を使用するために

必要なガソリン燃料を供給してもらうことになってい

るが、十分に供給されていない。」と語った。 

 

「CABELUM 輸出倍増を目指す」            

 

ファン・アレアス基礎・戦略・社会主義産業相はボリバ

ル州のカロニ・アルミニウム公社（CVG CABELUM）

を視察した。 

 

アリアス基礎・戦略・社会主義産業相は 

「CVG Cabelum は我々のアルミニウム産業にとって重

要な会社でケーブルや電気コンダクターを製造し、成功

を納めている。生産意欲の高い労働者によって生産可能

量は７０％増加した。同社が製造する商品はブラジルや

ドミニカ、コロンビアに輸出されている。２０１７年は

昨年と比べて輸出額が２倍に増加するだろう。」 

と同社の取り組みを評価した。 

 

以上 

https://www.dicom.gob.ve/2017/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-014-17/

