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（写真）Maibort Petit 氏 “米国検察庁に起訴されたラウル・ゴリン氏（Globovision 社長）NewYork 不動産” 

 

 

２０１８年１１月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラのテロ支援国家入りを検討」 

「ロドリゲス・アラケ元 PDVSA 総裁 死去」 

「BBC 影響力のある女性にマチャド VV 党首」 

「ルイス護民官 制憲議会を前に就任宣誓」 

経 済                     

「１８年１０月の基礎生活費は BsS.８．２万 

同月の食費は BsS.５．２万」 

「PDV Marina 人員不足で船が動かせない」 

「米国 キューバ取引で Societe Generale に罰金」 

「６２回目 DICOM １ドル BsS.７２．７９」 

２０１８年１１月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「Frente Amplio 事前議論で衝突」 

「アジュップ AD 幹事長 退院」 

経 済                    

「Torino Capital 対外債務は１５６０億ドル 

～輸入を減らし、債務返済に充てている～」 

「Sunacrip ペトロの対現地通貨レートを改定」 

「元 AbastoBicentenario「Tienda CLAP」の商品」 

社 会                     

「米国 汚職でベネズエラ政府関係者を有罪 

～Globovision オーナーも資金洗浄で起訴～」 
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２０１８年１１月１９日（月曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラのテロ支援国家入りを検討」                  

 

米国紙「ワシントン・ポスト」は、トランプ政権がベネ

ズエラをテロ支援国家リストに加えることを検討して

いると報じた。 

 

匿名の政府関係者がベネズエラのテロ支援国家入りを

検討している政府内部のメールのやり取りをワシント

ン・ポストの記者に見せたという。 

 

現在、テロ支援国家リストにはイラン、北朝鮮、シリア、

スーダンが含まれており、これらの国には強硬な制裁が

科せられている。 

 

なお、キューバも「FARC」を支援しているとして８２

年～１５年までテロ支援国家リストに入っていたが、オ

バマ政権下でテロ支援国家リストから外された。 

 

米国政府は以前から、ベネズエラがレバノンを拠点とす

るシーア派組織「ヒズボラ」やコロンビアのゲリラ組織

「国民解放軍（ELN）」などテロ組織を支援していると

訴えている。 

 

米国政府によるベネズエラへの制裁はかなりインパク

トの強いものではあるが、現在のところマドゥロ政権を

崩壊させるには至っていない。 

 

マドゥロ政権に決定的な打撃を与えるためには、国際的

な制裁強化が鍵になるが、欧州含む国際社会は経済制裁

には二の足を踏んでおり、米国政府はフラストレーショ

ンが溜まっている。 

 

 

 

ベネズエラをテロ支援国家に認定することで、更なる制

裁強化を正当化し、ベネズエラへの経済制裁に後ろ向き

な姿勢を示している他国を非難するつもりなのかもし

れない。 

 

「ロドリゲス・アラケ元 PDVSA 総裁 死去」         

 

１１月１９日 在キューバ・ベネズエラ大使のロドリゲ

ス・アラケ氏（８１歳）がハバナで亡くなった。 

 

マドゥロ大統領は自身のツイッターで 

「アリ・ロドリゲス・アラケ氏が亡くなったとの知らせ

を受けて悲しんでいる。彼は革命に不可欠な疲れを知ら

ない闘争家だった。彼の家族に激励の意を示す。彼の経

験と誠実さは我々の模範だった。」と投稿した。 

 

アラケ氏は PDVSA 総裁、財相、外相などチャベス政権

下で政府の重責を担い、１７年には PDVSA の名誉総裁

に任命されていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.67」１

２月３日付の記事参照）。 

 

（写真）ロドリゲス・アラケ氏 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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「BBC 影響力のある女性にマチャド VV 党首」       

 

英国メディア BBC は「世界の影響力のある女性トップ

１００」を公表した。 

 

ベネズエラでは５２位にベネズエラ主導党（VV）のマ

リア・コリナ・マチャド党首が選ばれた。 

 

 

 

また、７７位にバレンティナ・キンテロ氏が選ばれた。 

キンテロ氏はテレビ番組でベネズエラの観光や環境問

題を扱うジャーナリスト。 

 

「ルイス護民官 制憲議会を前に就任宣誓」                 

 

１１月１９日 護民官を務めるアルフレッド・ホセ・ル

イス氏が制憲議会で護民官就任を宣誓した。 

 

少しわかりにくいので背景情報を説明したい。 

 

１７年８月、発足したばかりの制憲議会は政府に反旗を

翻したルイサ・オルテガ・ディアス検事総長（当時）を

解任。 

当時、護民官を務めていたタレク・ウィリアム・サアブ

氏を検事総長に任命した。 

 

 

空白となった護民官の役職は「代理」のステータスでア

ルフレッド・ホセ・ルイス氏が就任し、代理のまま１５

カ月が経過していた。 

 

今回の宣誓によってアルフレッド・ホセ・ルイス氏が正

式に護民官に就任したことになるだろう。 

 

護民官はベネズエラの５権分立（行政・立法・司法・選

挙・民衆）のうち「民衆権力」の最高権者の一人。 

 

「行政」は大統領、「立法」は国会議長、「司法」は最高

裁番長、「選挙」は選挙管理委員長と最高権者が一人し

かいないが、「民衆」については検事総長、護民官、会

計監査長の３名が話し合いの上で毎年、最高権者を決め

ている。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“カベジョ制憲議長の前で護民官就任を宣誓する 

アルフレッド・ホセ・ルイス氏” 

 

経 済                        

「１８年１０月の基礎生活費は BsS.８．２万     

         同月の食費は BsS.５．２万」           

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年１０月

の食費、生活費（５人家族）を更新した。 
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CENDAS-FVM の調査によると、１８年１０月の生活

費は月額 BsS８２，４１５．８２で、先月（BsS.４４，

０７９）と比べて８７．０％上昇した。 

 

食費については、月額 BsS.５２，３２２．３２と先月

（BsS. ２２，９２８）と比べて１２８．２％上昇した。 

 

これまで CENDAS-FVM の公表値は国会のインフレ発

表値と大きな差がなかったが、１８年７月から国会の公

表値とかなり差が開いている（「ウィークリーレポート

No.73」参照）。 

 

なお、８月に通貨単位切り下げ（デノミ）が行われてい

るが、グラフの連続性を保つために以下では１８年８月

以前の数字もボリバル・ソベラーノ（新通貨）に直して

グラフを作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

「PDV Marina 人員不足で船が動かせない」                  

 

１１月１５日の出来頃だが、PDVSA の統括セキュリテ

ィ室はパラグアナに停泊していた PDVSA の船舶会社

「PDV Marina」が船を出港できないとの通知を受けた。 

 

理由は人員不足。PDVSA に限らず PDV Marina でも大

量の退職者が出ており、深刻な技術者不足が生じている。

現地情報サイト「Venepress」によると、PDV Marina は

４８％も退職したという。 

 

退職が増えている理由は労働条件。実質的な給料は下が

る一方で、退職者が続出。減った人員で無理にオペレー

ションを続けるため超過勤務が増えるが、給料は実質的

に下がるという悪循環に陥っている。 

また、安全上必要な措置も不十分だという。 

 

政府は引き続きこれまでと似たような経済政策を続け

ており、物価高騰が解決する見通しは立っていない。 

PDV Marina で起きている問題は、電力公社（Corpoelec）

でも起きている。 

他の組織も同様だろう。 

 

「米国 キューバ取引で Societe Generale に罰金」                  

 

米国政府は、フランスの金融機関「Societe Generale」に

対して米国が科しているキューバ制裁法に違反し、キュ

ーバ関係者に対する送金を行ったことを理由に１３．４

億ドル（日本円で約１６００億円）の罰金支払いを命じ

た。 

 

米国司法省によると、「Societe Generale」は、２００４

年から１０年にかけて故意に米国の金融システムを使

用し、２，５００件超、合計１３０億ドルをキューバ向

けに送金したという。なお、送金内容を隠すための処理

がされていたと指摘されている。 
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（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：ボリバル・ソベラーノ）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/88ed07338145e3bd60626663a2cfaec2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/88ed07338145e3bd60626663a2cfaec2.pdf
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「Societe Generale」は支払額について合意しているよ

うだ。また、再発防止措置を講じることで米国政府と合

意した。 

 

報道によると、１３．４億ドルのうち、７億１，７００

万ドルはテロリスト被害者グループのために支出され

るようだ。 

 

「６２回目 DICOM １ドル BsS.７２．７９」                  

 

１１月１９日に６２回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.７２．７９（１ユーロ BsS.

８３．４０）。 

 

外貨供給額は合計で前回（４６７万７，５１２．０６ド

ル）から約５０％減の２７６万６，６６７．７８ドル。 

 

割り当てのほとんどは個人向けで４，３７６名に２３０

万３，５０６．７８ドルが割り当てられた。法人は４６

社に対して４６万３，１６１ドルが割り当てられた。 

 

なお、最近の DICOM はユーロ建ての外貨割り当てが

多かったが、今回は法人・個人ともに全てドル建てで外

貨が清算されている。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、獣医・畜産などで

使用する動物医薬品業者の「Agropecuaria Agriquimvet」

で１０万ドル。原材料輸入が目的。 

 

次いで、軟膏剤など医薬品メーカーの「FC Pharma」が

４．１万ドル。原材料輸入が目的。 

 

３番目はドイツ系の医薬品を扱う「Mayer Productos 

Terapéuticos」で４万ドル。資材の輸入が目的。 

 

 

２０１８年１１月２０日（火曜）             

政 治                        

「Frente Amplio 事前議論で衝突」           

 

野党系の市民団体「Frente Amplio」はベネズエラの危

機を解決するため国民の意見を集めるとして、１１月２

３日に大規模な政治イベントを呼びかけている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.217」１１月１７日～１８日付の

記事参照）。 

 

各州の「Frente Amplio」支部で協議が行われ、本部に州

としての提案が集められている。 

 

スリア州「Frente Amplio」支部の協議で意見の衝突が

起きているようだ。 

 

スリア州での協議に参加した第一正義党（PJ）、大衆意

志党（VP）の政治家が新時代党（UNT）のマニュエル・

ロサレス党首と激しい口論を繰り広げたと報じられて

いる。 

 

PJ、VP 党員は、スリア支部での協議はキリスト教会の

アンヘル・ロンバルディ氏が運営するはずが、ロサレス

党首が実質的に仕切っていると非難。ロサレス党首を

「誘拐犯」と非難した。 

 

また、少数政党「Centro Democratico（PCD）」のカル

ロス・アライモ氏は「ロサレス氏は自分をスリア州の統

領だと勘違いをしている。しかし、スリア州は変わった。

スリア州に統領は存在しない。」 

と訴えた。 
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「アジュップ AD 幹事長 退院」           

 

１１月２０日 血腫の除去手術を行った行動民主党

（AD）のヘンリー・ラモス・アジュップ幹事長が退院

した（入院時の報道は「ベネズエラ・トゥデイ No.217」

１１月１７日～１８日付の記事参照）。 

 

退院時の動画や写真が公開されているが元気そうに見

える。 

 

アジュップ幹事長は取材に対して 

「私の症状が深刻だというのは悪意ある人が流した虚

偽の情報である。また、私に応援メッセージを送ってく

れた学術関係者、議員、全ての政治関係者に感謝をした

い。数日後にはベネズエラを駆け回る準備が出来るだろ

う。」とコメントした。 

 

 

（写真）El Cooperante 

“退院するアジュップ AD 幹事長” 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「Torino Capital 対外債務は１５６０億ドル      

  ～輸入を減らし、債務返済に充てている～」            

 

米国投資銀行「Torino Capital」のアンデス地域担当リ

サーチャー、フランシスコ・ロドリゲス氏は２０１８年

のベネズエラの対外債務残高（公的債務＋民間債務）は

前年から１９億ドル増加し、１，５５９億ドルとの予想

を発表した。 

 

この金額はベネズエラの GDP の６７．２％に相当する

という。 

 

同行の分析によると、公的対外債務は１７年末から６億

５，３００万ドル増え、１，３８６億ドルになるという。 

 

また、ベネズエラはほぼ全世界の金融市場から融資（商

業取引を含む）を拒絶されていると分析した。 

 

他、ベネズエラ政府は、ロシア、中国、ConocoPhillips

など問題が深刻になりやすい債務を優先的に返済。返済

先を選別していると分析した。 

 

また、ベネズエラの財・サービス輸入は債務返済に押さ

れて２０１９年も引き続き低い水準を維持するだろう

と報じた。 

 

「Sunacrip ペトロの対現地通貨レートを改定」            

 

１１月２０日 デジタル通貨監督局（Sunacrip）のホセ・

アンヘル・アルバレス代表はデジタル通貨「ペトロ」の

対現地通貨レートを 1 ペトロ BsS.４，３６２．３に改

定した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
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これまで１ペトロは BsS.３，６００だったので２１．

１％分、ボリバル安になったことになる。 

 

なお、１１月５日から「祖国カード」保有者はボリバル

建てでペトロが購入できるようになっている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.212」１１月５日付の記事参照）。 

 

ただし、報道を見る限りではデジタル通貨と言える要件

を満たしておらず、実質的には現地通貨建てのベネズエ

ラ国債と大きな違いがないように思える。 

 

アルバレス代表は Union Radio のインタビュー番組に

出演し、ペトロ取引について 

「本日、ペトロは３００件超の取引が行われた。これは

記録的な数字で、多くのベネズエラ人がペトロを購入し

始めている。」と述べた。 

 

「元 AbastoBicentenario「Tienda CLAP」の商品」          

 

１８年 8 月 国営スーパーマーケット「アバスト・ビセ

ンテナリオ」が民間企業「Salva Foods２０１５」に売却

された（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」８月３日付の

記事参照）。 

 

８月にはカラカスの Plaza Venezuela、Terrazas de Avila

など一部の店舗で「Tienda CLAP（CLAP ショップ）」

の名前で引き続き事業を行っている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

カラカスのセメンテリオ地区に住むイリス・ロハス氏は、

ロス・シンボロスにある「Tienda CLAP」で米、マヨネ

ーズ、コーヒー豆、トイレットペーパーなどを購入した。 

金額は合計で BsS.１０万超だった。 

 

なお、現在の最低賃金は BsS.１，８００。法定福利の食

料補助を加えても BsS.１，９８０。 

 

ロハス氏いわく、「今では（モノ不足で）米を買うこと

も難しい。この店であれば購入できる。」という。 

 

なお、「Tienda CLAP」は店舗の名前から国営スーパー

だと混同されており、一部のメディアでは政府が並行レ

ート価格で公（おおやけ）に商品を販売していると非難

している。 

 

以下は１１月２０日にオープンした「Tienda CLAP」（シ

ョッピングセンターCCCT）に陳列された商品。 

棚には「WAGYU（和牛）」と書かれた冷凍肉やベルギ

ー産ビールなどが販売されているようだ。もちろん価格

は並行レート建て。 

 

 

（写真）15 y Ultimo 

 

社 会                        

「米国 汚職でベネズエラ政府関係者を有罪       

  ～Globovision オーナーも資金洗浄で起訴～」         

 

１１月１９日 米国マイアミ検察庁は、ベネズエラの民

放テレビ局「Globovision」のオーナーであるラウル・ゴ

リン氏を起訴した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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８月には、米国政府がラウル・ゴリン氏起訴に向けて調

査を行っていると報じられていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.181」８月２５日付の記事参照）。 

 

ゴリン氏は、２００８年～２０１７年にかけて１億５，

９００万ドルの資金洗浄に関わり、米国のマイアミ、ニ

ューヨークの不動産を購入したという。 

 

ゴリン氏は米国に住んでいたが起訴内容によるとゴリ

ン氏は逃走しているようだ。 

 

ゴリン氏が保有していたとされる不動産の写真が掲載

されているが、どれも一等地のかなり豪華な不動産。汚

職をしていなければ、このような資産を得ることはでき

ないだろう。 

 

 

（写真）Maibort Petit 氏ブログ 

“フロリダ州のヨットクラブ ゴリン氏不動産” 

 

また、ゴリン氏の起訴が発表された翌日、米国司法省は、

「チャベス政権の時代に歳入庁長官（０７～１０年）、

BANDES 総裁などを務めていたアレハンドロ・アンド

ラーデ氏が、公定レートでの外貨割り当ての見返りとし

て、これまでに１０億ドル超の汚職資金を受け取ったこ

とを認めた。」と発表した。 

 

 

 

 

汚職資金を支払った人物としてラウル・ゴリン氏やドミ

ニカ共和国の「Banco Peravia」オーナーのアルトゥロ・

ヒメネス氏の名前も挙がっている。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf

