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（写真）Seguros Caracas “米「Liberty Mutual」資本の保険会社「Seguros Caracas」 チリ資本に売却される” 

 

 

２０１９年８月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「ロドリゲス副大統領 訪露成果なし？」 

「アジュップ AD 幹事長の家族の汚職関与を否定」 

経 済                     

「PDVSA GAS 家庭用ガスの供給体制を発表」 

「制憲議長 ボリバル建てか物々交換取引を推奨」 

「最低賃金改定の噂、流れる」 

社 会                     

「エクアドル １週間で１．３万人が越境 

～カプリレス氏 ビザ発給に苦言～」 

「PDVSA 幹部 高級ホテルに無料で５年間宿泊」 

 

２０１９年８月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ドローン襲撃事件 

女性実行犯のインタビュー記事流れる」 

「TSJ キリスト教社会党（COPEI）役員を承認 

～国会議員選への準備か～」 

経 済                    

「ベネズエラの原油輸出 月額３７ドル／人」 

「ボリプエルト代表が交代」 

「Seguros Caracas チリ資本に売却」 

社 会                     

「LVBP 米大リーグに決定取り消し要請」 
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２０１９年８月２６日（月曜）             

政 治                       

「ロドリゲス副大統領 訪露成果なし？」       

 

先週、デルシー・ロドリゲス副大統領はロシアに訪問し

ていた。 

 

現地メディア「Al Navio」は、この訪問について完全な

失敗だったと報じた。 

 

ロドリゲス副大統領はモスクワに３日間滞在し、ロシア

のラブロフ外相と会談（下写真）。 

 

ラブロフ外相からマドゥロ政権への連帯の言葉をもら

ったが、何か新たなプロジェクトの合意や融資実行など

具体的な成果はあげられなかったとしている。 

 

 

（写真）ロシア TV「RT」ツイッター 

 

「アジュップ AD 幹事長の家族の汚職関与を否定」         

 

野党系メディアは多いが、更に深掘りをするとどの政党

を支持するメディアかで報道の内容や論調が変わって

くる。 

 

 

「El Cooperante」は、行動民主党（AD）と関係の深い

メディアである。 

 

「El Cooperante」は、ラモス・アジュップ AD 幹事長

の家族がマドゥロ政権との汚職取引に関与している記

事について「完全な虚偽」だと噂を否定する記事を報じ

た。 

 

また、この虚偽の報道やネガティブキャンペーンは、マ

ドゥロ政権との汚職取引で財を成し、ベネズエラを脱出

した企業家が急進野党へ資金提供をして行っているも

のだと非難した。 

 

パナマ系メディア「PanamPost」は、アジュップ AD 幹

事長の息子が、PDVSA と汚職取引をしていた「Helsinge

社」と取引関係にあり、アジュップ AD 幹事長はスイス

政府や米国政府の捜査対象になっているという内容。 

 

どちらの報道が正しいのかは不明だ。 

 

経 済                        

「PDVSA GAS 家庭用ガスの供給体制を発表」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.335」で紹介した通り、

８月２５日にミランダ州の PDVSA GAS 施設が爆発し

た。 

 

この影響でミランダ州への家庭用ガスの供給が混乱す

ると見られている。 

 

この状況を受けて PDVSA Gas Comunal は緊急体制を

発動。 

 

サンタロサ、サンタロサリア、エルレクレオ、ラパスト

ーラ、エルバジェ、コチェなどカラカス首都区の地区４

８１，２２９世帯にガスを提供すると発表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/89e488368b63a11af084369e9cea47eb.pdf
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「制憲議長 ボリバル建てか物々交換取引を推奨」                  

 

カベジョ制憲議長は、記者会見で米国政府の制裁を非難。 

また、米国政府に制裁を求める野党政治家について、経

済を意図的に悪化させている売国奴だと非難。 

 

現在のベネズエラの経済困窮は野党に責任があると主

張した。 

 

また、米国の嫌がらせにより、ドル取引が制限されてい

るので、今後の取引はボリバル建てか物々交換にするよ

う推奨した。 

 

「我々がしなければいけないことは、ボリバル通貨を安

定させることだ。今後はボリバル建てか物々取引を義務

化するべきだ。」 

と述べた。 

 

１９年６月 経済調査会社「Ecoanalitica」は、ベネズエ

ラ国内の取引の４割はドル建てになっていると述べて

おり、ドル建て取引が普及している。 

 

その後もドル建て取引は拡大していると見られ、何らか

の対応が無い限り、ボリバル建ての取引は減少していく

ことだろう。 

 

「最低賃金改定の噂、流れる」              

 

全国労働組合連合のカルロス・サラサール氏は、記者会

見でマドゥロ政権が９月１日から最低賃金を月額 BsS.

１０万、法定福利の食料チケットを月額 BsS.５万にす

ることを検討していると発表した。 

 

現在ベネズエラの最低賃金は、５月に改訂され月額BsS.

４万、食料補助は月額 BsS.２．５万。 

 

 

従って、最低賃金が１５０％増、食料補助が１００％増

ということになる。４カ月ぶりの改定としてはベネズエ

ラでは小幅な増加だろう。 

 

月額 BsS.１０万（改定後の最低賃金）、月額 BsS.５万（改

定後の食料補助）ということは、１日当たりの最低賃金

が BsS.３，３００、食料補助が BsS.１，６００になる

ことを意味する。 

 

サラサール氏は、「１日 BsS.３，３００と BsS.１，６０

０では何も買えない」と賃金改定が不十分であると主張

した。 

 

社 会                        

「エクアドル １週間で１．３万人が越境       

     ～カプリレス氏 ビザ発給に苦言～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.335」で紹介した通り、

８月２６日からベネズエラ人がエクアドルに入国する

際はビザが必要になった。 

 

ビザが義務化される前の駆け込み需要で多くのベネズ

エラ人がエクアドルに入国していた。 

 

８月２６日 エクアドル内務省は、この１週間で１３，

１１０人のベネズエラ人がエクアドルに入国したと発

表した。 

 

同じ週にエクアドルから出国したベネズエラ人は２，４

５９名。 

 

今回、ビザが義務化されることでエクアドルに入国する

ためには１人当たり５０ドルが必要になる。家族で越境

するのであれば２００ドル、３００ドルも必要になる。 

経済困窮でベネズエラを脱出するベネズエラ人が容易

に支払うことが出来る額ではないことは明白だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/89e488368b63a11af084369e9cea47eb.pdf
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第一正義党（PJ）のカプリレス元ミランダ州知事は、エ

クアドル政府の姿勢について非難。 

 

経済困窮で国を出るベネズエラ人に高額なビザ申請を

させることは人道的とは言えないと主張。方針転換を求

めた。 

 

「PDVSA 幹部 高級ホテルに無料で５年間宿泊」                  

 

現地メディア「La Patilla」は、PDVSA の労働部門役員

で制憲議会議員でもある Wills Rangel 氏が５年前から

カラカスの高級ホテル「Gran Melia Caracas」に宿泊費

を支払うことなく滞在していると報じた。 

 

この５年間、宿泊費は PDVSA が全額支払っていたよう

だ。 

 

数日前、PDVSA は資金難から社内規定を変更。 

無駄な経費支出を減らす方針を示した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.331」参照）。 

 

その中には、「宿泊施設の無期限契約を削減する」との

定めもあり、Wills Rangel氏の宿泊も対象になるようだ。 

 

８月２１日付けで PDVSA がグランメリア宛てに

PDVSAが支払っている宿泊費の無期限契約解除を通知

しており、今回の情報が公になったようだ（右の写真が

オリジナルの通知文）。 

 

「Gran Melia Caracas」以外にも同じく高級ホテルとし

て認識される「Hotel Tamanaco」にも同様の無期限契約

があるようで、「Hotel Tamanaco」宛てに右の写真と同

じ通知が出されているようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）La Patilla 

“宿泊の無期限契約を解除する旨を記載した書面” 

 

２０１９年８月２７日（火曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 ドローン襲撃事件         

    女性実行犯のインタビュー記事流れる」        

 

８月２７日 「Noticiero Digital」は、昨年８月のマドゥ

ロ大統領へのドローン襲撃事件実行犯の女性のインタ

ビュー記事を公開した（当時のニュースは「ベネズエラ・

トゥデイ No.172」参照）。 

 

インタビューを受けたのは Yanin Pernia 氏。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d207c79b3cd203914701b1d6a68780e4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d207c79b3cd203914701b1d6a68780e4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
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彼女は襲撃事件後にコロンビアに亡命しようとしたが、

移動中にバリナス州で実行犯の仲間と共に DGCIM に

拘束され、DGCIM ボレイタ地区の収容施設に収容され

た。 

 

数日前にミランダ州ロステケスの「国家女性オリエンテ

ーション施設（INOF）」に移送されたようだ。 

今回のインタビューは INOF で行われたもの。 

 

 

（写真）Yanin Pernia 氏インスタグラム 

 

彼女は事件の実行犯である事実を認めた。 

 

犯行実行中の映像があったため、マドゥロ政権側は犯人

をすぐに特定し、また拘束した仲間の携帯電話から情報

を割り出し、逃亡計画が筒抜けになっていたと話した。 

 

また、拘束中に DGCIM の職員らから自白させるため

に殴るなど暴力や非人道的な待遇を受けたと説明した。 

 

犯行の見返りに報酬を受け取ったというマドゥロ政権

側の主張については否定。仲間たちは使命感で犯行を実

行したと説明。誰からも報酬は受け取っていないと主張

した。 

 

なぜ犯行は失敗したのかについては、これまで報じられ

ていた通り、妨害電波がありドローンの操縦に支障をき

たしたためとしている。 

 

マドゥロ政権側は今回の犯行についてはフリオ・ボルヘ

ス元国会議長などが関与していると非難しているが、そ

の点については彼女のコメントは掲載されていない。 

 

「Noticiero Digital」は野党系のメディアのはずだ。 

マドゥロ政権がなぜ彼らのインタビューを許可したの

か（あるいはインタビューと隠して取材を行ったのか）

どのような背景があるのか疑念が残る記事と言える。 

 

「TSJ キリスト教社会党（COPEI）代表を承認     

         ～国会議員選への準備か～」           

 

８月２７日 マドゥロ政権側の最高裁判所（TSJ）は、

キリスト教社会党（Copei）の代表を有効な代表者だと

発表した。 

 

TSJ に承認された Copei の党首は、メルセデス・マラベ

氏。第一副党首はアントニオ・カルビーニョ氏。第二副

党首はラファエル・エルナンデス氏。 

 

今回の承認により Copei に所属する国会の党員は無効

状態を解除され、国会議員に復帰したことになる。 

 

Copei は野党政党ではあるが、現在は穏健野党に属して

おり、ヘンリー・ファルコン氏を党首とする発展進歩党

（AP）とともにマドゥロ政権下の選挙にも参加してい

る。 

 

Copei は、あまりメディアの露出は多くないが、有名な

政党。９９年にチャベス政権が発足する以前は、行動民

主党（AD）と Copei が２大政党として大統領を交代す

る仕組み（Punto Fijo）が出来ていた。もちろん選挙は

していたが出来レースのような選挙だったようだ。 

 

次の国会議員選にも Copei は出馬すると考えられてお

り、与党側の選挙準備の一環と報じられている。 
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経 済                       

「ベネズエラの原油輸出 月額３７ドル／人」            

 

米国エネルギー情報局（EIA）は、２０１９年１月～６

月までのベネズエラの原油輸出額は８０億ドルだった

と予想。 

 

OPEC 加盟国全体の輸出額が３，５３０億ドルに対し

て、２．２６％しかベネズエラの割合が無かったと報じ

た。 

 

２０１８年のベネズエラの原油輸出は３００億ドル前

後とされており、この報道が事実だとすれば前年と比べ

て輸出額は半分程度に落ち込む可能性もありそうだ。 

 

また、EIA はベネズエラ人一人当たりの原油輸出額が月

額３６．８６ドルになるとした。 

 

「ボリプエルト役員が交代」               

 

ベネズエラの港を管理する国営会社「ボリプエルト」の

社長が交代した。 

 

新社長に任命されたのはファン・カルロス・カラバジョ

氏（下写真の人物）。 

 

 

（写真）ZODI Amazonas 

 

カラバジョ氏は海軍副総督で、地帯統合戦略防衛区

（ZODI）のトップを務めていた。 

 

「Seguros Caracas チリ資本に売却」              

 

米国の保険会社「Liberty Mutual」は、ベネズエラに持

つ保険会社「Seguros Caracas」をチリの会社に売却した。 

 

売却先は「Zar del Agua（水の皇帝）」で知られるイシド

ロ・キロガ氏のグループ会社だという。 

 

キロガ氏は、事業の継続性を確保するために「Seguros 

Caracas」の一部の役員は続投させることで合意してい

る。 

 

「Liberty Mutual」は２４年前に「Seguros Caracas」

（「Seguros Caracas」自体は７４年前に設立）を買収。 

 

しかし、経済混乱や外貨管理制度の問題から２０１５年

に「Seguros Caracas」を連結会計から外しており、事業

の売却先を探していたようだ。 

 

社 会                       

「LVBP 米大リーグに決定取り消し要請」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.334」で、米国のメジ

ャーリーグがベネズエラの野球リーグ（LVBP）でのメ

ジャーリーグ選手のプレイを禁止した。 

 

理由はベネズエラの野球リーグのスポンサーにPDVSA

が入っているため。 

 

米国政府は制裁によりベネズエラ政府関係組織と米国

個人・法人の取引を禁止した。PDVSA がスポンサーと

なっているため、LVBP もベネズエラ政府関連組織に該

当するリスクがあるとの判断のようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4624e04756d8a78df87a60d71672d094.pdf
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８月２７日 LVBP は記者会見を実施。メジャーリーグ

に対して、今回の決定を取り消すよう要請した。 

 

また、LVBP は記者団に対して、同リーグの持つコネク

ションを用いて、OFAC に今回の制裁は LVBP が適用

対象外になるとの見解を発表してもらうよう求めてい

ると説明した。 

 

なお、グアイド議長は今回のメジャーリーグの決定につ

いて「残念に思う」とコメント。他方、大リーグの選手

は制裁ではなく、治安の問題からベネズエラでプレイす

る機会が減っていたと補足した。 

 

以上 

 

 

 

 


