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（写真）野党連合 “アベレド氏の MUD 幹事長就任が決まっていないと説明するバルボサ国会議長” 

 

 

２０１８年６月６日（水曜） 

 

政 治                     

 「シェブロン 職員２名の解放を確認」 

「野党連合 エクアドルの提案を前向きに検討」 

「アベレド氏の MUD 幹事長就任は未定」 

経 済                     

 「日本企業団 サンタバーバラ産原油の受取停止」 

 「トリノキャピタル 制裁は取引に影響していない」 

 「国際仲裁裁判所（ICC）PDVSA 側の訴え認め 

ICC で判決を下す」 

 「ビットコイン ベネズエラの取引量が増大」 

 「世界銀行 機会があれば助けたい」 

２０１８年６月７日（木曜） 

 

政 治                    

 「Odebrecht 野党政治家にも資金供与を告白」 

 「CANTV 野党系メディアへのアクセス制限か」 

経 済                    

「PDVSA アムアイ製油所第４蒸留施設が稼働」 

 「不正取引ランキング ベネズエラ下から５番目」 

 「中央銀行 新旧通貨併用の方向で検討か」 

社 会                    

 「検事総長 Farmatodo 労働者の不正行為を告発」 

「パスポート発行費用 １２００ドルを要求」 

「治安に関する世論調査 ベネズエラが最下位」 
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２０１８年６月６日（水曜）             

政 治                       

「シェブロン 職員２名の解放を確認」        

 

６月５日に国際石油資本「シェブロン」の職員２名（カ

ルロス・アルガラ氏とレネ・ベラスケス氏）が解放され

た。ロイター通信は検察庁関係者にこの情報が事実であ

ることを確認した。 

 

両名は４月に SEBIN に拘束されていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.125」４月１７日付の記事参照）。 

 

これを受けてシェブロンの現地役員がベネズエラから

避難するなど PDVSA とシェブロンの間で緊張が高ま

っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」４月２５日

付の記事参照）。 

 

 

（写真）ロイター通信ツイッター抜粋 

 

 

 

「野党連合 エクアドルの提案を前向きに検討」         

 

６月４日～５日に行われた米州機構総会でエクアドル

のレニン・モレノ大統領は 

「５月２０日の大統領選の結果を国民が認めているか

どうかを問う国民投票を実施してはどうか」 

と提案していた。 

 

６月６日 フリオ・ボルヘス前国会議長はモレノ大統領

の提案について「有効な提案だ」との見解を示した。 

 

「エクアドルは問題の解決として国際的な保証がある

環境での国民投票を提案した。国民投票で国民が５月２

０日の大統領選挙を認めるか、再選挙を望むのかを問う。 

 

私はこの提案は有効な提案だと考えている。国会も含め

てこの提案を検討することが出来るだろう。」 

とコメントした。 

 

第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ幹事長も自身のツ

イッターで 

「野党連合もFrente Amplioもエクアドルが提案した国

民投票の可能性を塾考するべきだ。」 

との見解を示した。 

 

一方でボルヘス前国会議長の見解に対して、 

 

「同じ選挙管理員会（CNE）が運営する国民投票に参加

するつもりなのか。 

５月２０日の選挙で信頼性の欠如から棄権を訴えた。こ

の麻薬政権が続く限り我々は選挙には参加しない。」 

と非難する野党支持者の意見も散見される。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
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「アベレド氏の MUD 幹事長就任は未定」                  

 

５月２９日 野党連合の報道官を務めるシモン・カルサ

ディージャ氏はラモン・ギジェルモ・アベレド氏が野党

連合の幹事長になるとの認識を示した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.143」５月２９日付の記事参照）。 

 

６月６日 オマール・バルボサ国会議長は記者会見で、 

「アベレド氏は野党連合の構成員であり続ける。今後も

彼の協力を仰ぎ続けるが、野党連合の幹事長になるかど

うかはまだ決まっていない。」と説明した。 

 

現地情報サイト「Crinica.Uno」が関係者から入手した

情報によると、アベレド氏の幹事長就任はほぼ決まって

いたが、野党連合を構成する第一正義党（PJ）、行動民

主党（AD）、大衆意志党（VP）、新時代党（UNT）、La 

Causa R、ベネズエラ行動進歩党（MPV）のどこかの政

党がアベレド氏の幹事長就任に難色を示したからと報

道している。 

他の候補として元バルータ市長のヘラルド・ブライ氏が

あがっているようだ。 

 

また、同記者会見でバルボサ国会議長は野党が大統領選

の候補を決めるための予備選挙を実施すると理解でき

る発言をしたが、MUD は解釈ミスだと報道を訂正して

いる。 

 

 
（写真）ヘラルド・ブライ元バルータ市長 

 

経 済                        

「日本企業団 サンタバーバラ産原油の受取停止」           

 

S＆P Global Platts は日本企業団のベネズエラでの原油

購入に関わる状況を報じた（オリジナル情報）。 

 

融資の金額は筆者の理解と違うが（金額はもっと多いと

思われる）、記事の内容をそのまま伝えたい。 

 

 

匿名の関係者は「持っていける商品がない。」と語った。 

 

日本の企業団は融資の返済としてサンタバーバラ産原

油を購入することを期待していた。サンタバーバラ産原

油は API39 の軽質油。 

 

日本企業団は伊藤忠、丸紅、三菱、三井で構成されてお

り PDVSA からベネズエラ産原油を引き受ける権利を

持っている。JBIC を代表として融資をしている。 

 

０７年に三井、丸紅が１８億９，０００万ドルの融資協

定を結んだ。その後、１１年に伊藤忠、三菱が６億７，

５００万ドルの融資協定を結んだ。原油供給減の多角化

を目的として１５年間の引き受けをすることで合意し

ている。 

 

水曜の時点で JBIC は日本企業の状況についてコメント

を避けたが、ベネズエラの状況を注視しているとコメン

トした。 

 

しかし、日本は１８年に入りベネズエラから原油を輸入

できていない。最後にサンタバーバラ産原油を輸入した

のは１７年４月で１０３万バレルだった。 

 

１７年、日本は１月、２月、４月と２９９万バレルの原

油を輸入した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://www.platts.com/latest-news/oil/tokyo/japanese-companies-face-difficulty-lifting-venezuelan-26969380


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年６月６日～６月７日報道               No.１４７   ２０１８年６月８日（金曜） 

4 / 9 

 

同原油は API４１．６度、硫黄分０．４４％だった。 

１７年の原油輸入実績は日量３２３万バレル。ラテンア

メリカ地域からの原油輸入は全体の２．７％を占めてい

る。 

 

PDVSA は６月に入り、８つのクライアントに対して約

束の原油を供給できていないと伝えた。 

 

 

「トリノキャピタル 制裁は取引に影響していない」         

 

米国投資銀行トリノキャピタルは、米国政府が１７年８

月に制裁を科して以降の米国とベネズエラとの貿易取

引を示し、制裁は両国の取引を阻害していないとの認識

を示した。 

 

１７年９月から１８年４月にかけてベネズエラが米国

から輸入した金額は月平均で３億６，８００万ドル。 

制裁前の１７年１月～８月と比べて３００万ドル低い

程度だと公表した。 

 

１８年１月～４月までの４カ月、米国からの輸入額は１

７億３，９００万ドルで１７年１月～４月と比較して１

９％増加している。 

 

マドゥロ政権は米国の制裁により食料や医薬品の輸入

がブロックされていると米国政府の制裁を非難してい

る。なお、米国政府は５月に追加の金融制裁を発動した

が、この影響はまだ統計では確認できない。 

 

また、ベネズエラとの主要な取引企業３０社の取引実績

を確認する限りではそこまで大きな変化は見られない

と分析。統計を分析する限りでは米国からの制裁は輸入

に著しい障害を与えているとは思えないとの結論を出

した。 

 

 

また、マドゥロ政権は対外債務の支払いを停止し、その

資金を外国からの食料品購入などに充てて選挙キャン

ペーンを乗り切ろうとしたと分析。大統領選が終わった

１８年６月から輸入が再び減少する可能性があるとの

見通しを示した。 

 

また、ベネズエラの米国向け原油輸出については産油量

の減少により１７年１月～４月が４０億１，７００万ド

ルだったのに対して、１８年１月～４月は２８億２，２

００万ドルになったと記載した。 

 

 

 

（出所）BancayNegocios 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年６月６日～６月７日報道               No.１４７   ２０１８年６月８日（金曜） 

5 / 9 

 

「国際仲裁裁判所（ICC）PDVSA 側の訴え認め     

              ICC で判決を下す」                  

 

PDVSA は１６年７月にパラグアイ石油会社 Petropar

に対して約３億ドルの即時支払いを求め、国際仲裁裁判

所に訴えを起こしている。 

 

PDVSA はペトロカリベの枠組みで０８年、０９年とパ

ラグアイに対して原油を供給していた。同支払いを巡り

PDVSAとPETROPARは協議を続けていたが協議は平

行線をたどっていた。 

 

PETROPAR 側は債務の存在を認識しており長期融資

をベースとした返済を求めていた。あるいはジャマイカ

やドミニカ共和国と同様に元本を３３～５０％程度大

幅にカットする条件で返済をする提案をしていたが、

PDVSA はそれを受け入れなかった。 

 

本件は契約のもつれではあるものの実質的には政治的

な亀裂を背景にした問題と言える。 

 

パラグアイ政府はマドゥロ政権を強く非難しており、両

国間の関係は悪化していた。ベネズエラ政府がパラグア

イを友好国として認識しなくなったのが事の発端と言

える。 

 

本件について、PETROPAR 側は、「本紛争は政府間の

問題であり、裁判ではなく両国の交渉で解決するべき」

との主張をしていたが、国際仲裁裁判所は「国際仲裁裁

判所に判定を下す権限がある。」との結論を出した。 

 

本件に関わる最終的な結論はまだ先になりそうだ。パラ

グアイ側としては政権が交代してくれれば、新政権との

交渉でこの訴訟は穏便に解決すると考えているだろう。 

パラグアイ側は判定が出る前に現政権を交代させたい

ところだろう。 

 

「ビットコイン ベネズエラの取引量が増大」                  

 

デジタル通貨関連の情報を扱う「Criptonoticias.com」は、

ベネズエラの現地通貨ボリバル建てでビットコイン

（BTC）に両替する取引が著しく増大していると報じ

た。 

 

ベネズエラでの最新週（１８年 5 月末～6 月初旬の週）

の取引額はボリバル建てで約７兆ボリバル。ビットコイ

ン建てで５２８BTC（約４００万ドル）だった。 

 

１７年４月の時点では、ビットコイン建てで８０５

BTC（１１０万ドル）だった。 

 

ビットコイン建てでみると８０５BTC から５２８BTC

に減っているように見えるが、ビットコインの価値が大

きく上昇したことが理由で、ドル建てでみると取引額は

１１０万ドルから４００万ドルに増えている。 

 

デジタル通貨の分析サイト「SimilarWeb」によるとベネ

ズエラは、ビットコイン取引所「LocalBitcoin」のアク

セス数が国別で最も多いようだ。 

 

５月の「LocalBitcoin」の取引額を国別でみると、コロ

ンビアは５９７BTC、ペルーは３２７BTC、ブラジルは

１６３BTC、メキシコは１５６BTC、チリは１２１BTC、

アルゼンチンは６７BTC だった。 

 

他方、ベネズエラの５月の取引額は２，２４０BTC（約

１，７００万ドル）。断トツであることが確認できる。 
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「世界銀行 機会があれば助けたい」                  

 

６月６日 世界銀行のラテンアメリカ・カリブ地域担当

経済学者のカルロス・ベッシュ氏は、「世界銀行および

国際通貨基金は仮に機会があれば全力を挙げてベネズ

エラを支援する。」と述べた。 

 

「世界銀行が支援できるときは当該国政府が支援を求

めた時だけ。世界銀行は現在ベネズエラ政府と関係を持

っていない。 

 

残念ながら今の世界銀行が出来ることはベネズエラの

状況を近くで追うことだけだ。ベネズエラをいつでも支

援できるように状況を観察する。 

 

GDP はこの数年で５０％減少し、多くの国民がベネズ

エラから移住している。ベネズエラで起きている政治・

経済・社会危機はこの地域で数十年間観察されていなか

った。」 

と述べた。 

 

２０１８年６月７日（木曜）             

政 治                       

「Odebrecht 野党政治家にも資金供与を告白」        

 

「Armando Info」は１６年１２月からブラジルの当局が

保管していたブラジルの建設業者「Odebrecht」のベネ

ズエラ代表を務めた Euzenando Azevedo 氏の告白ビデ

オを一般公開した。 

 

既にマドゥロ大統領やエンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事の選挙キャンペーンに資金援助したという報道

は流れているが、告白を見る限りでは他にも多くの野党

関係者に対して資金援助をしている。 

 

 

 

どの政治家も Odebrecht が工事を行っている地域の政

治家への献金が中心のようだ。 

 

Azevedo 代表の告白に具体的な名前が出てきたのはア

ントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長、カルロス・

オカリス元スクレ市長、パブロ・ペレス元スリア州知事、

マニュエル・ロサレス元スリア州知事など。 

 

カラカスの場合、多くはカラカス地下鉄 Metro de 

Caracasの工事の便宜供与を期待して選挙キャンペーン

に資金援助したようだ。 

 

オカリス元スリア市長には「カラカス地下鉄のグアティ

レ間の公共工事」のため。 

 

マニュエル・ロサレス元スリア州知事、パブロ・ペレス

元スリア州知事については、同州での公共事業を円滑に

進めるため。 

 

アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長についても

カラカス地下鉄の工事のため。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は１２年の大統領選で１，

７００万ドルを支援したと話した。 

 

 

（写真）Maduradas 

“選挙資金を援助したとして名指しされた野党政治家” 
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「CANTV 野党系メディアへのアクセス制限か」           

 

野党系メディアで知られる「El Nacional」のオーナーを

務めるミゲル・オテロ社長は、自身のツイッターで

「CANTV がベネズエラ国内の複数の地域で El 

Nacional ウェブサイトへのアクセスをブロックしてい

る。」と投稿した。 

 

その後、同じく野党系メディアとして知られる「La 

Patilla」も同様の訴えを投稿した。 

 

他方、同日 CANTV は複数の地域で通信回線の異常が

起きており、６月６日の深夜に問題は解決したとツイッ

ターで発表している。 

 

現在のところ、通信回線の切断が原因だったのか、

CANTV による意図的な通信遮断だったのかは分かっ

ていない。 

 

なお「El Nacional」にはディオスダード・カベジョ PSUV

副党首に名誉棄損の罪を犯したとして１０億ボリバル

の罰金を支払うよう判決が出たばかりだった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.146」６月５日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「PDVSA アムアイ製油所第４蒸留施設が稼働」            

 

６月７日 PDVSAは国内で最も大きなアムアイ製油所

の第４蒸留施設の稼働が再開したと発表した。同施設は

９０日間のメンテナンスを行っていた。 

 

PDVSA は、この第４蒸留施設の再稼働により日量９万

バレル相当の精製が可能になると発表した。 

 

 

 

 

アムアイ製油所自体は全体で日量６５．５万バレルの精

製能力があるとされるが、メンテナンス不足、原材料不

足などの問題で稼働率は３分の１程度まで落ちている

と言われる。 

 

「不正取引ランキング ベネズエラ下から５番目」         

 

英国経済誌「The Economist」の国際イベントがパナマ

で開催された。 

 

その中で、世界の不正取引に関する報告が行われた。 

麻薬、人身売買、動物、知的所有権侵害、輸送貨物の虚

偽申請などを調査。１００点を最も高い評価にし、８４

カ国を数字でランキングした。 

 

ベネズエラは調査対象となった８４カ国中８０位（２８．

１点）だったと発表された。なお、日本は１４位（７８．

２点）、平均は６０点だった。 

 

ベネズエラよりも低い点をとったのはラオス（２６．８

点）、ミャンマー（２２．６点）、イラク（１４．４点）、

リビア（８．６点）だった。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
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なお、南米近隣国だとチリが６９．１点、アルゼンチン

が６４点、ウルグアイが６３点、コロンビアが６１．６

点、ブラジルが５０．６点、パラグアイが４３．３点、

ドミニカ共和国が４２．７点だった。 

 

「中央銀行 新旧通貨併用の方向で検討か」         

 

通貨切り下げは６月４日の予定だったが、６０日間延期

され８月４日に施行される予定（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.145」６月２～３日付の記事参照）。 

 

中央銀行は８月４日以降も現在使用している通貨（ボリ

バル・フエルテ）と新通貨（ボリバル・ソベラーノ）の

両通貨を併用できる期間を設けることを検討している

ようだ。 

 

一方で２、５、１０、２０、５０、１００ボリバル札、

など少額紙幣については８月４日以降、使用できなくな

ると報じられている。現在のところ正式な発表はされて

いない。 

 

社 会                       

「検事総長 Farmatodo 労働者の不正行為を告発」            

 

６月７日 サアブ検事総長は生活必需品、医薬品の流通

過程で大手ドラックストア「Farmatodo」の商品が不正

に奪われていたと告発した。 

 

サアブ検事総長の発表によると、本件は Farmatodo 幹

部が検察庁に告発したことから調査が始まったようだ。

検察庁は１７年１０月から調査を行っていた。 

 

奪われたのは公定レートで輸入された高血圧、糖尿病な

どの医薬品、おむつや歯磨き粉、乳製品などの生活必需

品など。 

 

 

在庫を確認したところ商品配送センターから商品が店

舗に到着するまでの過程で倉庫業者、運送業者、監視員

が盗んでいることが確認された。 

 

サアブ検事総長は、盗難の中心人物とされる６名に対し

て逮捕令状を発行したと発表している。 

 

「Farmatodo」は大手ドラッグストアで日本人の居住区

域にも多くの店舗がある。 

 

「パスポート発行費用 １２００ドルを要求」              

 

パスポートの発表が難しくなっていることは、これまで

も度々レポートで報告してきた。 

 

出入国管理庁（Saime）でパスポートの発行を依頼する

場合、ウェブサイトから申請を行う必要があるが、同組

織の申請サイトはほとんど稼働を停止している。また、

申請しても発行までにとても長い時間がかかるという。 

 

しかし、袖の下を支払うとパスポート発行で便宜が図ら

れる。 

「La Patilla」の記者は、Saime の職員からパスポート発

行の見返りとして１，２００ドルを支払うよう要求され

たとツイッターで投稿している。 

 

「治安に関する世論調査 ベネズエラが最下位」              

 

国際世論調査会社「Gallup 社」は「法と秩序指数」を発

表。ベネズエラを１４２カ国中最も治安の悪い国と評価

した。この調査での最下位の評価はこれで２年連続。 

 

調査方法はあくまでアンケート。調査対象者に対して、

「外出するときに安心できるか？」、「警察を信頼してい

るか？」「ここ最近で家族を含めて犯罪にあった人はい

るか？」の調査。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
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ベネズエラは「外出するときに安心できるか？」との質

問に「安心している」と回答したのは全体の１７％。 

 

「警察を信頼しているか？」との質問に「信頼している」

と答えたのは全体の２４％。 

 

「ここ最近で家族を含めて犯罪にあった人はいるか？」

との質問について「あった」と回答したのは全体の４

２％。総評価は４４点でアフガニスタンよりも低い結果

が出た。 

 

逆に最も治安が良いとされたのは「シンガポール（９７

点）」、「ノルウェー（９３点）」、「アイスランド（９３点）」

と続く。 

 

日本は８５点で２５位。アゼルバイジャン、スペイン、

タジキスタン、インド、ミャンマーなどと並んだ。 

 

なお、あくまで世論調査なので国民の治安に対する感覚

を反映した数字。実際の犯罪件数と数字はリンクしない。 

 

 

 

 

（出所）「2018 Law and Order Report」 

 

 

以上 

 

 


