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（写真）スペイン外務省 “対話を訴えるボレル西外相（写真左）とモゲリーニ EU 外交委員長（白服の女性）” 

 

 

２０１８年１０月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「拘束者ローレント・サラフ氏 スペインへ追放 

～自殺を図る懸念があるとして解放～」 

経 済                     

「預金準備率増額の詳細を発表」 

「１９年度 国家予算案を制憲議会に提出」 

「Shell ベネズエラ権益売却を交渉」 

「ガソリンの国内消費量 ４０年前の水準に」 

社 会                     

「Google ベネズエラで情報フィルタリング試験」 

「スイス検察庁 米国にベネズエラ汚職証拠提出」 

18 年 10 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「EU 外相会合 制裁ではなく対話を提案か 

～急進野党 対話を求める者は味方ではない～」 

「ファルコン AP 党首 対話できる状況にない」 

「レオポルト・ロペス VP 党首 国外逃亡の噂」 

「国連調査員 １５日にコロンビア国境視察」 

経 済                    

「米財相 ベネズエラの汚職取り締まり協力要請」 

「米国でベネズエラ政府非難のイベント実施 

～アレアサ外相 米国の経済制裁非難で応酬～」 

「マイアミ不動産市場にベネズエラ資産流入」 
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２０１８年１０月１２日（金曜）             

政 治                       

「拘束者ローレント・サラフ氏 スペインへ追放     

    ～自殺を図る懸念があるとして解放～」       

 

１０月８日 公安部隊「SEBIN」に拘束されていたフェ

ルナンド・アルバン市議が死亡した。 

 

検察は飛び降り自殺と発表しているが、野党側は拷問死

だと主張しており、平行線をたどっている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.200」１０月９日付の記事参照）。 

 

野党はもちろん、国際社会もベネズエラ政府に対して厳

しい目を向けており、政府は苦しい立場に立たされてい

る。 

 

この状況を払しょくする目的か、１４年９月から４年１

カ月にわたり拘束されていたローレント・サラフ氏（野

党政治家というよりも反政府活動家）を解放した。 

 

１０月１２日 制憲議会はサラフ氏が自殺を図る可能

性が高いとして、予防策を理由にサラフ氏を解放するよ

う政府に提案。政府は制憲議会の決定に従う形でサラフ

氏を解放した。ただし、解放先はベネズエラではなく、

スペインだった。 

 

サラフ氏は１０月１３日にスペインに到着。空港では約

５０名のベネズエラ人らに歓迎された。 

 

取材に対して、サラフ氏はベネズエラにいる家族に対し

て感謝を述べ、自分が解放されたことが信じられないと

語った。 

 

「拘束されて１年間、拷問を受けた。何度か自殺を図ろ

うと考えた。それが私の出来る唯一の自衛策だったから

だ。 

自身の解放については前日に聞かされていたが、詳しい

ことは知らされていなかった。 

 

前日、牢獄を出るように言われ、看守から新しい人生が

始まると言われたが、その時は理解できなかった。そし

て車に乗せられ、飛行機に乗った。 

 

私は自由だ。ベネズエラを追放されたわけではない。 

私は近いうちに自国に戻るが、それまでの間、スペイン

で難民申請を行う。 

 

解放のために尽力してくれたスペイン政府に強く感謝

する。他方、まだ私以外に牢獄で苦しんでいる仲間がい

る。中には重大な健康問題を抱えている人物もいる。彼

らの解放のために尽力したい。」 

と語った。 

 

また、アルバン市議の死亡についてコメントを向けられ

ると、 

「アルバン市議の死亡が自殺であったとしても、この事

件が重大なことには変わらない。アルバン市議の死亡の

責任は政府にあり、適切な説明をしなければいけない。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）ローレント・サラフ氏ツイッター 

“解放されスペインに送られたローレント・サラフ氏” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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経 済                        

「預金準備率増額の詳細を発表」           

 

１０月１０日付の官報４１，５００号で預金準備制度改

定に関する決議が公布された。 

 

この決定については９月４日にアイサミ経済担当副大

統領が発表していたが、細則が決まらないままで実際に

は施行されていなかった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.185」９月４日付の記事参照）。 

 

決議の詳細は確認できていないが、アイサミ経済担当副

大統領の説明の通りであれば、金融機関は中央銀行に今

までよりも多くの預金を留保しなければいけないこと

になる。 

 

これは各金融機関の現地通貨建ての融資が減ることを

意味する。 

 

政府は並行レートが上昇を続ける要因の一つは金融機

関による融資だと認識している。 

 

この分析は間違いではない。 

実際に多くの知り合いが現地通貨建てで融資を得て、そ

の資金を用い並行市場でドルを調達。 

時間が経って並行レートがよりボリバル安になった段

階でドルをボリバルに戻し、ボリバル資金を増やすとい

う為替レートのゆがみを利用した錬金術をしている。 

 

ベネズエラ国内の貸付金利は政府に統制されて極めて

低いため、現地通貨建ての融資を返済することは容易だ。 

 

金融機関が現地通貨を融資できなくなれば、前述の錬金

術をするのが難しくなり、並行レートの続伸を抑える効

果がある。 

 

 

他方、本当に融資が必要な産業にも融資が行き届かなく

なるデメリットもある。 

 

また、政府が並行レートを敵視したとしても、並行レー

トが無ければ商品が外国から輸入できないことも事実

だ。並行レートを制限することはモノ不足を加速させる

可能性もあるだろう。 

 

「１９年度 国家予算案を制憲議会に提出」         

 

１０月１２日 シモン・セルパ財務相とリカルド・メネ

ンデス企画相はディオスダード・カベジョ制憲議長に１

９年の国家予算案を提出した。 

 

通常であれば１０月中旬に制憲議会ではなく、国会に次

年度の予算案を提出することになっている。 

しかし、国会は無効状態になっているため、１７年から

は制憲議会に次年度の予算案が提出されている（１６年

は最高裁判所に予算案を提出した）。 

 

次年度の予算案は現時点では公表されていない。 

 

筆者は１２年、１３年、１４年くらいまではこの予算案

をそれなりに重要視していた。 

 

しかし、高インフレで次年度の予算が予見できない中で 

年度途中で追加予算を乱発するのが常になっている。ま

た、制憲議会で予算案がまともに議論される可能性も低

い。つまり、次年度予算案の制憲議会への提出はセレモ

ニーのようなものだ。 

 

IMF は１９年のインフレ率を１，０００万％と予想し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」１０月８日付

の記事参照）。このインフレ状況で次年度の予算を立て

ることは不可能だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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「Shell ベネズエラ権益売却を交渉」                  

 

ロイター通信は、エネルギー資源開発会社「ロイヤル・

ダッチ・シェル（以下、シェル）」がベネズエラに保有

する権益をフランスの「Maurel ＆ Prom」に売却しよ

うとしていると報じた。 

 

ベネズエラの原油分野への投資を減らし、ガス事業に注

力することが狙いと報じられている。 

 

シェルは PDVSA との合弁会社「Petroregional de Lago 

SA」の株式４０％を保有している。この株式を「Maurel 

＆ Prom」に売却しようとしているようだ。 

 

シェルが売却を進めている理由は現金・配当金の受領が

遅れており、会社の経営を悪化させているためという。 

他、同地域での盗難や行政手続きの遅れなども理由とし

ている。 

 

「ガソリンの国内消費量 ４０年前の水準に」         

 

非公式情報だが、ネルソン・エルナンデス氏が国内のガ

ソリン消費量が急激に減少しているとツイッターで投

稿した。 

 

１８年の自動車ガソリンの使用量は日量１２万バレル

で４２年前（１９７６年）の水準になるという予想。 

 

現在、一般に公開されている PDVSA の業務報告書で最

も新しいのは２０１６年の資料。 

 

同資料では、１２年には日量３０万バレルのガソリンを

国内で消費していたが、１３年は２９．９万バレル、１

４年は２８．３万バレル、１５年には２５．９万バレル、

１６年には２３万バレルと減少傾向にあった。 

 

 

最近では自動車部品の不足、あるいは部品が高すぎるた

め道路を走る自動車が減っているという。当然、自動車

が減ればガソリン消費量は減少する。 

 

また、安価なガソリンを購入し、コロンビアで転売する

ことで法外な利益を得るグループも存在しており、これ

らの取り締りが多少でも強化されればガソリンの消費

は減少することだろう。 

 

 

 

社 会                        

「Google ベネズエラで情報フィルタリング試験」           

 

Google の親会社「Alfabet」はインターネットのフィル

タリングを避けるためのテストをベネズエラで実施し

たと発表。テストではポジティブな結果が得られたと語

った。 

 

筆者は専門的なことは分からないが、インターネットを

構成する基本構造に「DNS」というものが存在する。 

インターネット上でドメイン名を管理するために開発

されたシステムのようだ。 
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この DNS を用いて特定のページへのアクセスを妨害す

ることが可能で、実際に多くの政府や組織が DNS を用

いたフィルタリングを行っているようだ。 

 

ベネズエラでは「El Nacional」「La Patilla」など様々な

野党系ウェブサイトが存在するが、これらのサイトアク

セスの妨害に影響されることなくサイトを見るための

テストを行ったと思われる。 

 

同様のフィルタリングはベネズエラ以外にも少なくと

も６０カ国は行われているという。 

 

「スイス検察庁 米国にベネズエラ汚職証拠提出」                  

 

ブラジル人記者のジャミル・チャド氏は、スイス検察庁

が米国検察に対して PDVSA の汚職取引の証拠を開示

したと報じた。 

 

チャベス政権時代の汚職に関連する情報で１３７件の

取引履歴で総額は１．６億ドルのようだ。 

 

「スイスの裁判所はロベルト・リンコン氏、アブラハム・

シエラ氏が申請した情報非開示請求を棄却し、米国に金

融取引の情報を提出した。 

 

両氏は１７年１月に PDVSA との取引で資金洗浄をし

たとして米国で逮捕された。」 

と報じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１０月１３～１４日（土曜・日曜）             

政 治                       

「EU 外相会合 制裁ではなく対話を提案か       

 ～急進野党 対話を求める者は味方ではない～」        

 

１０月１５日にルクセンブルクで EU の外相級会合が

予定されている。 

 

同会合でスペイン外相、ポルトガル外相、EU 外交委員

長らは、ベネズエラの人道問題を解決するために制裁で

はなく対話を促進する趣旨の提案を予定しているよう

だ。 

 

スペインがサンチェス首相に交代してから、欧州連合は

圧力よりも対話を重視する姿勢に変わっていた。 

ただ以前は制裁自体を否定する雰囲気は無く、ただ対話

での平和的な解決を主張していた。それが今回は制裁を

否定する趣旨の方針を示す点で異なる。 

 

圧力と制裁で政権を交代させなければいけないと訴え

てきた急進野党にとって、この主張は受け入れがたい。

EU、提案者のスペイン、あるいはサンチェス首相に対

して強烈なネガティブキャンペーンを開始している。 

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首はツイッターで、 

「我々をなだめようとする工作行為が行われている。こ

の工作で利益を得る人は多く、大量の資金が流れている。 

しかし、我々は断固として、統一の意志を示さなければ

いけない」と投稿。 

 

また、マチャド党首を中心とする急進野党「Soy 

Venezuela」として声明文を発表。 
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以下、「Soy Venezuela」の声明文を簡単に翻訳する。 

 

 

スペイン政府が、マドゥロ政権を否定するベネズエラの

民意に背を向けたことを残念に感じる。 

「Soy Venezuela」は交渉を通じてマドゥロ政権が権力

に居座るためのいかなる行動も非難する。 

 

倫理観をゆがませ、ベネズエラを抑圧政権から脱出する

機会を奪おうとする主張に遺憾の意を示す。 

 

「Soy Venezuela」はこれまで何度もベネズエラで交渉

が何の利益も生み出さなかったことを訴えてきた。 

 

現政権は約束を守る意思がない。政治的な迫害が続くこ

とになる。制憲議会が認められ、新憲法が認められれば

ベネズエラに出口は無くなる。 

 

また「Soy Venezuela」は、野党と言いながら裏で政府と

協力しているグループを非難してきた。彼らは偽物の選

挙に応じ、名誉を損なう協力をしている。 

 

我々はこの工作はロドリゲス・サパテロとサンチェス首

相率いるスペイン与党 PSOE、およびスペイン極左政党

Podemos によるものだと理解している。 

 

市民同盟・諸外国は、政府との交渉の席に座る必要はな

いと訴えている。マドゥロ政権が終わるべきだと考えて

いる人は国民の８５％を占めている。 

 

嘆かわしいサパテロとスペイン与党 PSOE 、

PODEMOS の工作はベネズエラの死者を更に増やすだ

けだ。抑圧を強化し、選挙を強奪し、ベネズエラ国民を

苦しませるだけだ。 

ベネズエラ国民の希望に銃を突きつける以外の何物で

もない。 

 

 

「Soy Venezuela」は、他のスペイン政党および欧州連

合諸国に対して、この提案が通らないよう協力を要請す

る。 

 

現政権は共産主義を確立させるための時間を必要とし

ている。我々はモラルの観点から、これを拒絶する必要

がある。 

 

 

と訴えた。 

 

他にもアントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長はツ

イッターで、スペイン外相の提案について 

「再び対話の提案？正気なのか？このマドゥロの工作

は非難されるべきものであり、受け入れることはできな

い。ドミニカ共和国で行ったスキームはベネズエラに死、

拷問、囚人、迫害を増やすだけだ。すぐに人道支援を！」 

と非難している。 

 

国内の急進野党に限らず、スペインやコロンビアでもこ

の提案に異を唱える者はいる。 

 

スペイン選出で欧州連合の人権委員会副代表のベアト

リス・バレラ氏は、ボレル外相の提案についてツイッタ

ーで 

「受け入れられない！馬鹿な提案をしてはいけない。 

ボレル外相、モゲリーニ外交委員長はその爆弾を投下し

てはいけない。彼らが模索している平和的な解決は、倒

壊したベネズエラの死体の下にある。」 

と投稿した。 

 

コロンビアのマリア・フェルナンダ議員も 

「スペインは殺人者であるマドゥロへの制裁の代わり

に対話を提案しようとしている。これは明らかに死者を

増やし、ベネズエラ国民の悲劇を増やす行為だ。いいか

げんにしろ！」と投稿した。 
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「ファルコン AP 党首 対話できる状況にない」           

 

アルバン市議の死亡を受けてベネズエラの政治対立は

激化している。 

仮にスペインのボレル外相が「制裁よりも対話」を提案

したとしても対話を勧められる雰囲気はない。 

 

穏健派野党の代表とされる発展進歩党（AP）のヘンリ

ー・ファルコン党首でさえも「対話ができる状況にない」

との見解を示している。 

 

１０月１１日 野党系サイト「La Patilla」のオーナーで

あるアルベルト・ラベル氏は 

「ファルコンが対話の仲間を探している。注意しろ。」

とツイッターで投稿。 

 

また、ファルコン党首が、ロドリゲス・サパテロの協力

を得てラモス・アジュップ AD 幹事長、マニュエル・ロ

サレスUNT党首らに政府との対話を呼びかけていると

も報じられている。 

 

この報道について、ファルコン党首は完全に虚偽の報道

でサパテロ氏と対話をしていないし、新しいグループを

形成しようともしていないと主張。 

ラベル氏に対して、自分の利害を通すために嘘の情報を

流すのをやめるよう求めた。 

 

「レオポルト・ロペス VP 党首 国外逃亡の噂」         

 

フェデリコ・アルベス氏（経済学者とのクレジットが付

いているが筆者は知らない人物）は自身のツイッターで 

 

「ロペスはコロンビアに到着した。妻のティントリと子

供と一緒にスペインに向かう途中だ。」 

と投稿した。 

 

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首は１４年２

月～４月にかけて行われた反政府デモの首謀者として

有罪判決を受け、現在は自宅軟禁を命じられている 

 

この情報を受けて公安部隊「SEBIN」はロペス VP 党首

の自宅に押し入り、ロペス氏が自宅にいるかどうかを確

認する事件が起きた。 

 

この投稿は虚偽で、ロペス党首とその家族は自宅にいる

ことが判明した。 

 

「国連調査員 １５日にコロンビア国境視察」         

 

グアテマラ元副大統領のエドゥアルド・ステイン氏が国

連のベネズエラ移民・難民問題担当官に就任した点につ

いては「ベネズエラ・トゥデイ No.192」９月１９日付

の記事で紹介した。 

 

ステイン氏は１０月１５日にコロンビア側の国境を視

察するようだ。 

 

ステイン氏はコロンビアのエル・ドラド空港に到着し、

コロンビアのトゥルヒージョ外相に迎えられる予定。 

また、そこで今回の視察について何らかのコメントをす

る時間が設けられている。 

 

経 済                       

「米財相 ベネズエラの汚職取り締まり協力要請」            

 

米国ムニューチン財相は１５カ国の政府関係者と会合

し、ベネズエラの汚職取り締まりに向けた協力を要請し

た。 

同会合に参加した１５カ国はアルゼンチン、ブラジル、

カナダ、チリ、コロンビア、フランス、ドイツ、ガイア

ナ、イタリア、日本、メキシコ、パナマ、パラグアイ、

英国、米国。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
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会合後、ムニューチン外相は 

「欧州、日本を招きベネズエラについて協議した。マド

ゥロ政権の政策によりベネズエラ経済は崩壊しており、

ベネズエラ国民は甚大な被害を受けている。 

ベネズエラの経済問題は隣国にも悪影響を及ぼしてお

り、地域の安定にとって脅威となっている。マドゥロ政

権と関与している全ての国に対して完全な透明性を求

める。 

 

米国はベネズエラの移民問題を支援するために人道支

援の受け入れを要請しているが、マドゥロ政権はこれを

拒絶している。参加国の大臣はベネズエラ危機を支援す

るための追加援助で協力することに合意した。」 

とコメントした。 

 

また、対ベネズエラ政府の方針については、引き続き外

交的圧力と制裁強化の方針を維持するとの意志を示し

た。 

 

「米国でベネズエラ政府非難のイベント実施      

 ～アレアサ外相 米国の経済制裁非難で応酬～」         

 

元在ベネ米国大使で麻薬密輸担当次官も務めたウィリ

アム・ブラウンフィールド氏は国際戦略研究センター

（CSIS）が主催したセミナーでベネズエラについて、 

 

「麻薬の密売グループが集積する麻薬の経由地でマド

ゥロ政権の庇護の下で資金洗浄が行われているマフィ

アの国だ。 

 

ベネズエラは汚職に食い荒らされた国で、透明はなく、

政府は国民に安全を保障する意志がない。現在、ベネズ

エラは海賊の本拠地になっている。 

 

おそらく国を立て直す唯一の方法は、完全な政府の再構

築で政権交代を意味する。」と非難した。 

 

また、米国政府の元官僚で現在 CSIS の上級アドバイザ

ーを務めているファン・サラテ氏は、 

「問題が解決するのは、国際社会が最大級の政治的、経

済的な圧力をマドゥロ政権にかけた時だ。」 

と訴えた。 

 

これに対して、アレアサ外相は 

「米国は引き続きベネズエラへの介入主義に執着して

いる。CSIS は学術機関のふりをしてベネズエラの民主

主義に打撃を与え、ベネズエラの資源を収奪する準備を

進めている。 

 

不名誉なブラウンフィールド氏は嫌悪と戦争を流布す

る専門家だ。制裁を通じてベネズエラ国民の病気、食料、

医療事情を悪化させることを喜んでいる。 

 

彼らが呼びかけていることは現状を悪化させるだけだ。

これが人道に対する犯罪ではなくて何が犯罪になるの

だ。」と反論した。 

 

「マイアミ不動産市場にベネズエラ資産流入」              

 

ベネズエラの政治経済混乱を受けて、マイアミの不動産

市場が活況を呈している。 

 

マイアミ不動産協会によると、この２年間でベネズエラ

人はマイアミの不動産に２０億ドルの資金を投じたと

いう。この金額はマイアミの不動産取引額全体の１５％

に当たるようだ。 

 

マイアミの不動産取引は野党系の富裕層だけではなく、

汚職で蓄財した与党系の人物（ベネズエラではボリブル

ゲシアと呼ぶ）も含まれており、今年７月には PDVSA

の汚職に関わったとされる人物がマイアミに所有する

不動産が差し押さえられた。 
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マイアミの不動産協会が行った調査によると、米国には

３６．６万人のベネズエラ人が暮らしており、その半分

以上はマイアミがあるフロリダ州。 

 

米国に暮らしているベネズエラ人の５４％は大卒、２

０％は大学院卒だという。 

 

米国に暮らすベネズエラ人の平均世帯収入は年間で８．

５万ドル（約９００万円）。４６％は米国に自宅を所有

している。 

 

 

（写真）AFP 

 

以上 

 


