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（写真）両替商 Zoom ツイッター “１８年６月１１日時点で１ドル約１３０万ボリバル” 

 

 

２０１８年６月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「検事総長 ３回目の囚人解放を示唆」 

 「大統領との対話に参加したキリスト教団 

マドゥロ大統領の人道支援に対する認識を告発」 

 「カベジョ PSUV 副党首 ８億ドル資産凍結の噂」 

経 済                     

 「ファルコン AP 党首経済アドバイザー 

大統領選の敗北についてインタビューに応じる」 

「Citgo PDVSA 以外の原油供給元を探す」 

「Tenarias、Talta ２．３億ドルの支払い求める」 

「国会発表インフレ率 １２カ月で約２．５万％」 

２０１８年６月１２日（火曜） 

 

政 治                    

 「フロリダ議員釈明会見 

擁護・非難 野党内で見解が分かれる」 

 「オランダとベネズエラ政府関係者が会合」 

 「マドゥロ大統領 近日中に閣僚交代を発表」 

 「市議会議員選は１８年１２月の方向で調整」 

経 済                    

 「Italcambio ら 両替１ドル１３０万ボリバル」 

 「外貨準備が急落 ２４年ぶりの水準」 

 「OPEC ベネズエラは日量１３９万バレル」 

「PDVSA 財務担当役員が交代」 
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２０１８年６月１１日（月曜）             

政 治                       

「検事総長 ３回目の囚人解放を示唆」       

 

６月１１日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は政

治的な理由で投獄された囚人らが再び解放されるだろ

うと発言した。 

 

６月に入り政治的対立の緩和を目的としてマドゥロ大

統領は７９名の囚人らを解放している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.145」６月１日、２日付の記事参照）。 

 

サアブ検事総長は国営放送のインタビュー番組に出演

し、 

「３回目の解放が近日中に行われるだろう。我々は現在、

解放者のリストを精査している。 

 

政治的な理由で拘束された囚人の解放は政治にとって

も公権力にとっても良いことだと信じている。」 

 

「大統領との対話に参加したキリスト教団        

 マドゥロ大統領の人道支援に対する認識を告発」                  

 

サンフランシスコ教会のヌマ・モリナ司祭はベネズエラ

司教団体のディエゴ・パドロン猊下がマドゥロ大統領と

面談していたことを明らかにした。 

 

同時に面談時に話題にあがった人道支援についてマド

ゥロ大統領の認識を明らかにした。 

 

「マドゥロ大統領はパドロン猊下の提案に対して何一

つ否定しなかった。むしろ、国軍やボディーガードを付

けてカリータ財団（キリスト教の支援基金）が送る医薬

品を目的地まで運ぶと答えた。 

 

大統領が唯一我々に求めたことは「人道支援」という言

葉を使用しないことだった。「人道支援」という言葉を

使用することは米国の介入を意味しているからだと説

明した。 

 

この発言はマドゥロ大統領にとって「人道支援」という

言葉が、空腹に苦しむ国民よりも重要と言うことを意味

している。 

 

その後、数日間、我々はエリアス・ハウア教育相と対話

していた。彼にカリータ財団がベネズエラに向けて送っ

た貨物が届いているかを聞いたところ、彼らから到着し

たとの回答があった。しかし、到着したのは車のトラン

クに収まるような小さな箱だった。 

 

マドゥロ大統領との対話はたんなるまやかしだった。教

会の精神を尊重してもらいたい。与党も野党も教会を政

治に利用することは辞めてほしい。」 

 

「カベジョ PSUV 副党首 ８億ドル資産凍結の噂」         

 

５月１８日 米国政府はカベジョ PSUV 副党首とその

家族（妻のマルレニー・コントレラス観光相と弟のホセ・

デビッド・カベジョ徴税庁（SENIAT）長官）らに制裁

を科した。 

 

米国マイアミの記者オスカル・アサ氏は、 

「トランプ政権の関係者から入手した情報によると、こ

の制裁に関連してカベジョ副党首の資産８億ドルを凍

結した。現金ではなく不動産が主で１２の不動産が差し

押さえられた。そのうち１つはニューヨークセントラル

パークの豪華なアパートだった。」と報じた。 

 

同様にカベジョ副党首の娘であるダニエラ・カベジョ氏

について米国入国時に止められカラカスに送還された

と補足した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
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なお、カベジョ副党首はテレビ番組で、この報道につい

て言及し 

「米国が私の名誉を棄損するために偽の情報を流して

いる。彼らは私の資産を差し押さえたという証拠を何一

つ見せていない。」と自身を擁護した。 

 

また、テレビ番組には娘のダニエラ・カベジョ氏も出演

しており、彼女も米国から強制送還された事実はないと

否定した。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

“ディオスダード副党首の娘ダニエラ・カベジョ氏” 

 

経 済                        

「ファルコン AP 党首経済アドバイザー         

 大統領選の敗北についてインタビューに応じる」           

 

６月１１日 ブルームバーグはヘンリー・ファルコン発

展進歩党（AP）党首の経済アドバイザーを担っていた

フランシスコ・ロドリゲス氏（米国金融機関「トリノ・

キャピタル」のリサーチャー）にインタビューを行った。 

 

フランシスコ・ロドリゲス氏は 

「我々はアナリストである前にベネズエラ人で、国のた

めに何かしたいと考えている。 

 

私の認識は間違っていた。本心から私はヘンリー・ファ

ルコン党首が勝利することが出来ると考えていた。 

 

何を間違えていたのだろうか？ 

私は有権者に対して選挙を棄権しないよう説得できる

と考えていたが、能力を過大評価していた。ただ、ファ

ルコン党首の陣営に入ったことは後悔していない」 

と語った。 

 

選挙の敗因について 

「我々の陣営は資金が足りず、人材も不足しており、野

党連合が何年もかけて構築した組織体制も使用できな

かった。 

 

ハビエル・ベルトゥッシ牧師は我々にとって想定外の存

在だったが、最も大きな要因は野党連合による選挙の棄

権の訴えだった。私の想定よりも国民が野党連合の意見

を受け入れたことだった。」 

と答えた。 

 

今後、ロドリゲス氏はトリノ・キャピタルの首席経済リ

サーチャーに戻るようだ。 

 

「Citgo PDVSA 以外の原油供給元を探す」                  

 

ロイター通信はPDVSAの米国子会社Citgoが精製に必

要な原油の購入先を探していると報じた。 

 

１８年に入りCitgoはPDVSAからの原油供給が減って

いる。PDVSAの産油量は３３年ぶりに低い水準にあり、

Citgo に対して十分な原油を送れない理由としている。 

 

加えて Conoco Phillips によりカリブ海の施設を差し押

さえられ、輸出拠点が使用できなくなったことが事態を

更に悪化させているようだ。 
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「Tenarias y Talta ２．３億ドルの支払い求める」         

 

アルゼンチンの「Tenaris y Talta Trading Marketing」

（以下、Tenaris 社）は米国裁判所に対して、ベネズエ

ラ政府を訴えた。 

 

「Redd Latam」の報道によると、Tenaris 社が訴訟を起

こしたのは先週。アルゼンチンに本社をもつ Techint の

ブリケット工場を０８年にベネズエラ政府が接収した

ことが理由。 

 

賠償金、プラス利子、加えて訴訟で発生した支払いなど

を含めて２．３億ドルの支払いを求めている。 

 

「国会発表インフレ率 １２カ月で約２．５万％」                  

 

国会の財務常設委員会は１８年５月のインフレ率が先

月比１１０．１％だったと発表。 

 

１カ月で２倍以上値上がりしたことになる。１８年１月

～５月までの５か月間のインフレ率は１，９９５．２％。 

１７年５月～１８年５月までの１２カ月の累計インフ

レ率は２４，７５１％になったと発表した。 

 

財務委員会のグスマン氏は 

「１カ月の食事代だけでも最低賃金の２００倍が必要。

ベネズエラ国民はこの状況では生活できない。ベネズエ

ラは政府として政策を失敗するとこうなるという悪い

見本になっている。」 

 

同じく財務委員会のメンバーであるホセ・ゲラ議員は先

日、ベネズエラ中央銀行から漏洩した与党経済専門家に

よるマドゥロ大統領への提案書について、「経済コント

ロールを強化するだけで、あの政策では国は良くならな

い」との見解を示した（提案した政策の要旨は「ベネズ

エラ・トゥデイ No.148」６月１０日付の記事参照）。 

 

 

（写真）国会 “財務委員会発表の５月インフレ率” 

 

２０１８年６月１２日（火曜）             

政 治                       

「フロリダ議員釈明会見                

    援護・非難 野党内で見解が分かれる」        

 

６月１０日 国会外交委員長を務めていたルイス・フロ

リダ議員は、所属する大衆意志党の決定により突如、外

交委員長の職を解任された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.149」６月１０日付の記事参照）。 

 

現在、マスコミはこの話題でもちきりだ。本件について

は多くの与野党関係者がコメントしている。 

 

６月１２日 フロリダ議員は記者会見を開き、今回の騒

動について 

「私が外交委員長として資金を自由に使用していると

の訴えがあるが、事実ではない。外交委員会の資金は国

会議長、つまりオマール・バルボサ議長の承認を経てお

り、私が自由に使用することはあり得ない。 

この訴えの元になったのは Whatsapp の匿名の記事で

しかない。キューバ G2 など与党関係者の情報操作によ

るものだ。」と身の潔白を主張した。 

記者会見は短く質疑応答は特になかった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
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様々な意見があるが問題の根源は、６月８日に発表した

「外国に住むベネズエラ人を支援する組織」にあるよう

だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.149」６月８日付の記事

参照）。 

 

特に問題なのは責任者を決める任命プロセス。フロリダ

議員は各国にベネズエラ人の訴えを聞く責任者を置い

たと説明。この責任者の任命プロセスが大衆意志党の総

意を経ることなく、フロリダ議員、あるいは外交委員会

だけの意志で決めたことが問題と思われる。 

 

そして、各国の責任者を任命するプロセスにおいて何ら

かのお金が絡んでいると疑われている（人によっては資

金を受け取っていると断定し、非難している）。 

 

急進野党（国民勇猛同盟）のルイス・バラガン議員、リ

チャードブランコ議員の他、大衆意志党（VP）のサルバ

トーレ・ルチェセ氏、レオポルド・ロペス VP 党首の父

親であるレオポルド・ロペス・ヒル氏らが公にフロリダ

議員を非難している。 

 

一方で大衆意志党（VP）のアンドレス・メイハ議員は今

回の騒動について 

「外国に住むベネズエラ人を支援する組織について、ク

ライテリアが違っていたことが理由だった。フロリダ議

員は VP を離党するわけではない。彼の国会での働きに

は感謝している。 

外交委員長の交代は VP が分裂していることを意味し

ていない。VP には民主主義の原則がある。ゆえにクラ

イテリアに違いがある。」 

 

情報の正確性は定かではないが、一部では大衆意志党

（VP）がフロリダ議員への非難の声を上げたのはレオ

ポルド・ロペス VP 党首のコメントにあったとの報道が

流れている。 

 

 

 

レオポルド・ロペス VP 党首は現在、自宅軟禁措置を受

けており公に政治的な発言は出来ないが、VP の党員や

その他政治家とコンタクトを継続している。 

 

その中で、レオポルド・ロペス党首がフロリダ議員につ

いて「ルイスは大衆意志党や国民の合意を経ず、外国の

責任者の任命を自由に決めようとしている。」 

とコメントしたようだ。 

 

本件についてオマール・バルボサ国会議長は 

「現在のところ VP が提案している段階でフランシス

コ・スクレ議員の外交委員長就任はまだ正式に決まって

いない。来週には正式に交代するだろう。 

 

今回の失敗は彼（フロリダ議員）だけのミスではない。

今回の失敗は外交委員会全体の失敗だ。しかし、フロリ

ダ議員は外交委員長を辞任する意志を示しており、手続

きを進めることになる。 

 

フロリダ議員は善意をもって対応したことを疑ってい

ない。資金を自分のために使用したとの訴えは嘘だと確

信している。」 

と説明した。 

 

 

（写真）フロリダ議員ツイッター 

“６月１２日 釈明会見を行うルイス・フロリダ議員” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
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「カリブ海諸国とベネズエラ政府関係者が会合」           

 

６月１１日 カラボボ州バレンシア市でラファエル・ラ

カバ知事はオランダおよびオランダ領のアルーバ、ボナ

イレ、クラサオ（以下、ABC 諸島）の政府関係者と会談

を行った。 

 

マドゥロ大統領は１８年１月に国交を断絶（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.83」１月９日付の記事参照）。 

４月にはオランダのブロック外相とアイサミ副大統領

が会談し、両国の移動は出来るようになった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.121」４月７日付の記事参照）。 

 

しかし、その後も Conoco Phillips の PDVSA 資産差し

押さえなど同国はベネズエラと多くの問題を抱えてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.139」５月１８日付の記

事参照」）。 

 

ラカバ知事は米国のジョシュア・ホルツ氏の解放でも米

国とベネズエラ政府の調停役を務め、最終的にホルツ氏

は解放された。 

 

今回もカラバ知事が調停役としてオランダ、アルーバ、

ボナイレ、クラサオとの交渉に関与していると思われる。 

 

なお、オランダ政府は５月２０日の大統領選を認めない

との姿勢を示しており、マドゥロ大統領を大統領と認識

していないことになる。つまり、オランダの政府高官が

マドゥロ大統領と会談することは難しい。 

 

多くの国がマドゥロ大統領を大統領と認識しないとの

スタンスを取っており、ベネズエラ政府との交渉には調

停役が必要になる。今後もラカバ知事が調停役として活

躍する機会が増えそうだ。 

 

 

 

 

（写真）カラボボ州庁ツイッター 

“ベネズエラ、カリブ諸島会合に参加するラカバ知事” 

 

「マドゥロ大統領 近日中に閣僚交代を発表」         

 

６月１２日 マドゥロ大統領はベネズエラ社会主義統

一党（PSUV）の会合で、近日中に閣僚交代を行うと発

表した。 

 

「ベネズエラの政治経済、公共サービスの繁栄のため、

少し前から閣僚の交代の準備をしている。」 

と発言した。 

 

非公式情報によると、ホセ・ビエルマ・モラ現貿易国際

投資相が中央銀行総裁に就任するとの噂が流れている。

ビエルマ・モラ氏はタチラ州知事の前に０２年～０８年

まで徴税庁（SENIAT）長官を務めた。 

税務関係の大学院を出ており、公共財政の分野は全くの

門外漢ではない。 

 

また、ホルヘ・アレアサ外相、カルロス・オカリス運輸

相が交代すると言われている。 

 

貿易国際投資相、外相、運輸相それぞれ新閣僚が誰にな

るかなどの非公式情報は確認できていない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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「市議会議員選は１８年１２月の方向で調整」         

 

選挙管理委員会（CNE）のタニア・デアメリア役員はツ

イッターで 

「CNE は市議会議員選を今年１２月に実施する段取り

で調整している。市議会議員選は１３年１２月に実施さ

れた。つまり、全ての市議会議員は既に任期が切れてい

る。１７年中に実施しなければいけなかったが技術的な

理由で実施できていなかった。」と発表した。 

 

６月１２日 マドゥロ大統領は PSUV の若者党員らと

の会合に出席。全国市議会議員選の実施について、 

「PSUV が擁立する市議会議員候補は少なくとも５

０％を３５歳以下の若者にする。 

欧州連合、ウナスール、米国など多くの国がベネズエラ

の選挙を監視するよう求める。」と発言した。 

 

市議会議員選は全国３３５市の議員を決めるための選

挙。CNE によると２，５００人が議員として選ばれる

ことになるようだ。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV ツイッターより抜粋 

 

経 済                       

「Italcambio ら 両替１ドル１３０万ボリバル」            

 

６月８日  アイサミ副大統領は ITALCAMBIO、

ZOOM、INSULAR の３社に対して、両替商として外国

からの送金を両替することを許可すると発表した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.148」６月８日付の記事参照）。 

 

両替レートは政府が公に認める為替レートなので

DICOM の１ドル８万ボリバル前後かと思っていたが、

予想を大きく外れ並行レートに比較的近い水準で両替

するようだ。 

 

両替商に認定された ZOOM は自社のウェブサイトで

「Western Union」と連携し７２時間以内に送金を行う

と書かれている。 

 

６月１１日時点の為替レートは１ドル１，３０３，２７

０ボリバルだと書かれている（下の写真参照）。 

他方、並行レートの参考サイト「DolarToday」は１ドル

２，２５０，７２５ボリバルだった（６月１３日時点）。 

 

 

（写真）Zoom ウェブサイト 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
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「外貨準備が急落 ２４年ぶりの水準」         

 

ベネズエラ中央銀行は毎日、外貨準備の推移を公開して

いる。 

 

これまで９０～１００億ドル前後を推移していた外貨

準備だが、６月７日の９３億７，７００万ドルから約５

億ドル減り、８８億７，０００万ドルになった。 

 

財務委員会のホセ・ゲラ議員はツイッターで 

「外貨準備の急落について現在の外貨準備の水準は９

４年以来（２４年ぶり）だ。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「OPEC ベネズエラは日量１３９万バレル」              

 

６月１２日OPECは月次レポートを公開した。 

 

同レポートによると、PDVSAからの自己申告値は日量

１５３．３万バレル（前月比１．９％増、日量２，８

００バレル増）だった。 

 

他方、第三者の専門家による予測値は日量１３９．２万

バレル（同２．９％減、日量４，２００バレル減）だっ

た。 

 

＜ベネズエラの自己申告＞ 

 

 

＜第三者調べ＞ 

 

（写真）OPEC 

 

「PDVSA 財務担当役員が交代」               

 

官報４１，４１６号で PDVSA の財務担当役員の交代が

発表された。新たな財務担当役員はメディナ・フェルナ

ンデス氏。イリアナ・ルッツァ氏に代わり同職を担う。 

 

ベネズエラの経済情報サイト「BancayNegocios」による

と、メディナ新財務担当役員は１７年から「住居積立銀

行（Banavih）」の副執行役員だった。 
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イリアナ・ルッツァ氏は現経済財務相兼 PDVSA 外部役

員を務めるシモン・セルパ氏の派閥に属する人物。 

 

他方、メディナ・フェルナンデス氏は住宅相関連の経歴

から察するにマニュエル・ケベド総裁の派閥の可能性が

高い。 

 

国内外から批判が多いケベド総裁だが、PDVSA 内部で

は重要役職に自身の取り巻きを囲っている印象だ。 

 

以上 

 

 


