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（写真）ベネズエラ大統領府 プレスリリース写真 ”９月７日 制憲議会を前に経済政策を発表する大統領” 

 

２０１７年９月６日（水曜） 

 

政 治                   

  「州知事選は１０月１５日か２２日で調整中」 

「Odebrecht カベジョ議員への賄賂を否定」 

  「国会議長団 ドイツでメルケル首相と会談」 

  「国連、欧州、米国 ベネズエラ政府を非難」 

経 済                   

  「１２カ月のインフレ率 ３６６．１％」 

  「ベネズエラ頭部でガソリンが不足」 

  「JP モルガン 外貨準備の現金は４．７億ドル」 

社 会                   

「検事総長 Petrozamora 事業の汚職を発表」 

２０１７年９月７日（木曜） 

 

政 治                   

  「大統領発言 １２の重要ポイント 

～最低賃金、価格統制、外貨システムなど～」 

  「ベネズエラ司教団 法王と面談」 

  「国会議長団 英国メイ首相と会談」 

経 済                   

  「DICOM の運営に異変」 

  「米の原油輸入禁止でデフォルトは不可避」 

社 会                   

  「制憲議会 コロンビア報道局の賄賂を調査」 

  「シリア・フローレス甥の判決延期か」 
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２０１７年９月６日（水曜）             

政 治                       

「州知事選は１０月１５日か２２日で調整中」       

 

新時代党（UNT）の州知事選担当者であるビセンテ・ベ

ジョ氏は、選挙管理委員会（CNE）が１０月１５日ある

いは２２日のいずれかで選挙を実施する方向で調整し

ていると発言した。 

９月６日に CNE 内で会合が行われており、その会合で

の発言。 

 

前述の通り CNE から州知事選開催日の正式なアナウン

スはされていないが、CNE のウェブサイトに一時的に

以下画像のページが公開された。 

 

右上に「１０月１５日（15 OCT）」と書かれており、同

日に州知事選が開催されるとの報道が出回っている。 

 

また、アリストブロ・イストゥリス氏（アンソアテギの

州知事選に出馬中）も１０月１５日に州知事選が実施さ

れるつもりで準備をしていると発言している。 

 

 

（出所）選挙管理員会（CNE） 

 

 

 

「Odebrecht カベジョ議員への賄賂を否定」         

 

８月２３日にオルテガ元検事総長がブラジルでベネズ

エラ政府内部の汚職状況を暴露した。 

 

この暴露には、ディオスダード・カベジョ制憲議員（ベ

ネズエラ社会統一党（PSUV）副代表）が Odebrecht に

対して１億ドルの賄賂を要求し、親族会社（TSE Arietis）

の口座に振り込ませた。との告発も含まれている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.24」８月２３日付記事）。 

 

９月６日 Odebrecht は同社プレスリリースで、 

「オルテガ元検事総長の告発の内容を調査したが、カベ

ジョ制憲議員の親族の会社に直接または間接的にも１

億ドルを振り込んだ事実は確認できなかった。」と内容

を否定した（Odebrecht プレスリリース原文）。 

 

ディオスダード・カベジョ議員は自身の番組で、本件に

触れて自身の潔白を強調した。同時に、偽の証拠を元検

事総長に渡したのはカプリレス・ミランダ州知事とラフ

ァエル・グスマン議員だとも発言した。 

 

他、オルテガ元検事総長がメキシコで何者かに１．１億

ドルを支払った証拠を持っており、真実は近いうちに公

（おおやけ）になるだろうともコメントした。 

 

「国会議長団 ドイツでメルケル首相と会談」                 

 

フリオ・ボルヘス国会議長とフレディ・ゲバラ国会第一

副議長らは９月６日にドイツでメルケル首相と会談し

た。写真を確認する限り、メルケル首相とは座っての面

談ではなかったようだ。 

 

他、同国ウォルター・リンデ－ル外務省秘書官、フラン

ク・ハートマン・ラテンアメリカ担当官、クリストフ・

エウスジェン外相顧問とも会談した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
https://www.odebrecht.com/es/comunicacion/releases/odebrecht-contradice-a-ex-fiscal-de-venezuela


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月６日～９月７日報道            No.０３０   ２０１７年９月８日（金曜） 

3 / 8 

 

ボルヘス議長は 

「メルケル首相はベネズエラで起きている深刻な人権

侵害と人道的危機について深く懸念していると語った。

また、ベネズエラの民主主義を支持する立場に立つと約

束してくれた。」とツイッターで投稿している。 

 

ゲバラ議員もツイッターで 

「メルケル首相は野党多数の国会が正式な組織である

ことを認めてくれた。同様にマドゥロ政権が立ち上げた

制憲議会を拒絶した。国会を認めて、制憲議会を認めて

いない。」と投稿した。 

 

ドイツ外務省は同会談の後に、 

「ドイツは平和的な紛争の解決と民主主義の確立に尽

力する。そのために欧州連合としての制裁も辞さない。」

と声明を発表した。 

 

ベネズエラのアレアサ外相は 

「ベネズエラの民主主義と平和を脅かす反政府政党を

支援するドイツ政府を拒絶する。ドイツ外相が公平な発

言をすることを勧める。ベネズエラ大使館は我々の意志

を説明する用意がある。」とツイッターに投稿した。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス国会議長 ツイッターより 

 

 

 

 

「国連、欧州、米国 ベネズエラ政府を非難」             

 

オーケストラのような非難がベネズエラ政府に向けら

れている。 

 

スペインの非政府団体マドリッド・ベネズエラ民主主義

プラットフォーム（PDVM）はオランダのハーグにある

国連国際司法裁判所に、マドゥロ政権の人権侵害の訴え

を提出した。 

 

コロンビアのサントス大統領は 

「残念なことにベネズエラはすでに民主主義が破壊さ

れ、独裁政権下にある。ベネズエラ人および南米地域に

とっては悲しいことだ。」とインタビューでコメントし

た。 

 

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、メキシコの

テレビ番組のインタビューに対して、 

「ベネズエラに人権が尊重された民主主義が必要だと

信じている。」とコメントした。 

 

欧州議会のアントニオ・タハニ議長は、ツイッターで 

「我々のベネズエラに関する立場はリマ宣言をした各

国と同様だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.17」８月８日

付記事）。私は欧州議会の代表として EU ラテンアメリ

カ議会にも EU-CELAC 会合にも出席しない。」とコメ

ントした。 

 

ニッキー・ハーレイ米国国連大使は 

９月１１日の国連人権理事会でアレアサ外相が演説を

することについて、国連を馬鹿にしていると非難した。 

 

最後に米国国務省のラテンアメリカ担当官は 

「我々の政策の目的は、ベネズエラ政府を倒すことでは

なく、姿勢を変えさせることにある。米国は平和的な解

決手段を求めている。」とコメントした。 
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経 済                       

「２０１７年のインフレ率 ３６６．１％」          

 

９月６日 国会は８月の月間インフレ率が３３．７％で、

２０１７年１月～８月までの累積インフレ率は３６６．

１％になったことを発表した。 

 

２０１６年１２月末に１００円で購入できた商品が、８

カ月後には４６６円になっていることを意味する。 

 

ラファエル・グスマン議員はこのままだと２０１７年の

年間インフレ率は１，０００％を超えると物価の高まり

に警鐘を鳴らした。 

 

 

 

「ベネズエラ東部でガソリンが不足」         

 

ラテンアメリカ議会のベネズエラ代表議員アンゲル・メ

ディナ議員は、ベネズエラの東部地域が深刻なガソリン

不足に陥っており、規則に定められたガソリン供給サー

ビスが提供されていないと非難した。 

 

「ボリバル州だけではなく東部全体でガソリンが不足

している。少なくともこの４、５日の間、燃料の配給を 

 

受けていない。ガソリンを販売できるスタンドが減って

いるため、ガソリンスタンドには長蛇の列が出来ている。 

 

更に問題を深刻化させているのは、政府がこの状況で配

給の見通しや配給が遅れている理由を明らかにしない

ことだ。」と行政の対応を非難した。 

 

「JP モルガン 外貨準備の現金は４．７億ドル」             

 

ＪＰモルガンはベネズエラ中銀の外貨準備の減少を懸

念するレポートを公開した。 

 

ベネズエラ中央銀行が公開した２０１７年６月末時点

のバランスシートによると、流動性の高い現金が７億ド

ルしかないと書かれている。２０１７年６月末の外貨準

備高が１００．３億ドルあったことを考えると、ここ数

年で最も外貨準備が少なかった８月２９日の９８．４億

ドルの日には、中央銀行は現金を４．７億ドルしか保有

していなかったことになる。 

 

 

 

表：　国会発表の消費者物価指数

（単位：％、物価指数は参考値）

１月 ２月 ３月 ４月

物価指数 118.6 142.4 165.5 192.8

先月比 18.6 20.1 16.2 16.5

累積インフレ率 18.6 42.4 65.5 92.8

５月 ６月 ７月 ８月

物価指数 227.8 276.6 348.6 466.1

先月比 18.26 21.4 26 33.7

累積インフレ率 127.8 176 248.6 366.1

（出所）国会発表をベースにベネインベストメント作成

２０１７年

２０１７年

表：　ベネズエラ中央銀行外貨準備高内訳推定値
　　　　（2016年12月末～2017年6月末）

（単位：100万ドル）
2016
12月 1月 2月 3月

現金・有価証券 1,387 1,079 865 899
GOLD 7,727 7,709 7,691 7,636
SDR 420 423 421 424
IMFリザーブ 790 796 795 799
その他 667 667 667 667
合計 10,991 10,674 10,439 10,425

2016
12月 4月 5月 6月

現金・有価証券 1,387 673 1,175 699
GOLD 7,727 7,593 7,512 7,487
SDR 420 427 428 431
IMFリザーブ 790 806 812 817
その他 667 667 667 597
合計 10,991 10,166 10,594 10,032
（出所）ベネズエラ中銀　バランスシートより作成

項目
2017

項目
2017
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社 会                       

「検事総長 Petrozamora 事業の汚職を発表」          

 

サアブ検事総長は PDVSA とガスプロムバンクとの合

弁会社 Petrozamora 社の原油の横流しの罪で８人の幹

部職を逮捕したと発表した。他、１名が逃亡している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.29」９月５日付記事）。 

 

オペレーションは９月４日（月曜）～５日（火曜）にか

けてスリア州で実行された。 

 

サアブ検事総長は、 

「Petrozamora 社の幹部職が結託しカリブ海の国に原

油を横流ししていた。この行為はルイサ元検事総長が検

事総長を務めていた頃から常習的に行われており、過去

に調査が開始されたが、途中で停止している。 

 

オルテガ元検事総長が問題をタンスの引き出しにしま

ったと考えている。」とオルテガ元検事総長の職務を非

難した。 

 

２０１７年９月７日（金曜）             

政 治                       

「大統領発言 １２の重要ポイント           

 ～最低賃金、価格統制、外貨システム、燃料販売～」        

 

９月７日 マドゥロ大統領は制憲議会にて演説を行っ

た。要旨は以下の通り。 

 

1. ９月から最低賃金は４０％改定する。 

2. 同様に食料チケットを２１租税単位に増やす。 

3. 実質的な月額給与は３２万５，５４４ボリバルにな

る（最低賃金１３万６，５４４ボリバル、食料チケ

ット１８．９万ボリバル）。 

 

 

4. ３００万世帯に就学用に２５万ボリバルの特別補

助金を供与する。 

5. ５０種類の財・サービスの価格統制法案を制憲議会

に提出する。 

6. DICOM の両替システムを全国で利用可能にする

（これまで DICOM は原則、国境付近の両替商でし

か利用できなかった）。 

7. PDVSA の生産拡大を求める。 

8. 来週、ガソリンの輸出について新たな発表をする

（演説の流れから想像するに、コロンビア国境での

ガソリン取引を想定している様子）。 

9. 新しい徴税の仕組みでの鉱物産業開発法を提案。 

10. 来週から DICOM により通貨バスケットの支払い

の仕組みを開始する。 

11. 他国との取引は人民元、ルーブル、ルピア、円、ユ

ーロなどドル以外の通貨を用いる。 

12. 制憲議会を認めない知事は解任されるだろう。 

13. ボルヘス議長は欧州を回り国民へ外貨が渡らない

よう工作している犯罪者。裁かれなければならない。 

 

いくつか重要なアナウンスがあったが、現時点で詳細は

分かっていない。特に外国との決済スキームについては

米国の制裁措置を受けて、米ドル離れを進めるような方

針のようだ。詳細は来週より明らかになっていくことだ

ろう。 

 

 

（出所）大統領府 プレスリリース 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
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「ベネズエラ司教団 法王と面談」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.28」９月１日付記事で法王

がコロンビアを訪問する記事を書いた。 

 

その際、バチカン・スポークスマンよりベネズエラ司教

らとの会談は予定されていないとのことだったが、９月

７日（木曜）にベネズエラの司教団がボゴタでフランシ

スコ法王と面談することになった。 

 

法王はコロンビアに到着する前に、ベネズエラの状況に

ついて対話と国の安定を求めるとコメントしていた。 

 

ベネズエラのウロサ大司教は法王との面談後に会見を

開き 

 

「法王はベネズエラの３桁を超えるインフレや食料品、

医薬品の不足について深く悲しんでいる。ゴミを食べる

人や医薬品がないため亡くなる人がいる。 

 

政治についても意見交換をした。法王はベネズエラの状

況については十分理解している。ベネズエラの状況を解

決するために何ができるか話し合いたかったから会談

を申し入れた。」 

とコメントした。 

 

その後、コロンビア現地紙 EL TIEMPO のインタビュ

ーに対して、法王は平和な統治を望んでおり、マドゥロ

政権は国会を尊重し、制憲議会を継続しないことを望ん

でいるとコメントした。 

 

加えて、ベネズエラのウロサ大司教は 

「マドゥロ政権は国会を解散させた独裁政権で、公権力

が分立していない。制憲議会は国民の意志を無視した組

織で完全に虚偽の違憲組織である。」と強く政府を非難

した。 

 

一方で、法王は同日、コロンビア司教に対して、政治家

として振舞うのはやめて、対話の促進者になるよう求め

ていた。 

 

もし本当に法王がマドゥロ政権に制憲議会を停止する

ことを望むと発言していたとすれば、政治家として振舞

っていることになるだろう。 

 

フランシスコ法王の発言に矛盾があるか、あるいはウロ

サ大司教のフィルターを通して解釈が変えられたのか

のいずれかということになるだろう。 

 

なお、ウロサ大司教は８月２９日に７５歳になったため

協会の規定に従い辞職の意向を法王に提出した。 

 

「国会議長団 英国メイ首相と会談」              

 

欧州会談の最終日を迎え、ボルヘス国会議長は英国でテ

レサ・メイ首相、英国議会らと面談した（英国の訪問に

フレディ・ゲバラ国会第一副議長は同伴しなかった様

子）。 

 

ボルヘス議長は自身のツイッターで 

「メイ首相から歓迎を受けた。彼女からベネズエラの民

主主義と人権擁護への支援の意向を受けた。」と投稿し

た。 

 

他、取材に対して、 

「メイ首相から国会の存在を認めてもらい、英国議会か

らもベネズエラ国会がベネズエラの正式な議会である

ことに１００％の保証をもらった。 

 

我々はベネズエラ政府の包囲網を形成することに成功

した。英国が我々の協力者となってくれることが確認で

きた。」と英国訪問の成果を強調した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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（写真）フリオ・ボルヘス議長 ツイッターより 

 

経 済                       

「DICOM の運営に異変」                

 

９月に入り DICOM の運営に異常がみられる。第１５

回 DICOM は本来であれば９月５日（火曜）に外貨が口

座に着金するはずだったが、７日（木曜）の時点で多く

の落札者から外貨が着金していないとクレームの声が

出ている。 

 

DICOM は自身のツイッターで DICOM１５回目の落

札者に対して「決済作業を終了した。」とアナウンスが

あったようだが、実際は着金していなかった。 

 

加えて、DICOM はこれまで毎週１回、行われていたが

今週は第１６回目 DICOM のアナウンスがなかった。 

 

DICOM 運営の異変について外貨不足を指摘する声が

多い。 

 

加えて、本日マドゥロ大統領が米ドルでの決済システム

を変更するような発言をしており、早ければ来週にでも

システムが変更されるような発表もしている。 

 

 

 

こういった発言で DICOM を停止させる理由を作って

いるとも考えられるが、制度変更の絡みで運営に異常を

きたしている可能性もある。 

 

第１５回 DICOM の結果は「ベネズエラ・トゥデイ

No.28」９月１日付記事を参照されたい。 

 

「米の原油輸入禁止でデフォルトは不可避」         

 

９月７日 ベネズエラの著名な経済学者ルイス・オリベ

ロス氏は仮に米国がベネズエラの原油の輸入を停止し

た場合、ベネズエラは債務不履行に陥るだろうとの見解

を示した。 

 

オリベロス氏は民放のテレビ番組に出演し 

「米国が将来的に原油の輸入禁止措置を発表すること

を予見している。制裁が科された場合、ベネズエラの

キャッシュフローに重大な影響を与えるため、極めて

深刻な状況に陥る。もちろん制裁が発動しないことを

望む。 

 

仮に米国が原油の輸入を禁止した場合、ベネズエラは

米国以外の売り先を探さなければいけない。間違いな

く３つの候補地が挙げられるだろう。中国、インド、

ロシアだ。すでに中国へは日量５０万バレル、インド

には４０万バレルが輸出されている。 

 

ただし、ベネズエラは米国向けに輸出し続けることが

望ましい。なぜなら中国やインドに輸出するには輸送

費がかかるため、PDVSAの利益が減るからだ。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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社 会                       

「制憲議会 コロンビア報道局の賄賂を調査」          

 

コロンビアのテレビ局記者であるクラウディア・カノ氏

が警察諜報部（SEBIN）ダイレクターからコメントを引

き出すため金銭を支払ったとの報道が流れている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.29」９月５日付記事）。 

 

本件についてコロンビアの報道局（チャンネル１）は、

テレスールが証拠として流した音声はクラウディア・カ

ノ本人とは別の声であり、偽物であると発表した。また、

今回のテレスールの放送によりカノ氏のイメージが損

なわれ、脅迫など生命の危機に襲われている。とテレス

ールを非難した。 

 

本件に関してイサイアス・ロドリゲス制憲議会第二副議

長は、制憲議会の真実委員会において、テレスール報道

の事実を調査すると発表した。 

 

「シリア・フローレスの甥 判決延期か」        

 

マドゥロ大統領の妻シリア・フローレスの甥（カンポ・

フローレス氏、フランシス・フォローレス・デ・フレイ

タス氏の２名）が麻薬密売の罪で米国にて裁判にかけら

れている。 

 

米国で現地紙エル・ナシオナル紙のコレスポンサルを務

めるマイボート・ペティ氏によると、同裁判の判決は９

月１３日に下される予定だったが、弁護士が判決を延期

するように申請したとのこと。 

 

現段階では申請を受けて延期されるかどうかは判明し

ていない。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b277cab3026cf3c170791e36a60673b1.pdf

