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（写真）ケベド総裁 “サウジアラビア石油相と会談、OPEC は１９年の原油供給について減産方向で調整” 

 

 

２０１８年１１月９日（金曜） 

 

政 治                     

「サパテロ元西首相の決議 

反対票を投じた議員４３名のリストが漏れる」 

「ハウア元教育相 政府非難の報道を否定」 

経 済                     

「PDVSA 契約相手先との契約打ち切りを通知」 

「IMF ベネズエラ中銀に統計情報の公開迫る」 

「大規模送金税１％から２％に増額」 

「Smurfit Kappa 関係会社役員メンバーを交代」 

「原油価格１バレル６４．９５ドル」 

「５８回目 DICOM １ドル BsS.６５．２２」 

18 年 11 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「軍部専門ジャーナリスト 

クーデター計画者オスワルド・ガルシア氏非難」 

「国会議員 国会の機能不全を認識する」 

「アレアサ外相 コロンビアの国交停止を非難」 

経 済                    

「ケベド PDVSA 総裁 増産意欲を示す 

～原油産業専門家 増産には５年かかる～」 

「Torino Capital 並行レートの続伸を警戒」 

「政府 医療供給システムを新設」 

「Corpoelec 技術者減で電力メンテナンス困難」 
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２０１８年１１月９日（金曜）             

政 治                       

「サパテロ元西首相の決議                 

 反対票を投じた議員４３名のリストが漏れる」       

 

１１月６日 国会でロドリゲス・サパテロ元西首相を

「ペルソナ・ノン・グラタにするべきかどうか」議論を

実施。その結果、賛成５３票、反対４３票、棄権１票で

同決議は承認された（「ベネズエラ・トゥデイ No.212」

１１月６日付の記事参照）。 

 

急進野党の議員らは、この決議に反対票を投じた野党議

員らに対して、「政府の協力者」「恥じるべきだ」と非難

を強めている。 

 

どこが情報源かは不明だが、同決議で反対票を投じた

（サパテロ元西首相のペルソナ・ノン・グラタ認定に否

定的）議員ら４３名のリストがメディアに露出している。 

 

露出したリストによると、反対票を投じたほとんどはマ

ニュエル・ロサレス党首が率いる新時代党（UNT）、ラ

モス・アジュップ幹事長が率いる行動民主党（AD）、ヘ

ンリー・ファルコン党首が率いる発展進歩党（AP）に所

属する議員だった。 

元大衆意志党（VP）のルイス・フロリダ議員も反対票を

投じていたようだ。 

 

同リストの公表をもって急進派が政府に協力的と非難

する人物が国民の目にさらされた格好になる。 

 

０３～０４年、チャベス政権下で大統領解任に署名した

人物のリストがインターネットに公表されたことがあ

る。このリストに掲載された人物は、その後パスポート

の発行や行政手続きで様々な嫌がらせを受けたと言わ

れている。 

 

投票の匿名性が否定され、ベネズエラの選挙システムに

大きな疑問が呈された事件として、ベネズエラで知らな

い人はいない。 

 

この時に公開されたリストのことは、公開した人物の名

前（ルイス・タスコン議員）にちなみ「タスコン・リス

ト」と呼ばれている。 

 

反対票を投じたルイス・フロリダ議員は、今回のリスト

の公開について「急進野党がタスコン・リストを作成し、

広報した。」と非難。 

 

急進野党系の政治家らがフロリダ議員の非難を更に非

難する事態に陥っている。 

 

「ハウア元教育相 政府非難の報道を否定」         

 

９月４日 エリアス・ハウア教育相（当時）は同役職を

解任された。 

 

ハウア元教育相はベネズエラ政府の重要閣僚として中

枢を担ってきた人物。 

 

チャベス政権時代には国会議員、土地・農業相、副大統

領などを経験し、マドゥロ政権下でも外相やコミューン

相など閣僚として政権中枢に留まっていた。 

 

現在、ハウア元教育相はとうもろこしの飼育をするコミ

ューン団体を率いているようで、急に政府中枢から日陰

に追いやられた格好になっている。 

 

噂では７月に始まった与党の全国党大会の方針を巡り

ハウア元教育相とマドゥロ大統領との間で対立があっ

たとされている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
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同党大会ではマドゥロ大統領が与党 PSUV の党首に、

カベジョ制憲議長が副党首に再任した。 

この代表決定プロセスについてハウア元教育相は多数

決での党首決定を提案していたとされている。 

 

教育相を解任されて約２カ月が経過した１１月８日 

ハウア元教育相は「チャベス元大統領が残してくれた功

績を守ろう。国の資産を売却するようなことは許さな

い。」と発言。 

政府への明確な非難ではないものの、前段の背景もあり

一部メディアではハウア元教育相が政府を離反しそう

だ、と報じられた。 

 

１１月９日 ハウア元教育相は自身のツイッターでこ

の報道を否定している。 

 

この経済情勢下で政府内部でも様々な衝突があること

と想像するが、政府内部の不和は中々見えにくい。 

ラミレス元国連大使、オルテガ元検事総長、ロドリゲス・

トーレス元内務司法相らはマドゥロ政権に反旗を翻し

たものの、現在の厳しい経済情勢の割には政府内部の不

和は見えにくい。 

与党の元重要閣僚が政府批判をした場合、国内にはいら

れないと思われ、外国に制裁されていれば国外にも出る

ことはできない。仮に与党から放り出されれば、野党支

持者からは敵視され、行き場所を失うという事情がある

と想像される。 

 

（写真）エリアス・ハウア元教育相ツイッター 

 

経 済                        

「PDVSA 契約相手先との契約打ち切りを通知」           

 

PDVSA はスリア州のウルダネタ湖の原油を開発してい

る「Southern Procurement Services（SPS）」に対して、

契約事項１４．１．２の不履行を理由に契約の停止を通

知した。 

 

この「契約事項１４．１．２」がどのような何で、具体

的に何があったのかは確認できていない。 

 

現地メディア「Venepress」によると、SPS 社との契約

は１７年５月から始まった。 

PDVSA は SPS について 

「SPS の事業開始により、同区で最新技術が導入され日

量２，０００バレルが産油された。SPS は６７５％増産

することに成功した。」 

と同社の功績をたたえていた。 

 

なお、１７年５月というとマニュエル・ケベド氏が総裁

に就任する以前のことになる。 

 

SPS 社は６年ほど前にベネズエラ人オーナーが英国で

登記した会社で、石油業界ではほとんど知られていない

会社。しかし、PDVSA の鉱井１，５００本の建設事業

を落札していた。 

 

なお、ベネズエラ国防省傘下の資源サービス会社

「Caminpeg」と SPS は関係が強いとされている。 

 

今回の SPS 契約停止は、汚職や権力闘争などが理由で

はないかと考えられている。 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月９日～１１月１１日報道          No.２１４   ２０１８年１１月１２日（月曜） 

4 / 8 

 

「IMF ベネズエラ中銀に統計情報の公開迫る」         

 

経済情報会社「Ecoanalitica」によると、国際通貨基金

（IMF）はベネズエラ中央銀行に対して、「１１月３０

日までに経済統計情報を提供しない場合は制裁を科す

可能性がある」と統計の提出を迫った。 

 

「Ecoanalitica」は考えられる制裁として、ベネズエラの

IMF 加盟資格はく奪を挙げた。 

 

IMF の議決権は出資額に応じて決められる。 

 

米国と日本の割合は多く、政治的なスタンスを含めてベ

ネズエラの IMF 加盟資格はく奪は十分に考えられそう

だ。 

 

「大規模送金税１％から２％に増税」                  

 

１１月８日付の官報４１，５２０号で、大規模送金税の

税率改定を発表。１１月１９日から税率は１％から２％

に引き上げられる。 

 

大規模送金税とは一定金額の送金に対して科す税金。 

 

８月２２日 ベネズエラ政府はこれまで０．７５％だっ

た大規模送金税を１％、金融セクターについては２％に

引き上げた。 

 

今回の改定により、金融セクターに限らず２％の税率が

適用されることになる。 

 

日本であれば選挙の影響を懸念し、税率の引き上げには

何年もかかるが、ベネズエラの場合は政府関係者が決め

た数日後には政令が発行され、国民の意志を確認する気

配はない。こういった違いが民主主義との違いなのだろ

うか。 

 

「Smurfit Kappa 関係会社役員メンバー交代」                  

 

労働省は８月に政府が工場を占拠した段ボールメーカ

ー「Smurfit Kappa」（正式名称は「Smurfit Kappa Carton 

de Venezuela SA」）について、同社がベネズエラに登記

している子会社（「CORRUGADO Latina」「Smurfit 

Kappa, Refrestadora dos Refordos CA」「Colombates CA」

「CORRUGADO Suramericana CA」）らも含めて役員

を交代させた。 

 

「Smurfit Kappa Carton de Venezuela SA」の役員は５

名。官報によると、そのうち３名は労働者の代表。残り

の２名は労働省の幹部。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.209」で紹介した通り、労

働省の幹部として Hugo Cabeza 氏が社長に就任した。

今回決定した役員の任期は１年間。 

 

ま た 、「 CORRUGADO Latina 」「 Smurfit Kappa, 

Refrestadora dos Refordos CA」「COLOMBATES CA」

「CORRUGADO Suramericana CA」も役員５名が交代。

３名は同社労働者、２名は労働省の関係者が役員に就任

した。 

 

これらの子会社についても Hugo Cabeza 氏が社長に就

任した。 

 

「原油価格１バレル６４．９５ドル」                  

 

１８年１１月５日～１１月９日のベネズエラ産原油の

平均価格は米ドル建てで６４．９５ドル／バレル。 

 

先々週が７０．０３ドル、先週が６８．５５ドルだった

ので徐々に下落していることが分かる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
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なお、WTI、Brent なども同様に下落しており、原油価

格の下落は国際的な傾向と言える。 

 

 

 

「５８回目 DICOM １ドル BsS.６５．２２」                  

 

１１月９日に５８回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６５．２２。 

前回の１ドル BsS６５．１から少しボリバル安になった

ことになる。 

 

外貨供給額は合計で１，２８１万６，５３９．６５ドル。 

 

前回の約６００万ドルから２倍に増えた。また、１８年

に行われてきた DICOM の中で最も外貨供給量が多か

った。 

 

今回の DICOM は個人向けの割り当てが多かった。 

６，３４４名に対して７３４万６，５６４ドル。 

 

 

 

また、法人は２３９社が５４６万９，９７５．６５ドル

の割り当てをうけた。 

 

なお、ドル建て、ユーロ建ての内訳は計算できていない

が、リストを見た限りでは法人・個人ともにほとんどが

ユーロ建てでの割り当てだった。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、ハムの製造販売を

行う「Industria Productora de Alimentos Improca」で２

６万ユーロ（約３０万ドル）。 

使用用途は原材料輸入。 

 

次いで、「Viki 2020」が１３．５万ユーロ（約１５万ド

ル）の外貨供給を受けた。業種は不明。完成品の輸入が

目的。 

 

３番目は「One Republic」で１３万ユーロの外貨供給を

受けた。こちらも業種は不明。完成品の輸入が目的。 

 

２０１８年１１月１０日～１１日（土曜・日曜）             

政 治                       

「軍部専門ジャーナリスト               

 クーデター計画者オスワルド・ガルシア氏非難」        

 

オスワルド・ガルシア元大佐は、マドゥロ政権へのクー

デターを計画しコロンビアに潜伏しているグループの

首謀者としてベネズエラ政府の攻撃の的になっている。 

 

今年５月に起きたクーデター未遂事件にはオスワルド・

ガルシア氏が深く関与したとされる（「ウィークリーレ

ポート No.53」参照）。 

 

また、８月のドローン襲撃事件にもガルシア氏が関与し

たとベネズエラ政府は非難している（ガルシア氏は８月

のクーデターについては関与を否定しており、関与が示

されるような客観的な報道も確認できていない）。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月９日～１１月１１日報道          No.２１４   ２０１８年１１月１２日（月曜） 

6 / 8 

 

このオスワルド・ガルシア氏について、軍部専門ジャー

ナリストのセバスティアナ・バラエス氏は自身のツイッ

ターで 

「私は今からする告発をしたくなかったので、ガルシア

元大佐について沈黙を守ってきたが、彼の悪意のある罠

は度を越している。」 

 

「彼はビデオメッセージを流し、現状に不満を持ってい

る軍人を新規採用している。」 

 

「ガルシア元大佐は、虚言癖がある。彼はボゴタに住ん

でいたが、億万長者のような生活をしていた。そこで何

人もの軍人を出入りさせている。」 

 

「ガルシア元大佐は、家族が政府に追跡されていると言

っているが、それは嘘だ。彼の家族はカナダにいる。誰

からの資金で生活しているのかは知らない。」 

 

「ガルシア元大佐は、米国への亡命申請をするために、

エミー・ダコスタ隊長が拷問を受けたように見せかけた

写真を公開した。」とガルシア元大佐を非難した。 

 

セバスティアナ・バラエス氏は与党系の軍部専門ジャー

ナリストではない。真実を追求するジャーナリスト魂な

のかは分からないが、このような投稿をするのは筆者と

しては意外に感じる。 

 

「国会議員 国会の機能不全を認識する」           

 

１１月６日に国会が行ったサパテロ元西首相の決議に

ついては国会内で引き続き尾を引いている。 

 

急進野党は反対票を投じた UNT、AD、AP 議員らを非

難しているが、賛成票を投じた急進野党ではない野党議

員らがどのようなスタンスを取るのかが野党の今後を

大きく左右する。 

 

急進野党には属さない野党議員とは、第一正義党（PJ）、

大衆意志党（VP）、La Causa R などだ。 

 

１１月１１日 「La Causa R」のアメリコ・デ・グラシ

ア議員は記者から国会の現状について質問されると、 

 

「国会の運営は非効率で、望んだ状況にはない。 

野党はリーダーを統一しなかった。 

これが無責任な行動を助長し、現在のような分断を生ん

でしまった。野党の分断は国の状況改善を許さなくなっ

た。各人が勝手に行動し、相手の蛇口を止め、制裁を求

め、その制裁を拒否する。極めて悲しいことだ。 

 

相互の理解と信頼がない状況では発展は無い。 

政府は悪いが、我々にも反省しなければいけない点があ

る。野党連合の代表を決めなかったのは大きな誤りだっ

た。」 

との見解を示した。 

 

「アレアサ外相 コロンビアの国交停止を非難」         

 

先週、ベネズエラ国軍はコロンビアのゲリラ組織「国民

解放軍（ELN）」のグループらと衝突し、軍人３名が死

亡した。 

 

ベネズエラ国軍は ELN の幹部らを含む９名を拘束した

と発表。この発表を受けてコロンビア政府はベネズエラ

政府に対して、法的な処理で協力する意志があると表明

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.212」１１月５日

付の記事参照）。 

 

１１月１１日 アレアサ外相は亡くなった軍人３名の

告別式に参列。 

 

そこで、コロンビア政府がベネズエラ政府との意思疎通

を拒んでいると非難した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
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２日ほど前、パドリーノ・ロペス国防相が「コロンビア

と今回の事件の情報共有をすることができない」と発言

していた。 

 

アレアサ外相は 

「コロンビアは我が国政府とのコミュニケーションを

絶っている。私はコロンビアのトゥルヒージョ外相と連

絡を取る手段がない。 

 

経済、社会、文化状況が厳しい中で両国の外相が連絡を

取れないことは無責任だ。」 

と発言した。 

 

経 済                        

「ケベド PDVSA 総裁 増産意欲を示す         

  ～原油産業専門家 増産には５年かかる～」            

 

１１月１１日 マニュエル・ケベド PDVSA 総裁（石油

相）は、サウジアラビアの Khalid al Falih 石油相と会談。 

原油市場の安定方法と１９年の世界経済情勢について

協議した。 

 

翌１２日 Khalid al Falih 石油相は 

「OPEC 加盟国、非加盟国は２０１９年の原油市場を安

定させるため来年中に１００万バレルを減産すること

で合意した」と発表した。 

 

ここ数週間、原油価格は下落の一途をたどっていたが、

価格が回復する可能性が高まったと言える。 

 

他方、ケベド総裁はベネズエラの増産意欲を示している。

元々、ベネズエラは OPEC での合意水準以上に減産を

しており、増産をしても合意水準は達成できる状況にあ

る。 

 

 

 

ケベド総裁はアブダビで記者らに対して、 

「ベネズエラは現在、日量１５０万バレルを産出してい

る（ベネズエラ政府の自己申告値）。この数字は近いう

ちに１００万バレル増えることだろう。」 

とコメントした。 

 

他方、現地紙「Panorama」は石油分野の専門家のコメン

トを掲載。 

 

専門家曰く、 

「増産の試みはかなり難しい。増産のためには３つの要

素が不可欠。１つ目は適切な事業計画。２つ目は停止し

ている鉱井の再開。３つ目は投資だ。 

 

結果がみえるまでには１年～５年ほどの期間が必要。 

それも資金と人材がいればの話だ。スリア州マラカイボ

湖の鉱井については７０％が稼働を停止していると理

解している。」 

とコメントした。 

 

「Torino Capital 並行レートの続伸を警戒」         

 

投資銀行「Torino Capital」のフランシスコ・ロドリゲ

ス氏は現地紙「El Universal」の取材に応じ、１８年末に

は並行レートが１ドル BsS.１，０００を超えると予想

した。 

 

「我々の分析によると、年末には並行レートは１ドル

BsS.１，２６５になると考えている。これは現在のハイ

パーインフレーションと経済情勢を踏まえたものだ。 

 

我々は数カ月、少なくとも年末までは現在のハイパーイ

ンフレーションが続くと理解している。これは物価が毎

月３倍になることを意味する。 
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ベネズエラのハイパーインフレーションと並行レート

急騰の理由は同じ。政府による無秩序な通貨発行による

ものだ。 

 

また、カナダの金開発会社「Crystallex」による PDVSA

の米国子会社「Citgo」の差し押さえについて、PDVSA

は Citgo を失う可能性があると言及した。 

 

「政府 医療供給システムを新設」            

 

１１月７日付の官報４１，５１９号にて保健省は 

「Sistema de Gestión y Distribución de Medicamentos e 

Insumos Médicos Simón Bolívar (SIBO)」（シモンボリ

バル医療物資・医薬品供給実施システム）の設立を発表

した。 

 

国立病院の医療資材・医薬品不足に対応するシステムと

されるが、どのような形式で運営されるのかは不明。 

今後、政府から何らかの説明がされることだろう。 

 

「Corpoelec 技術者減で電力メンテナンス困難」              

 

ベネズエラでは全国的に停電が頻発しているが、停電は

今後更に悪化する見通しだ。 

 

「国営電力公社（Corpoelec）」の技術者は、問題の頻発

によって残業が増えている。他方、給料は低く、給料に

見合った業務になっていないという。 

 

この状況に嫌気がさし、技術者が Corpoelec から退職し、

より少ない人員で停電をメンテナンスしなければいけ

ないという悪循環に陥っている。 

 

Corpoelec の労働者らは待遇の改善を求めて、抗議行動

を実施。 

 

 

労働組合の代表は、 

「これまでに２万人の技術者が辞職していった。 

 

これまで労働条件の改善を求めてエドゥアルド・ピニャ

テ労働相と交渉をしていたが、得られたものは多くない。 

 

また、８月２０日の通貨単位切り下げ後に再度、交渉し

ようという話になり、進展がないまま現在に至っている。 

 

我々の給料は BsS.１，８００だが、８月時点で食費は

BsS.１２，２１１もかかっている。」 

と現状を訴えた。 

 

今週は１１月１２日（月曜）カラカス地下鉄、１３日（火

曜）に高等教育省、１４日（水曜）国立大学病院で賃金

改定を求めて抗議行動が行われる予定だ。 

 

以上 


