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（写真）大統領府 “全国党大会に出席するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年７月２７日（金曜） 

 

政 治                     

 「CLAP 代表 野党記者を名誉棄損で訴え」 

「OAS 事務局長 ベネズエラとの取引に警鐘」 

経 済                     

「商品価格 ８月１日から新通貨価格も併記」 

 「ペキベン役員が一斉交代」 

 「２４回目 DICOM １ドル１７．３万ボリバル」 

「原油価格 １バレル６７．９６ドル」 

社 会                     

 「落第の腹いせに大学を放火」 

２０１８年７月２８日（土曜） 

 

政 治                    

 「全国党大会始まる  

～為替制度、ガソリン、給料が主要テーマ～」 

 「複数の元政府閣僚が現政権を批判 

～マドゥロ大統領 批判に警告～」 

経 済                    

 「確認原油埋蔵量が１３．３億バレル増加」 

 「生活必需品の価格統制協議は暗礁乗り上げ」 

 「銀行団体 ８月２０日の通貨切り下げは不可能」 
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２０１８年７月２７日（金曜）             

政 治                       

「CLAP 代表 野党記者を名誉棄損で訴え」       

 

祖国カード保有者に対して安価な生活物資を販売する

CLAP の代表を務めているフレディ・ベルナル氏は、野

党系記者セナスティアン・バラエス氏の記事について、

名誉棄損で法的措置を取ると発表した。 

 

問題の記事はタチラ州で起きた事件。 

 

フレディ・ベルナル氏は CLAP 代表の役職以外にタチ

ラ州の国民保護官も兼務している。 

ベルナル氏は国民保護官として、汚職撲滅のためにタチ

ラ州の自動車販売代理店２３店舗を査察。 

 

不正取引があったとして関係者３２名を逮捕、自動車４

９０台を押収した。 

 

 

問題は押収した自動車の使い方だった。 

ベルナル氏は押収した自動車は検察庁が対応を検討す

ると発表していた。 

 

そして、1 週間前、シボレーの自動車が事故を起こし５

名の若者が死亡した。 

 

事故を起こした自動車は代理店から差し押さえたもの

で、彼らがこの自動車を使用していた経緯は、ベルナル

氏のボディーガードを務める人物が自動車をレンタル

することで支払いを受け取っていたと報じられている。 

 

ベルナル氏はこの報道を虚偽の記事であると主張。自身

とボディーガード、汚職撲滅を進めるグループに対する

名誉棄損であるとして裁判所に提訴する意志を示した。 

 

「OAS 事務局長 ベネズエラとの取引に警鐘」         

 

７月２７日 米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は

パナマの企業役員団体とパナマ外相が参加する夕食会

に出席し、会食の参加者に対してベネズエラ政府との取

引に注意するよう警鐘を鳴らした。 

 

「ベネズエラ政府は犯罪組織に強く関わっている。大統

領夫人の親族は麻薬密売で逮捕され、組織的な犯罪行為

が行われている。 

 

また、マドゥロ政権は１４年から「対話」を利用して政

権存続を引き延ばしており、抑圧を通じて現状維持を図

っている。 

 

国民の生活は悲惨な状況で拷問が行われており、政治犯

がいる。」とコメントした。 

 

ベネズエラ政府との取引をやめるようにとの発言は無

かったが、自粛するよう促したと言えるだろう。 

２０１８年７月２９日（日曜） 

 

政 治                     

 「全国党大会 ８月末まで開催期間を延長」 

「野党連合 MUD 分断の理由をコメント」 

経 済                    

「交通部門国政調査 ８月３日～５日に実施」 

「祖国カード保有者はガソリン購入を補助？」 

社 会                    

 「ロペス党首妻 Divina de Pastora を訪問」 
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経 済                        

「商品価格 ８月１日から新通貨価格も併記」           

 

７月２５日 マドゥロ大統領は８月４日に予定されて

いた通貨切り下げを８月２０日に変更すると発表。 

また、当初３ケタの切り下げを予定していたが、５ケタ

の通貨切り下げを行うと発表した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.168」７月２５日付の記事参照）。 

 

７月２７日 同発表を受けて通貨切り下げの延期と５

ケタへの変更を記した官報が公布された。 

 

直近で関係していることは８月１日から現行通貨「ボリ

バル・フエルテ」と新通貨「ボリバル・ソベラーノ」の

価格を併記することが定められた。 

一般市民に新価格に慣れてもらうための移行期間措置

である。 

 

よって、８月１日から３ケタではなく、５ケタ減の価格

表示がされるようになる。 

 

「ペキベン役員が交代」                  

 

７月２５日付の官報４１，４４６号でベネズエラ石油化

学公社（PEQUIVEN）の役員交代が発表された。 

 

PEQUIVEN の新役員は以下の通り。 

 

・社長： マリア・エウヘニア・ノリーニョ氏 

・副社長： オスカル・ホセ・デヘスス氏 

・販売部門長： カトリーナ・ロペス・ディアス氏 

・操業部門長： エディソン・アントニオ・パラ氏 

・人事部長： エリ・ゲレロ・サンブラノ氏 

・企画部門長： ルイス・エンリケ・モリナ・ドゥケ氏 

・安全部門長： ファン・カルロス・モリナ・トレス氏 

・財務部門長： ヘルソン・モンタニェス・オチョア氏 

 

「２４回目 DICOM １ドル１７．３万ボリバル」           

 

ベネズエラ中央銀行は第２４回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ２０２，３３１．５２ボリバル。 

ドル建てで１ドル１７２，８００ボリバル。 

 

前回の DICOM レートは１ドル１４．４万ボリバルだ

ったのでボリバル安になったことになる。 

 

外貨の割り当て総額は１３万５，９０３．４１ドル。 

２１回目の割り当て総額が１２７万６，８０７．９４ド

ル。２２回目が５８万２，６３１．１３ドル。２３回目

が１７万１，６０８．１ドルだったので、４回連続で割

り当てが減少していることになる。 

 

法人８社に対して１１万５，７０６．８９ドルが割り当

てられ、１０４名に対して２万１９６．５２ドルが割り

当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かったのは衣料品販売業者の

「Importadora Canaima」で４万１，０００ドル（完成

品の輸入目的）。 

 

次いで医薬品製造業の「Laboratorios Valmar」が３万７，

５００ドル（原材料輸入）。 

 

衣料品販売業者の「Inversiones CityTex 2005」が１万７，

５０６．８９ドル（原材料輸入）だった。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
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「原油価格 １バレル６７．８９ドル」         

 

１８年７月２３日～２７日のベネズエラ産原油の平均

価格は４６０．１人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６７．８９ドル／バレル。前週の６６．０

８ドルから１．８１ドル上昇した。 

 

 

 

社 会                        

「落第の腹いせに学校を放火」           

 

ヌエバ・エスパルタ州の学校「Liceo Nueva Esparta」で

卒業に必要な単位が取れなかったことを理由に、学生が

放火した。 

ヌエバ・エスパルタの現地紙「El Sol de Margarita」が

報じた。 

 

消防隊が消火に当たったが火の回りが早く講堂は全焼

した。州の重要資産だったようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）ツイッター＠jvivassantana 

 

２０１８年７月２８日（土曜）             

政 治                       

「全国党大会始まる                      

 ～為替制度、ガソリン、給料が主要テーマ～」        

 

７月２８日から与党、社会主義統一党（PSUV）の全国

党大会が「ホテル・アルバ・カラカス」で始まった。 

 

エリアス・ハウア教育相は今回の全国大会では０３年か

ら続いている為替制度、ガソリン価格、いかに労働者の

生活を保障するかが主要テーマになるとコメントした。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年７月）

（出所）ベネズエラ石油省
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詳細について明らかにしていないが、ハウア教育相は 

「為替制度について、いくつかのスタンスがある。 

 

また、ガソリン価格について２つの手段を検討している。

１つが段階的に値段を上げる方法、もう１つが国際価格

に合わせる方法。 

 

企業活動のテーマでは２つの委員会が設定される。１つ

は労働者の給料をどのように保護するか、もう１つは生

産活動をいかに増やすかだ。」 

とコメントした。 

 

ハウア教育相は経済分野の役職にはほとんど付いたこ

とがないため、レポートにはほとんど登場しないが、チ

ャベス大統領が生きていた頃には公共経済相、土地農業

相、副大統領を務めたこともある。 

また、マドゥロ大統領就任後も外相、コミューン相、教

育相と常に閣僚に名を連ねている与党の重鎮。 

 

ハウア教育相は翌２９日にテレビのインタビュー番組

に出演。 

 

現在はモノ不足、物価高で経済は歴史的に最も悪い時期

にあるとの認識を示した。また、教育分野についても大

学を中心にうまく機能できていないとコメントした。 

 

政権に批判的とも思えるコメントにメディアの注目が

集まっているが、個人的な理解ではハウア教育相は比較

的、現政権に忠実な方だと感じている。 

 

なお、ハウア教育相は問題の根底には為替管理があると

認識しており、今回の全国大会で為替制度についての議

論が進むことを望んでいるようだ。 

 

 

 

 

 

「複数の元政府閣僚が現政権を批判             

      ～マドゥロ大統領 批判に警告～」           

 

全国党大会を前にチャベス政権時代に閣僚を務めた、あ

るいはマドゥロ政権初期に閣僚を務めていた人物がマ

ドゥロ大統領の交代を呼びかけた。 

 

率先してマドゥロ大統領を非難した与党政治家はラミ

レス元国連大使（元 PDVSA 総裁、元石油相）。 

 

ラミレス氏は自身のツイッターでビデオレターを公開。 

 

石油産業崩壊の責任を、PDSA 総裁を務めていた私のせ

いにするが、責任の押し付けであり問題の責任はマドゥ

ロ大統領にある。 

１４年に私がマドゥロ大統領へ直接、政策の方針転換を

進言したが彼は私の提案を無視した。あの時に政策転換

をしていればこのような事態は避けられた。 

先日、中央銀行へ鉱区の権利を渡したが国の資産を売り

渡すことになると政策方針を非難、マドゥロ大統領の退

陣を求めた。 
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また、チャベス政権で財務相、中央銀行総裁などを務め

たホルヘ・ジョルダーニ氏は、現地情報サイト「Apporea」

（比較的中立なメディア）にオピニオン記事を投稿。 

 

チャベス大統領が自身の後継者にマドゥロ大統領を選

んだことについて「重大なミスだった」との見解を示し

た。 

 

他、チャベス大統領が生きていた頃に南米の左派政権が

出資して発足した国際メディア「TELESUR」代表やマ

ドゥロ政権初期にも観光相を務めたアンドレス・イアサ

ラ氏は自身のツイッターで 

 

「（７月２８日の）チャベス大統領の誕生日を機に、チ

ャベス大統領が築いた我が国を救うための呼びかけを

行う。政府をすぐに変えろ！」 

と投稿した。 

 

他にもマドゥロ大統領の右腕として、中国からの融資資

金を担う BANDES の代表や FONDEN の代表を務めて

いたテミール・ポーラス氏も７月２５日にマドゥロ大統

領が発表した経済政策について、問題を解決しないとの

否定的な見解を示した。 

 

正確な時期は記憶していないがテミール・ポーラス氏は

１５年頃にはマドゥロ政権を離れていたが、当時はマド

ゥロ大統領が最も信頼を置いていた側近と言われてい

た。 

 

マドゥロ大統領はこれらの非難に対して、 

「批判は裏切り者や犯罪者を勢いづかせることになる。

これは批判の矛先が私に向いているから言っているの

ではない。ボリバル革命を阻止する計画を勢いづかせる

ことになるから言っている。」 

と与党内部からの非難に対して警告を発した。 

 

 

 

経 済                       

「確認原油埋蔵量が１３．３億バレル増加」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.168」７月２６日付の記事

で炭化水素ガスの確認埋蔵量が８，０００億立法フィー

ト増加したことを紹介した。 

 

また、７月２５日付の官報４１，４４６号で確認原油・

コンデンセート埋蔵量が１３３億１４．６万バレル増加

したと発表された。 

 

オリノコ原油地帯（FPO）は１億１，４５９万バレル増。

東部の原油地帯で２，３１７万バレル増、西部の原油地

帯で１１億５，８７２万バレル増加した。 

この増加分は１７年末時点の確認埋蔵量に反映される。 

 

今回の埋蔵量を加算し、ベネズエラの確認原油・コンデ

ンセート埋蔵量は合計で３，０２８億８９９万バレルに

なるようだ。 

 

「生活必需品の価格統制協議は暗礁乗り上げ」         

 

物価高騰に対応するためマドゥロ大統領の発声で６月

２７日から生活必需品５０品目の価格を統制するため

の協議が行われていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.156」

６月２７日付の記事参照）。 

 

７月７日に５０品目の新価格が公表されるはずだった

が、発表は延期されたまま現在に至っている。 

 

多くの経済専門家が指摘した通り、価格を固定するのは

不可能で、民間セクターとも合意に至らなかった。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf
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現地経済サイト「BancayNegocios」が、価格統制の協議

に参加していていた企業関係者から入手した情報によ

ると、価格統制の協議は７月９日に呼びかけられたのを

最後に停止しており、政府からの正式な通知は無いが検

討は中止されたと考えているようだ。 

 

「銀行団体 ８月２０日の通貨切り下げは不可能」              

 

全国金融機関団体（Fetrabanca）のクラウディオ・リバ

ス秘書官はシステムの調整に時間がかかるため、８月２

０日では通貨切り下げの準備が出来ないとコメントし

た。 

 

「８月２０日の通貨切り下げ導入は技術的に不可能だ

と考えている。２０日では日数が少なすぎる。 

これまで複数の金融機関と協議して調整してきた３ケ

タの通貨切り下げに向けた準備は失われてしまった。 

 

具体的に言うと、これまで制度施行に向けて準備してき

た仕事の６０～７０％が失われたことになる。 

 

通貨切り下げが発表されたのは３月下旬だった。これま

で４カ月以上かけて準備してきた仕事の半分以上が失

われたのに、あと２０日で準備は完了できない。」 

とコメントした。 

 

また、金融機関に新紙幣は到着しておらず、新紙幣が届

いていないので ATM など機械の調整もできていない

と補足した。 

 

８月２０日の導入も難しく走行している間に、６ケタの

通貨切り下げに変更し、更に導入が遅れることも十分に

あり得そうだ。 

 

 

 

 

２０１８年７月２９日（日曜）             

政 治                       

「全国党大会 ８月末まで開催期間を延長」        

 

与党の全国党大会は７月２８日～３０日までの予定だ

った。 

 

７月２９日 マドゥロ大統領は現在行われている全国

党大会の会期を少なくとも８月末まで延長することを

提案した。 

 

「経済問題を議論するこの全国党大会を少なくとも８

月末まで延長することを求める。 

８月２０日から経済体制が新たなステージに入る。国を

守るための新しいルールが始まろうとしている。」 

と発言した。 

 

確かに内容が不明瞭な新制度が発表され、まだ施行もさ

れていない段階で、今後の経済政策の議論は出来ないだ

ろう。 

 

「野党連合 MUD 分断の理由をコメント」         

 

行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長、第一

正義党（PJ）のトマス・グアニパ秘書官、新時代党（UNT）

のマニュエル・ロサレス党首、大衆意志党（VP）のファ

ン・グアイド氏が野党系メディア「Run Run」の取材に

応じ、野党連合（MUD）が分断した理由について各人

の見解を示した。 

 

＜野党の団結を妨げる最も大きな要因は何か？＞ 

 

アジュップ AD 幹事長： 

たくさんある。MUD について言えば、７月１９日の宣

誓を順守できていない（「ベネズエラ・トゥデイ No.9」

１７年７月１９日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442090ab4a078993db629ded1dddb390.pdf
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当時、我々は予備選挙を実施し次期大統領候補を決める

と宣言した。しかし、予備選は実施されなかった。また、

MUD のオペレーションに問題があった。MUD として

何か見解を示す必要がある時に、各党の意見を集約する

ことに時間がかかる。これによりタイミングを逸し、発

表の重要性が失われていた。 

 

トマス・グアニパ PJ 秘書官： 

（グアニパ氏の返答は質問の答えになっていない） 

野党の団結を阻害する一番の障害はマドゥロ独裁政権

だ。野党の現状を分析する前に、この認識を起点にしな

ければいけない。政府は我々に透明性の高い公的組織を

運営する法的枠組みを引き渡さなければいけない。また、

野党と国民との共通認識を作らなければいけない。 

またメディアを統制しようとする政府の政策を阻止し

なければいけない。 

 

マニュエル・ロサレス UNT 党首： 

我々は不安定な情勢の中で解決策を探るよりも、質問に

どのように答えるかに時間を費やしてしまった。野党は

信頼と結束を取り戻さなければいけない。団結以外の手

段で我々が生き残る手段はない。明確な方針と信頼は不

可欠だ。 

政権交代が目の前に見えたことで、我々は団結よりも個

人主義に走ってしまった。これが野党の団結を阻害する

障害になっている。 

 

ファン・グアイド VP 議員： 

団結を阻害する一番の障害は異なった視点を作ったこ

とである。ある政治家は選挙の可能性を完全に放棄し、

ある政治家は交渉で条件を引き出せると考えている。 

政治家の迫害は野党の協議を阻害している。我が党のレ

オポルド・ロペス党首は自宅軟禁措置を受けている。 

また、外国に亡命した政治家との意見交換も難しくなっ

ている。 

 

 

 

経 済                        

「交通部門の国政調査 ８月３日～５日に実施」                  

 

７月２５日にマドゥロ大統領は交通業界の実態調査を

行うと発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.168」

７月２５日付の記事参照）。 

 

この発表に関連して、マドゥロ大統領は８月３日～５日

にかけて祖国カードの保有者に対して輸送機器の保有

状況について国勢調査を実施すると発表した。 

 

「祖国カードに連動した新しい国家政策を立てるため、

自動車、バイク、バスを持っている人は８月３日、４日、

５日に指定の会場に行き登録をしなければいけない。 

 

新しい国家戦略は祖国カードに連動している。祖国カー

ドを保有していない者は締め出される。」 

と発表した。 

 

「祖国カード保有者はガソリン購入を補助？」           

 

マドゥロ大統領はガソリン販売について祖国カードで

統制することを提案した。 

 

「ガソリン価格は安すぎた。ガソリンの使用を抑制する

政策にシフトする必要がある。これは全国の交通業界全

体に影響を与えることになる。」 

とコメントした。 

 

価格を上げるとは発言しなかったものの、ガソリン価格

の値上げが近づいていることは確かだろう。 

 

フレディ・ベルナル CLAP 代表もガソリン価格につい

て「現在のガソリン価格は滑稽とも言える価格。今のま

まガソリンをプレゼントし続けることは出来ない。ガソ

リン価格は調整されるべきだ。」と発言した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
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一方で、交通部門への国勢調査の結果を踏まえて祖国カ

ードの保有者にはガソリン購入で補助金が支給される

可能性も否定しない。と発言。 

 

必要なセクターに政府の補助を行きわたらせるために

８月３日～５日に行われる交通部門の国勢調査に参加

するよう求めた。 

 

社 会                          

「ロペス党首妻 Divina de Pastora を訪問」           

 

自宅軟禁措置を受けている大衆意志党（VP）のレオポ

ルド・ロペス党首の妻で人権活動家のリリアン・ティン

トリ氏は娘のフェデリカとララ州の「サンタ・ロサ協会」

に訪問。 

 

同協会のマリア像は「ディビナ・パストーラ」と呼ばれ

国民に親しまれている。毎年１月１４日に行われる宗教

行事は数万人の観光客が訪れる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.85」１月１４日付の記事参照）。 

 

 

（写真）El Impluso 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55f7dbcdc49a5e1d56cb1816377dfd05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55f7dbcdc49a5e1d56cb1816377dfd05.pdf

