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（写真）El Estimulo ”政府に一時的な占領を通知された段ボール製造会社「Smurfit Kappa」カラボボ工場” 

 

２０１８年８月２４日（金曜） 

 

政 治                    

 「エクアドル 米州ボリバル同盟（ALBA）脱退」 

経 済                    

 「米国裁判所 Citgo 差し押さえ令発出を指示 

～PDVSA に保証金支払いを求める～」 

 「Smurfit Kappa 社 政府が占拠」 

 「CEPAL ベネズエラの経済成長率△１２％」 

「SUDEBAN 銀行口座ペトロ建て併記を指示」 

「DICOM２８回目 １ドル Bs.S ６０．２５」 

「原油価格１バレル６５．９９ドル」 

２０１８年８月２５日（土曜） 

 

政 治                   

 「CNE AD、UNT の政党抹消手続き開始」 

「８月２５日 ブリオン広場で抗議行動」 

経 済                   

 「米国政府 ３カ月以内に追加制裁を検討」 

 「食料、医薬品、自動車部品で価格統制か」 

社 会                   

「ペルー パスポート入国要件規則が発効 

～ペルー入国者が５０％減～」 

 「米国 グロボビシオンオーナーの汚職調査」 
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２０１８年８月２４日（金曜）             

政 治                       

「エクアドル 米州ボリバル同盟（ALBA）脱退」       

 

８月２３日 エクアドルのホセ・バレンシア外相はベネ

ズエラで起きている人道問題を理由に「米州ボリバル同

盟（ALBA）」を脱退すると宣言した。 

 

また、ベネズエラ政府が政治経済問題を解決する姿勢が

欠けていることにフラストレーションを感じていると

発言した。 

 

ALBA はベネズエラが主体となって０４年に組織した

ラテンアメリカ・カリブ海諸国の政治同盟。 

 

ALBA は、これまでマドゥロ政権を非難する国・組織に

対抗する政治同盟として度々、機能してきた。 

 

 

エクアドルが脱退したことで、現在のALBA加盟国は、

アンティグア・バブーダ、ボリビア、キューバ、ドミニ

カ国、グラナダ、ニカラグア、サンクリストファー・ネ

ービス、サンタルシア、サンビンセント・グラナディン

諸島、スリナム、ベネズエラ。 

 

ALBA は今回のエクアドルの離脱について、 

「複数の政府が現在進めているラテンアメリカ政治戦

略の一環である」 

との見解を示し、明示しないまでも米国やリマグループ

などを非難した。 

 

経 済                         

「米国裁判所 Citgo 差し押さえ令発出を指示       

     ～PDVSA に保証金支払いを求める～」          

 

８月９日に米国デラウエア州裁判所がカナダの金開発

会社「Crystallex」の申し入れを認め、ベネズエラ政府が

負っている賠償金をPDVSAの米国子会社Citgoの差し

押さえを通じて支払う事を承認した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

これを受けて PDVSA は翌１０日に決定を不服として

申し立てを申請したが、米国裁判所では引き続き差し押

さえプロセスが進んでいる。 

 

８月２４日 米国デラウエア州裁判所のレオナルド・ス

ターク判事は裁判所に Citgo（正確には Citgo の持ち株

会社 PDV Holdings）の株式売却手続きを命じる指令を

発行するよう指示した。 

 

現時点では命令は発出されていないが、この命令が発出

されれば、具体的な差し押さえ、株式競売のプロセスに

入ると見られている。 

 

 

２０１８年８月２６日（日曜） 

 

政 治                    

 「非公式情報 与党役員リストが流れる」 

 「PSUV 経済生産副大統領府の設置を提案」 

経 済                    

 「ガソリン価格改定 国境周辺の州から開始」 

「現物 GOLD の貯蓄システムを発表」 

「年金受給者の支払い デジタル化を発表」 

「メディア団体 地方新聞３社の倒産を発表」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
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スターク判事は同時に PDVSA に対して、もし同命令の

発出を避けたければ保証金を支払うよう求めている。 

 

命令の発出まで一定の猶予期間を設けるようですぐに

差し押さえが実施されるということはなさそうだ。 

 

「Smurfit Kappa 社 政府が占拠」              

 

８月２２日 価格統制庁（SUNDDE）のウィリアム・

コントレラス長官は、アイルランド本社の段ボール製造

会社「Smurfit Kappa」のカラボボ州バレンシア工場を

査察していた。 

 

コントレラス SUNDDE 長官は、Smurfit Kappa が政府

の生産活動に非協力的で「市場シェアを乱用している」

ことを理由に厳重注意、価格の改定を命じていた。 

 

「Smurfit Kappa は国営会社「Diana」に段ボールを販

売しなかった。これは祖国生産計画への非協力的行為と

みなされる。従って、我々は Smurfit Kappa の販売方針

を変えるよう指示した。 

 

同社はベネズエラで段ボール製造を行う最も重要な会

社だ。彼らが国民に対して投機的な行為を行ってはなら

ない。」 

と発言した。 

 

８月２３日 SUNDDE は Smurfit Kappa 社に対して、

カラボボ州の同社工場の「一時的、占領措置を取る」と

発表した。なお、具体的な占領期間は示されていない。 

 

現地紙「El Universal」によると Smurfit Kappa 社は２，

５００名の労働者を雇用している。 

 

 

 

 

これらの強硬措置に同社の経営層、従業員が反対したが、

軍部、国家警察らの介入によりカラボボ州の同社役員２

名が拘束された。 

 

SUNDDE はスーパーマーケット、ドラッグストアなど

にも査察、値下げを強要している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.180」８月２３日付の記事参照）。 

また、いくつかの店舗では経営者の逮捕も続いている。 

 

「CEPAL ベネズエラの経済成長率△１２％」             

 

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（英名ECLAC、

西名 CEPAL）は１８年のベネズエラの経済成長率を下

方修正。 

 

元々、前年比マイナス８．５％（１８年４月時点）と予

想していたが、今回の見直しでマイナス１２％となった。 

 

下方修正の理由は想定を超える産油量の下落。 

 

１７年６月時点の産油量と１８年６月時点の産油量を

比べると３１％減少しており、この乖離は今後さらに拡

大するだろうとの見解を示した。 

 

CEPAL は１３年からベネズエラの国内総生産（GDP）

は４０％以上減少したことになると報告した。 

 

「SUDEBAN 銀行口座ペトロ建て併記を指示」             

 

８月２４日 銀行監督庁（SUDEBAN）は全国の金融機

関に対して口座残高などの国内金融表記にペトロ建て

の金額を併記するよう通達した。 

 

新たな単位を併記することは金融機関に対して既存の

システムの改修を求めていることを意味する。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
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本件に関連して全国の金融機関代表が８月２８日に

SUDEBAN 本部に集まるよう通知された。 

 

「DICOM２８回目 １ドル Bs.S ６０．２５」             

 

中央銀行は第２８回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ユーロ Bs.S ７０．０５。 

ドル建てで１ドル Bs.S ６０．２５。 

 

前回の DICOM レートは１ドル Bs.S ６０．２７だった

ので Bs.S ０．０２下がったことになる。 

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」のレー

トは１ドル Bs.S ８３．４７で両者の乖離は広がった。 

 

外貨の割り当て総額は５４万５，３７８．１５ドル。 

前回よりも５０万ドルほど増えたことになる。 

 

法人６５社に対して４７万９，０２９．６ドルが割り当

てられ、２８７名に対して６万６，３４８．５５ドルが

割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人はタイヤの輸入販売

業者「Invertropoli CA」、タイヤメーカーの「ALICE 

Neumaticos de Venezuela（旧名 Bridge Stone）」ペンキ

メーカー「CA Venezolana de pintura」でそれぞれ３万

ドルの供給を受けている。 

 

次いで卵、鶏肉など畜産業者「ALIMENTACION 

BALANCEADA ALIBAL」が２万６，０００ドルだった。 

 

 

 

 

 

 

「原油価格１バレル６５．９９ドル」               

 

１８年８月２０日～８月２４日のベネズエラ産原油の

平均価格は４５２．０８人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６５．９９ドル／バレル。前週の６５．２

ドルから０．７９ドル上昇した。 

 

 

 

２０１８年８月２５日（土曜）             

政 治                       

「CNE AD、UNT の政党抹消手続き開始」        

 

１２月９日に実施される市議会議員選に向けて選挙管

理委員会（CNE）は政党更新作業を行っている。 

その中で５月２０日の大統領選に参加しなかった政党

へも更新プロセス参加を呼び掛けていた。 

 

具体的には野党政党の行動民主党（AD）、新時代党

（UNT）、独立世代等（Gente）、我が国の新しいビジョ

ン（Nuvipa）が対象となっていた。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年８月）

（出所）ベネズエラ石油省
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しかし、これらの政党は、「公職選に２回連続で不参加

だった場合に政党更新の対象になると定められている」

と選挙組織法の尊重を CNE に要求。更新プロセスには

応じないと宣言していた。 

 

８月２５日 CNE のタニア・デ・アメリオ役員は更新

プロセスへの参加申請期限が切れたことを理由に４政

党の政党登録を抹消すると発表した。 

 

これにより野党の主要政党４党は全て公職選挙に参加

できないことになった。 

 

「８月２５日 ブリオン広場で抗議行動」           

 

野党支持の民間団体などで組織される「Frente Amplio」

は８月２５日にチャカイートのブリオン広場で抗議行

動を呼びかけていた。 

 

同日、大衆意志党（VP）も同抗議行動への参加を呼び掛

けたが、十分な動員が出来たとは言えない結果だった。 

 

写真や映像を見る限り、野党政治家の参加が多く、本当

の意味で一般人の参加は５０名くらいではないかと思

われる。 

 

 

（写真）NTN２４ツイッターより抜粋 

 

 

（写真）一般人ツイッター投稿 

 

経済情勢は厳しく、国民の政府に対する不満は根強い。 

 

動員力の低さは、野党の結束の無さと、現状の打開策を

示すことが出来ていないことが原因と思われる。 

 

経 済                       

「米国政府 ３カ月以内に追加制裁を検討」       

 

米国新聞社「El Nuevo Heraldo」は米国政府が追加制裁

を検討していると報じた。 

 

政府高官は報道会社「MaClatchy」記者に対して「次の

制裁はマドゥロ政権に致命的な一撃を与える」とコメン

トしたようだ。 

 

ベネズエラ産原油の輸入禁止という最終兵器まで全て

のオプションが選択肢にあるが、有力案は米国の希釈油

のベネズエラへの輸出禁止措置としている。 
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制裁はマドゥロ政権の外貨の源泉になっている石油産

業に打撃を与えるが、同時に国民生活にも悪影響を与え

る。 

また、制裁が与党の結束を強固にしている側面も見られ、

経済不況の原因だと政治的に宣伝される恐れがある。 

 

加えて、ベネズエラと取引をしている米国メキシコ湾岸

の精油会社らへの影響も避けられない。過激な制裁は米

国内のガソリン価格を上昇させる可能性もある。 

 

ホワイトハウスは有識者らを交えて、制裁発動後にどの

ような影響が想定されるかを議論しており、３カ月以内

に追加制裁を発動したいと考えているようだ。 

 

「食料、医薬品、自動車部品など価格統制か」              

 

マ ド ゥ ロ 大 統 領 や ベ ネ ズ エ ラ 閣 僚 ら は 最 近

「FacebookLive」を通じて発表を行う機会が増えてきた。 

 

大統領府での記者会見などより手軽にでき、ウェブを通

じての情報拡散効果があることが理由だと思われる。 

 

マドゥロ大統領は「FacebookLive」で、８月２５日～８

月２８日にかけて自動車部品、清掃品、皮革製品、衣類、

医薬品の価格を統制するための協議を実施すると発表

した。 

 

政府は８月２２日に基礎生活品２５品目の統制価格を

発表。８月２４日から有効になっている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.180」８月２２日付の記事参照）。 

 

統制価格ではボリバル・ソベラーノとペトロが併記され

ているが、どちらの数字が優先されるのかは明言されて

いない。 

 

 

 

社 会                       

「ペルー パスポート入国要件規則が発効         

        ～ペルー入国者が５０％減～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.178」８月１９日付の記事

でペルーとエクアドルがベネズエラ人の入国に際して、

パスポートの提示を求めるようになったとの記事を紹

介した。 

 

既に両国で同制度は施行されていたと考えていたが、８

月１９日の段階ではエクアドルのみで、ペルーは８月２

５日から同制度の施行が開始された。 

 

２４日深夜にかけて、パスポートを持たないベネズエラ

人が国境にあふれ、深夜まで入国手続きが続いた。 

２５日午前０時からパスポートの提示が必要になり、パ

スポートを持たないベネズエラ人はペルーに入国でき

なくなった。 

 

制度が始まった初日の８月２５日にペルーに入国した

ベネズエラ人は１，６３０名（うち２００名は未成年者）。

これまで一日で３，０００名前後のベネズエラ人が入国

していたため半分近く減ったことになる。 

 

ペルー政府は入国要件を厳格化する理由について、ベネ

ズエラ人が身分を偽って入国することが出来ていた。入

国管理が適切に行われていないためだと説明している。 

 

最近ではベネズエラの最高裁判所が８月４日のドロー

ン事件の実行犯らがペルーに逃亡したとして、ペルー当

局へ捜査協力を求めていた。しかし、該当する人物が入

国した履歴がペルーの入国管理局に存在しないと説明

していた。 

 

今回の入国要件の厳格化にはドローン襲撃事件の影響

もあるのかもしれない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
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「米国 グロボビシオンオーナーの汚職調査」         

 

民放のテレビ局「Globovision」は元々、強硬な反政府系

メディアだった。しかし、１３年３月当時の経営者が株

式８０％の売却交渉を行っていると発表。同年５月には

ラウル・ゴリン氏が「Globovision」の経営権を握った。 

 

ラウル・ゴリン氏は政府とつながりがある人物とされて

おり、ゴリン氏が経営権を握って以降、多くのキャスタ

ーが同社を退職し、米国マイアミなどでベネズエラの報

道活動を続けている。 

 

８月２５日 米国紙「El Nuevo Heraldo」は米国政府が

「Globovision」の経営者ラウル・ゴリン氏に対して、

PDVSAの資金洗浄に関与した疑いで調査を行っている

との記事を公開した。 

 

「El Nuevo Heraldo」が入手した情報によるとラウル・

ゴリン氏は PDVSA の資金洗浄で逮捕されたスイス銀

行に勤めていたドイツ人 Matthaias Krull 氏と接触を持

っていたようだ。ゴリン氏の弁護士は汚職への関与を否

定している。 

 

余談だが、「Globovision」が完全に与党派かと言えば、

実態はそうではない印象を受けている。 

 

同テレビ局の顔はウラディミール・ビジェガス氏。 

彼の弟はエルネスト・ビジェガス文化相で、ウラディミ

ール氏自身も元々は与党系政治家だが、転身し中立的な

野党の立場で活動している（ヘンリー・ファルコン AP

党首に近い位置付け。ファルコン氏が党首を務める発展

進歩党はウラディミール・ビジェガス氏と結成した政

党）。 

同局のプログラムには与党、野党政治家や経済関係者が

幅広く出ており、テレビ局で数少ない与野党双方の政治

家が出演するテレビ局になっている。 

 

２０１８年８月２６日（日曜）             

政 治                       

「PSUV 経済生産副大統領府の設置を提案」              

 

当初７月２８～３０日までの３日間の予定だった

PSUV の全国党大会は、マドゥロ大統領の一声で少なく

とも８月末までは継続されることとなっていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.169」７月２９日付の記事参照）。 

 

８月２６日 PSUV 全国党大会が開催された。 

マドゥロ大統領は全国党大会を１２月末まで継続する

と発表した。 

 

また、ディオスダード・カベジョ副党首は与党 PSUV と

して経済生産副大統領府を新たに設置しようと提案し

た。現時点でこの組織がどのような機能を果たすことに

なるのかは不明だ。 

 

「非公式情報 与党役員リストが流れる」              

 

８月２６日 非公式ながら１８年以降の PSUV 党役員

リストが公開された。 

 

リストに特段のサプライズはなく、フランシスコ・アメ

リアッチ氏（元カラボボ州知事）、メルビン・マルドナ

ード氏（元若者相）、エリカ・ファリアス氏（現リベル

タドール市長）、アダン・チャベス氏（制憲議員）、ホル

ヘ・ロドリゲス氏（情報通信相）、デルシー・ロドリゲ

ス氏（副大統領）、ラファエル・ラカバ氏（現カラボボ

州知事）、マルコ・トーレス（現アラグア州知事）、ヘス

ス・ファリアス氏（元投資国際貿易相）、シリア・フロ

ーレス（大統領夫人）、ステジャ・ルーゴ氏（観光相）な

ど計５０名の名前があがっている。 

 

個人的に違和感を覚えたのはデルシー・ロドリゲス氏だ。 

彼女は「Somos Venezuela」の党首を務めている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59a2bc630e0db6ca4ba600a7f2f253f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59a2bc630e0db6ca4ba600a7f2f253f.pdf
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PSUV 役員をしているということは Somos Venezuela

の党首でありながら、PSUV の党員でもあるということ

になる。 

 

CNE は野党連合（MUD）に登録されている党員のほと

んどが他の政党と二重登録をしていることを理由に

MUD の政党登録を抹消した。 

 

２重登録は良くないものだと CNE は認識したことにな

るが、デルシー・ロドリゲス副大統領は PSUV と Somos 

Venezuela の二重登録をしていることになる。 

 

経 済                       

「ガソリン価格改定 国境周辺の州から開始」            

 

８月２６日 マドゥロ大統領は PSUV 全国党大会でガ

ソリン価格について今後の方針を発表した。 

 

今後、全国のガソリンスタンドに祖国カードを読み取る

機械を設置し、適切に稼働するか８，０００名の与党に

所属する若者党員にテストを行わせる。 

 

ガソリン価格はまず国境周辺の州（タチラ州やスリア州

などを想定していると思われる）から国際価格に見直し

をする。その後、段階的に価格見直しを行う州を広げて

いくと発表した。 

 

新ガソリン価格がいくらなのかは明言されていない。 

 

また、施行日について具体的な日程も述べられなかった

が、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は９月最終週には新

価格でガソリンを販売すると発表していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.179」８月２０日付の記事「通貨切り

下げ開始 ATM から新通貨」参照）。 

 

 

 

「現物 GOLD の貯蓄システムを発表」            

 

８月２６日 マドゥロ大統領は PSUV の全国党大会に

て現物 GOLD で貯金する仕組みを発表した。 

 

１．５グラムと２．５グラムのリンゴットの２種類があ

り、ボリバル・ソベラーノで両替が可能だと発言した。 

 

金額について１．５グラムの GOLD は Bs.S ３，７８

０、２．５グラムの GOLD は Bs.S ６，３００だと説

明した。 

 

ただし、現在のところいつ始めるのか、支払い方法など

具体的なことは発表されていない。 

 

筆者は GOLD については特に知識はないが、ネットで

地金の価格を調べたところ 1 グラムの価格は４，６００

～４，７００円程度（約４０ドル）だった。 

つまり、１．５グラムの GOLD は６０ドルということ

になる。 

 

ベネズエラの金の価格が１．５グラム Bs.S ３，７８０

なので、現在の DICOM レートで換算すれば６０ドル

で１．５グラムの GOLD で国際価格と一致する。 

 

なお、８月２７日時点で並行レートは１ドルBs.S ８３。

並行レートで割ると４５ドル程度になるため、国際価格

よりも安価になる。 

 

同時に「国営金公社（Minarven）」を抜本的に改革する

と発表した。改革の理由について 

「同社は悪意に満ちている。国のために浄化しなければ

いけない。GOLD は国民のためにある。」 

と説明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
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（写真）国営放送局（VTV） 

“GOLD の貯蓄システムを提案するマドゥロ大統領” 

 

「年金受給者の支払い デジタル化を発表」         

 

マドゥロ大統領は年金受給者の年金受け取りをデジタ

ル化すると発表した。 

 

「同日より毎月の年金支払いはデジタルウォレットを

通じて支払う。年金受給者は今後、現金をより自由に使

えるようになる。」 

と発表した。 

 

高齢者の中には銀行口座を持っていない人が多い。彼ら

は毎月年金支給日に銀行にならび現金を受け取るため、

年金支給日は長蛇の列ができる。 

 

また、ベネズエラでは年金受給者に配るだけの紙幣がな

いと言われている。今後もインフレが続けば、現在のボ

リバル・ソベラーノもいずれ価値を失うため、その対応

のためにはデジタルウォレットで年金を支給するとい

うことだろう。 

 

高齢者がこのようなシステムを使いこなすことが出来

るかどうかは不明だが、現状を鑑みれば必要な措置なの

かもしれない。 

 

 

 

「メディア団体 地方新聞３社の倒産を発表」             

 

全国プレス労働者組合（SNTP）は経済混乱と労働者の

賃金を支払えないことを理由に３つの新聞社が倒産し

たと発表した。 

 

倒産したのはララ州の「El Caroreno」「Diario de Lara」。

８月２４日に倒産を宣言した。 

 

また、ポルトゥゲサ州の「Diario Ultima Hora」も同様

の理由で倒産した。 

 

SNTP は、「同社は４４年間続く伝統あるメディアだっ

た」と説明。経済危機を脱することが出来ていない政府

の政策を非難した。 

 

なお、全国紙「El Universal」も経営危機に陥っている。

同社は数日にわたり新聞を発行できていない。最近では

従業員に対して、賃金を保証することが出来ないため

「祖国カード」に登録し、給料差額を受給するようにし

てほしいと通達を出した。 

 

以上 

 


