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（写真）第一正義党ツイッター “SEBIN の拘束中に死亡したフェルナンド・アルバン市議の葬儀” 

 

 

２０１８年１０月８日（月曜） 

 

政 治                     

「米国コーカー上院外交委員長 与野党と面談 

～米国は既存の方針以外の選択肢がある～」 

「国連独立専門家 制裁を非難する報告書作成」 

経 済                     

「国会 9月のインフレ率は先月比２２３％増」 

「IMF １９年インフレ率を１０００万％と予想」 

「公的セクターの単位 １UCAU=BsS.８に改定」 

「４６回目DICOM １ドル BsS.６２．７８」 

社 会                     

「ポラール ベネズエラ版 October Festa 開催」 

２０１８年１０月９日（火曜） 

 

政 治                    

「リベルタドール市議会議員が SEBIN で自殺？ 

～野党・国際社会が政府を非難～」 

「米国ヘイリー国連代表大使が１８年末で辞任」 

「欧州連合 １０月１５日に与野党対話の提案」 

経 済                    

「S＆P Platts ９月のベネズエラ産油量は微減」 

「PDVSA２０年債の元本満期近づく 

～返済をしなければ Citgo は差し押さえ～」 

社 会                     

「ベネズエラのプロ野球リーグ １０月開幕」 
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２０１８年１０月８日（月曜）             

政 治                       

「米国コーカー上院外交委員長 与野党と面談      

   ～米国は既存の方針以外の選択肢がある～」       

 

１０月８日～９日にかけて、米国のボブ・コーカー上院

外交委員長がベネズエラの与野党政治家らと会談した。 

 

与党関係者ではマドゥロ大統領、シリア・フローレス大

統領夫人、デルシー・ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロ

ドリゲス情報通信相、ラファエル・ラカバ現カラボボ州

知事らと面談したようだ。 

 

野党系サイト「RunRun」のオーナーでジャーナリスト

のネルソン・ボカランダ氏によると、ボブ・コーカー議

員との面談はラカバ知事のセッティングによるものの

ようだ。 

 

２０００年前半に米州機構（当時はベネズエラ政府に協

力的だった）の出資の元で、米国議会とベネズエラ議会

の相互理解と関係改善を促すため「ボストン・グループ」

が発足されたことがある。 

 

今回のボブ・コーカー議員訪問は、米国の中でもマドゥ

ロ政権に一定の理解を示す「ボストン・グループ」が関

与していると言われている。 

 

野党について、コーカー議員は行動民主党（AD）、大衆

意志党（VP）、第一正義党（PJ）、新時代党（UNT）の

主要野党４党の関係者に面談を申請したようだが、コー

カー議員との面談を受け入れたことを明らかにしてい

るのは新時代党（UNT）だけだ。 

 

逆に VP と PJ はコーカー議員との面談を拒否したと発

表している。 

 

今回のコーカー議員のベネズエラ訪問に先立って、PJ、

VP およびボリバル州の中堅政党「La Causa Radical

（LCR）」は連名で、マドゥロ大統領との面談は独裁政

権の延命につながると懸念を表明していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.199」１０月６日～７日付の記事参照）。 

 

また、LCRのアメリゴ・デ・グラシア議員はコーカー議

員について「米国版サパテロ元スペイン首相」になるか

もしれないとコーカー議員に対して明確な拒否感を示

した。 

 

今回の会談の内容は明らかにされていないが、コーカー

議員は最後に記者らの質問に答え 

「マドゥロ大統領との会談は非常に良い内容だった。内

容は明らかにできないが、ワシントンに戻りポンペオ国

務長官に今回の会談の内容を報告するつもりだ。」 

と語った。 

 

また、米国が科している経済制裁について 

「我々は今回のベネズエラ訪問を通じて、いくつかの選

択肢があると理解した。一つは既存の政策を維持するこ

と。他に１つ、２つ別の選択肢がありそうだ。」 

と述べた。 

 

なお、今回のベネズエラ訪問は米国政府の意向とは関係

なく、自身のプライベートなものだと説明している。 

 

 

（写真）米国 ボブ・コーカー上院外交委員長 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf
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「国連独立専門家 制裁を非難する報告書作成」         

 

国連の中でもベネズエラ政府に協力的な独立調査員ア

ルフレッド・デザイアス氏は国連のミチェル・バチェレ

人権高等弁務官に対して、米国の経済制裁を非難する趣

旨の報告書を提出すると発表した。 

 

「私は人権理事会に対して助言する趣旨で報告書を作

成した。内容について疑問があれば答えたい。 

 

我々は外国の金融ブロックがインフレ、モノ不足などベ

ネズエラ経済に悪影響を及ぼしている証拠をつかんで

いる。」 

と回答した。 

 

現時点では、バチェレ人権高等弁務官がデザイヤス氏の

作成した報告書を受け取るかどうかを回答していない。 

 

経 済                        

「国会 9月のインフレ率は先月比２３３％増」           

 

１０月８日 野党多数の国会は１８年９月のインフレ

率が先月比２３３．３％だったと発表した。 

 

８月のインフレ率が７月比２２３．１％だったので、先

月よりも物価上昇速度が速まったことになる。 

 

１７年９月からの１２カ月間のインフレ率は４８万８，

８６５％。１８年１月からの９カ月間のインフレ率は１

１万５，８２４．２％になる。 

 

計算上、毎月のインフレ率が先月比２００％超であれば

IMF が予想していた通り、１８年のインフレ率が年率

１００万％に達することになる。 

 

 

 

なお、後述するが IMF はベネズエラの経済見通しを修

正し、１８年の予想インフレ率を１３５万％に引き上げ

た。 

 

これは１０月、１１月、１２月のインフレ率が先月比２

２０％程度であれば１３５万％になるため国会の数字

を基準にすれば十分にあり得る数字になるだろう。 

 

 

（写真）国会 

“１７年１月～１８年９月までの国会公表インフレ率” 

 

「IMF １９年インフレ率を１０００万％と予想」                  

 

国際通貨基金（IMF）はベネズエラの経済見通しを修正。 

 

２０１８年のインフレ率は１３５万％になるだろうと

発表した。また、２０１９年のインフレ率については１，

０００万％になると予想した。 

 

また、GDP 成長率について２０１８年は前年比マイナ

ス１８％。 

２０１９年についても１８年実績から更にマイナス

５％と６年連続の大幅経済マイナス成長を予想した。 

 

他、失業率については１８年が３４．３％、１９年が３

８％と予想している。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月８日～１０月９日報道           No.２００   ２０１８年１０月１０日（水曜） 

4 / 8 

 

「公的セクターの単位 １UCAU=BsS.８に改定」         

 

１０月８日 １８年１月から有効になっている最大最

小域計算単位（UCAU）の改定が公表された。 

 

これまで１UCAU=BsS.０．１０８５（当時はデノミ前

だったので１UCAU=BsF.１０，８５０）だったが、今

回の改定で１UCAU=BsS.８になる。 

 

これは公的セクターが契約を締結する際や、雑費の支出

上限額、旅費の上限などを計算するときに使用される単

位のようで、民間セクターの計算では特に考慮する必要

がない単位とされている。 

 

今回、UCAUが改定されることにより、公的セクターの

使用できる上限額が増えたことになるはずだ。 

 

「４６回目DICOM １ドル BsS.６２．７８」                  

 

中央銀行は第４６回 DICOMの結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６２．７８。前回（１ドル BsS

６２．６６）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で４１６万１，８６０．８３ドル。 

 

法人５５社に対して１２７万９８４ドルが割り当てら

れ、２，６２５名に２８９万８７６．８３ドルが割り当

てられた。 

 

９月に入ってから個人部門への外貨供給が増えている。

政府は法人・個人の区別なく純粋に応札レートが高い人

に外貨を供給している可能性がある。 

 

なお、１ドル BsS.６２．７８は DICOM の平均レート

なので、全ての外貨落札者が同じレートで外貨を得てい

るわけではない。 

 

やり方によっては錬金術のように資産を増やすことが

出来るのかもしれない。 

 

つまり、並行レートよりも割安（ボリバル高）のドルを

受け取り、そのドルを並行レートでボリバルに換える。 

 

そして、ボリバルを再びボリバル高の DICOM レート

でドルに換える。 

 

DICOM でどこまでドルを受け取ることが出来るか次

第だが、うまくいけば１週間でドル建て資産を倍にする

ことも可能だろう。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は医薬品の販売会社

「Farma Familia」で１４万７，４００ドル。 

 

次いで、「Trinfo de Paraguana」（業種不明、原材料輸入

が目的）で６．５万ドルの外貨供給を受けている。 

 

社 会                        

「ポラール ベネズエラ版October Festa開催」           

 

ベネズエラで最も大きなメーカーと言えば「POLAR」

だろう。メンドーサ一族の同族企業で食料品、生活品、

ペットフードなど様々な商品を生産している。 

 

ビールも同社が生産している商品の一つだ。 

 

ベネズエラに行ったことがある人であれば、「Pilsen」

「Solera」を飲んだことがあるだろう。 

 

ポラールは１０月６日～７日にカラカスのタマナコ・シ

ョッピングセンターの駐車場でドイツのオクトーバー

フェスタを真似たイベント「PolarFest」を開催した。 
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当日はミュージシャンの演奏や踊りが披露され、会場を

盛り上げたようだ。新聞では４，０００人のベネズエラ

人がポラールのビールを楽しんだと書かれている。 

 

経済状況が厳しいと言われるベネズエラだが、このよう

なイベントがあるのは良いことだろう。 

 

なお、無料と言うわけではない。 

入場料は BsS.４５４．４４だった。 

 

 

 

 

（写真）POLAR Pilsenツイッターより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１０月９日（火曜）             

政 治                       

「リベルタドール市議会議員が SEBINで自殺？     

       ～野党・国際社会が政府を非難～」        

 

数日前 リベルタドール市議会議員のフェルナンド・ア

ルバン氏（PJ 所属）がマイケティア空港で SEBIN（副

大統領直轄の国内治安維持部隊）に拘束された。 

政府はアルバン市議がクーデターに関与しているとし

て取り調べを進めていた。 

 

この種の野党政治家の拘束は時々行われるが、今回は大

きな事件になっている。 

 

１０月８日 SEBIN はアルバン市議がトイレに行くと

言って監視を離れたすきに１０階の窓から飛び降りて

自殺したと発表。 

 

野党政治家と国際社会は政府の発表を疑い、独立した透

明な調査をするよう要請している。現在の現地メディア

は、アルバン市議の報道一色と言える。 

 

政府は検視官が骨折による死亡を証明する書類を公開

したものの、野党「新時代党（UNT）」のデルサ・ソロ

ルサノ議員は検視したのは政府に加担するコミューン

医師だったと報告書の信頼性を否定した。 

 

オルテガ元検事総長は、独自の伝手で得た情報として、

アルバン市議は拷問中にビニール袋を被せられ、窒息死

したと訴えている。 

 

アルバン市議を知る関係者曰く、彼は敬虔なクリスチャ

ンで宗教上自殺は禁止されており、自殺をするはずがな

いと訴えた。 
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また、彼の親族は自殺の２日前に SEBIN の拘留施設で

あった時には元気そうだったと話しており、自殺をする

ような精神状況には見えなかったと訴えている。 

 

仮に自殺であったとしても、政府の管理下にある状況で

の自殺であり、政府側の責任は免れない。 

米国政府、リマグループ、国連、欧州連合、キリスト教

司教など主だった組織、政治家がベネズエラ政府を非難

している。 

国連人権理事会の調査団が入る予定だが、国連は今回の

事件についても調査する意志を示している。 

 

１０月９日 アルバン市議の遺体が家族のもとに渡さ

れ、国会でアルバン市議の葬式が行われた。 

１０月１０日に政府を非難するデモ行進が呼びかけら

れている。AM９時にベネズエラ中央大学で司教を招き

アルバン市議を弔い、１１時に大学を出て Cementerio 

de Este（墓所）に向かい行進をする予定。 

 

今回の一件のインパクトは大きいだろう。今後、野党が

抗議行動を展開し、それに呼応する支持者が増える可能

性もありそうだ。 

 

（写真）フェルナンド・アルバン市議 

 

「米国ヘイリー国連代表大使が１８年末で辞任」           

 

マドゥロ政権へ強い抗議を示していた米国のニッキー・

ヘイリー国連代表大使が１８年末で大使職を辞任する

と発表した。 

 

ヘイリー大使は半年ほど前からトランプ大統領に辞任

の意向を伝えていたようだ。また、２０２０年の大統領

選ではトランプ大統領を応援すると明言している。 

 

同発表にはトランプ大統領も同伴しており、良好な関係

で辞職したことを伺わせる。 

 

なお、ヘイリー大使の１９年以降の予定については明ら

かにされていない。 

 

急進野党のディエゴ・アリア元ベネズエラ国連代表大使

（チャベス政権前）は、ヘイリー大使の辞任ついて 

「ベネズエラに民主主義をもたらす重要な人物が去っ

てしまった。」 

との見解を表明した。 

 

「欧州連合 １０月１５日に与野党対話の提案」         

 

欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ外交委員長は、１０

月１５日にベネズエラの政治的対話を促進するために

複数の提案を行うとコメントした。 

 

「翌週の月曜日（つまり、１０月１５日）に、外交政策

部局の会合が予定されている。この会合でベネズエラに

政治的対話を促進させるための提案を行うつもりだ。 

 

我々はベネズエラの将来を開くために緊急での対話の

必要性を感じている。ポルトガル政府のベネズエラに関

する知識と経験を活用し、出来る限りのことをしていき

たい。」と発表した。 
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なお、今回の発表に先立って、モゲリーニ外交委員長は、

比較的ベネズエラ政府と良好な関係を維持しているポ

ルトガルのサントス・シルバ外相、ベネズエラへの政策

方針を変えたスペインのジョセップ・ボレル外相と会談

をしている。 

 

経 済                       

「S＆P Platts ９月のベネズエラ産油量は微減」            

 

エネルギー関係の情報を専門に扱う「S＆P  Global 

Platts」は１８年９月のベネズエラ産油量について、日

量１２０～１２２万バレルになるだろうと予想した。 

 

なお、８月については日量１２２万バレルと予想してお

り、微減と言うことになるだろう。 

 

なお、１２カ月前の１７年９月は日量１９５万バレルだ

ったため、この１２カ月で日量７０万バレルも減ったと

報告。 

 

「アーガスメディア」は、米国政府がイラン、ベネズエ

ラへの制裁を科すことで産油量を上げるための障害が

起き、原油価格が上昇していると分析した。 

 

「PDVSA２０年債の元本満期近づく           

  ～返済をしなければ Citgoは差し押さえ～」         

 

ベネズエラ政府が債務再編について発表したのは１７

年１１月それから一年近くが経過した。 

 

その後、国債、PDVSA 債ではほとんどの債券の元利支

払いを停止しているが、PDVSA２０は PDVSA の米国

子会社 Citgo の株式５０．１％が担保に設定されている

こともあり、優先的に支払われてきた。 

 

 

 

同社債については元本利息ともにほぼ期日通りに支払

われている。 

 

同社債の元本８．４億ドル、利息１．１億ドルの合計９．

５億ドルの支払いが１０月２７日に迫っている。 

 

債券は多くの場合、期日に間に合わなかった場合でも一

定期間はデフォルトを猶予させるグレースピリオドが

設定されているが、PDVSA２０の元本８．４億ドルに

ついてはグレースピリオドが設定されていない。 

 

債券団を組織し、裁判所に手続きを行う時間などを踏ま

えれば、１０月２７日の翌日に資金回収に向けた動きが

始まるとは考えにくいが、制度上は Citgo の株式５０．

１％を使用し、資金を回収することが可能になる。 

 

現在はカナダの金開発会社「Crystallex」の訴訟に絡んで

Citgo と PDVSAの資本関係が無くなる懸念もあり、１

０月２７日の支払いを履行するのかどうか債券保有者

の間でも緊張が走っている。 

 

PDVSA もベネズエラ政府関係者も PDVSA２０の支払

いについて、履行の意志などは表明していない。 

 

社 会                        

「ベネズエラのプロ野球リーグ １０月開幕」           

 

ベネズエラのイメージで候補に挙がるのは野球が強い

こと。ベネズエラにもプロ野球リーグ（Lvbp）が存在し、

０７年には野茂英雄投手が「レオネス」に在籍したこと

もある。 

 

経済混乱が続くベネズエラだが、１８～１９年のウィン

ターシーズンもプロ野球は行われる。 
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１０月９日 スポーツ大臣、プロ野球リーグ組織の代表

らは１０月１２日から始まるウィンターシーズンの開

幕を発表した。 

 

スポーツ大臣のペドロ・インファンテ氏は、PDVSA が

１，２００万ドルを拠出し、シーズンが維持されると説

明している。 

それ以外にも複数の組織が運営資金を拠出しているが、

全体の７０％は PDVSAによるものだという。 

 

また、２０１９年にララ州バルキシメトで行われるカリ

ブ海野球リーグの費用４２０万ドルも支払い済みだと

説明した。 

 

以上 

 

 

 

 


