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（写真）エクアドル大統領レニン・モレノ氏ツイッター “下劣な人の攻撃は常に非難される人の気品を高める” 

 

 

２０１８年１０月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「情報通信相 クーデター犯の追加証言を公開」 

「元カラカス大首都区長の親族 汚職で逮捕 

～レデスマ氏自身は汚職の関与を否定～」 

「ロペス国防相が解任されればマドゥロ政権崩壊」 

「米国 マドゥロ政権擁護するキューバに制裁検討」 

経 済                     

「PDVSA 役員 少なくとも５名交代の噂」 

「医薬品５６品目の価格リストを公表」 

「CEPAL ベネズエラの経済成長率下方修正」 

「４９回目 DICOM １ドル BsS.６３．４７」 

２０１８年１０月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「エクアドルとベネズエラ 政治対立勃発 

～ベネズエラ大使、エクアドル経済官を送還～」 

「ウルグアイ TV 経済担当副大統領兄弟に取材」 

「内務司法省 出入国管理対策で国家警察増員」 

経 済                    

「Kumurfit Kappa の生産停止 Colgate に影響」 

「１８年９月の生活費は BsS.４．４万 

～同月の食費は BsS.２．３万～」 

「マドゥロ大統領 コルタン工場の設立を発表」 

「メキシコ検察 CLAP 汚職網を告発」 
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２０１８年１０月１７日（水曜）             

政 治                       

「情報通信相 クーデター犯の追加証言を公開」       

 

１０月１７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、記者

会見を開き、ベネズエラ政府には対話の意志があると改

めて公言した。 

 

ロドリゲス情報通信相は記者らに対して 

「野党の中にはベネズエラのルールをベースに、対話す

ることに前向きなグループがある。実際に我々は対話を

希望する全ての人物を受け入れてきた。 

 

野党は米国議会議員やスペインのファン・パブロ・イグ

レシア秘書官と対話の再開について協議していると理

解している。 

対話は憲法に準じて、事前の条件などは設けずに行われ

る。」と説明した。 

 

また、８月に起きたドローン襲撃事件の首謀者の一人と

されるオスワルド・カスティージョ氏を逮捕したと発表。 

カスティージョ氏の証言映像を公開した。 

 

同氏の証言では、自身が８月４日のクーデター未遂事件

に関与したこと、コロンビアでクーデターを起こすため

の訓練を受けたこと、過去の反政府デモに参加したこと、

フリオ・ボルヘス前国会議長がクーデターの資金援助者

になっていることなどを告発している。 

 

筆者は実際の証言映像を確認したが、カスティージョ氏

の説明は何かを言わされているようで不自然な印象を

受けた。 

目で文章を追いながら読み上げている感じはしなかっ

たが、自発的に話していない感じがした。 

 

 

また、１４年１０月に殺害されたロベルト・セラ氏（与

党 PSUV の中で将来を有望視されていた政治家）の殺

害で逮捕したフリオ・ベレス氏は殺害のために必要な車

などサポートを受けており、これらの背後にはコロンビ

アのサントス大統領がいると訴えた。 

 

「元カラカス大首都区長の親族 汚職で逮捕      

   ～レデスマ氏自身は汚職の関与を否定～」         

 

チャベス政権下で電気エネルギー省の副大臣を務めて

いたネルビス・ビジャロボス氏がスペインで逮捕された。 

 

実は同氏は１７年１０月に汚職容疑でスペインにて逮

捕されていたが、１８年９月１４日に釈放されていた。 

これまでビジャロボス氏の捜査は米国とスペインが共

同で行っていた。 

 

しかし、１０月１７日にビジャロボス氏は再逮捕された。

更に汚職に関与した３名も追加で逮捕している。 

 

その中の１人が、急進野党で元カラカス大首都区長のア

ントニオ・レデスマ氏の親族だったことで物議をかもし

ている。 

 

逮捕されたのはヘルナンド・ブテフェ氏。レデスマ氏の

娘婿だ。ブテフェ氏とレデスマ氏は疎遠ではなかった。 

レデスマ氏はブテフェ氏と共同で「La Fundacion Crecer 

sin Frontera（国境なき成長基金）」という基金をスペイ

ンに設立し、スペインに来る移民手続きを協力していた。 

 

レデスマ氏はテレビに出演し、自身は汚職とは無関係で

あると説明。捜査の結果を待つと答えた。 

 

なお、Odebrecht ベネズエラ元社長は「レデスマ氏に選

挙キャンペーン資金を支払った」と証言している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.147」６月７日付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
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また、１０月２０日～２１日にはプエルトリコでレデス

マ氏が主導する政治イベントが予定されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.197」１０月２日付の記事参照）。 

 

「ロペス国防相が解任されればマドゥロ政権崩壊」                  

 

野党が内部闘争を続ける中で、マドゥロ政権は経済混乱

でも政権を運営している。 

 

８月４日のドローン襲撃事件には軍部にいる離反因子

の関与があったことはほぼ間違いない状況だ。 

マドゥロ大統領は離反因子を見つけるために血眼にな

って捜査をしていると言われており、クーデター計画を

進めるのは難しい状況と思われる。 

ただ、軍内部の情報は暗闇に包まれており、その実態を

知ることは容易ではない。 

 

ベネズエラ報道労働組合（CTV）のカルロス・オルテガ

元代表は、野党系サイト「Punto de Cortes」の取材に応

じ、軍部の状況について 

 

「マドゥロ大統領が政権を維持できるのは、パドリー

ノ・ロペス国防相がサポートをしているからだ。もし、

ロペス国防相が大臣職を退いたら、マドゥロ大統領は孤

立し、政権は崩壊する。」 

との見解を示した。 

 

これがどこまで内情を知ったうえでの発言かは分から

ないが、現在のところパドリーノ・ロペス国防相はマド

ゥロ政権への忠誠を維持していることは確かだろう。 

 

「米国 マドゥロ政権擁護するキューバに制裁検討」                  

 

１０月１７日 EFE は匿名の米国政府高官からの情報

として、ホワイトハウスが 

 

 

「マドゥロ政権を擁護していることを理由に制裁強化

も含めてキューバ政府に圧力をかけしようとしている」

と明らかにした。 

 

「マドゥロ政権がキューバ軍部の支援を受けて政権を

存続させていることは間違いない。ホワイトハウスは経

済・外交・政治のあらゆる手段を使って、キューバ政府

に対してマドゥロ政権の支持をやめるよう圧力をかけ

る。 

 

近いうちにジョン・ボルトン国家安全保障問題担当官が

米州の３つの非民主的政府への方針を説明する。３つの

国とはキューバ、ニカラグア、ベネズエラだ。」 

と語った。 

 

なお、１０月１８日にはフェルナンド・アルバン市議の

死亡を受けて、SEBIN（公安部隊）と CICPC（犯罪科

学捜査班）が解体するかもしれないとの噂が流れている。 

 

また、SEBIN、CICPC 解体後にはキューバの制度を模

した治安維持体制を構築するのではないかとの懸念が

広がっている。 

 

経 済                        

「PDVSA 役員 少なくとも５名交代の噂」           

 

エネルギー情報会社「Augus Media」は、PDVSA 内部

関係者からの情報として、減産に歯止めがかからないこ

とを理由に、少なくとも５名の役員が交代する可能性が

高いと報じた。 

ただし、ケベド総裁は PDVSA 総裁職を続けると報じら

れている。 

 

「Augus Media」によると、新しい役員メンバーにミゲ

ル・キンタナ氏（計画・技術担当役員）は留任するとさ

れる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
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他方、ネルソン・フェレール氏（生産・採掘担当役員）

は交代するとされる。ガス部門のコントレラス・メヒア

氏も交代など少なくとも５名は役職が変わるのではな

いかと言われている。 

 

「医薬品５６品目の価格リストを公表」         

 

１０月１０日 アイサミ経済担当副大統領は「Bayer」

「Elmor」など医薬品メーカーおよび「Locatel」などの

ドラッグストアと医薬品５７品目の価格統制で合意し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.201」１０月１０日付の

記事参照）。 

しかし、具体的な商品リスト、新価格は公表されないま

ま１週間が過ぎていた。 

 

１０月１７日 官報にて医薬品５６品目の価格が公表

された。なお、前述の通り合意署名式の時には５７品目

だったが、１品目減った。 

 

官報には、保健省と国内産業省は共同で法律が適切に運

用されるための措置を講じるよう定められている。 

また、以下に定められた価格は９０日間有効になるよう

だ。 

 

 

（写真）１８年１０月１１日付の官報４１，５０１号 

“医薬品統制価格の一部抜粋” 

 

「CEPAL ベネズエラの経済成長率下方修正」                  

 

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会は中南米各国の

経済見通しを修正。 

 

８月には１８年のベネズエラのGDP成長率を前年比マ

イナス１２％と予想していたが、これをマイナス１５％

に下方修正した。 

 

また、１９年の経済成長率についても１８年比マイナス

９％と更なる経済悪化を予想した。 

 

 

（写真）BancayNegocios 

“ CEPAL の南米カリブ海各国の経済成長見通し” 

 

「４９回目 DICOM １ドル BsS.６３．４７」                  

 

中央銀行は第４９回 DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６３．４７。前回（１ドル BsS

６３．０３）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で５０１万３，１６５．５２ドル。 

前回の４１９万よりも、２０％ほど増加したことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/128eff65b186817f47f8767df945eb01.pdf
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法人７０社に対して２６３万３，３８６ドルが割り当て

られ、個人に対して２３７万９，７７９．５２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、「Importadora 

Suhita CA」で２０万ドル。過去の取引履歴を確認する

限りでは、トルコの商品を輸入する業者のようだ。 

 

次いで、「Farmavela Insular」（ヌエバ・エスパルタ州の

医薬品販売会社）で１７．５万ドルの外貨供給を受けて

いる。 

 

３番目は「Importadora Opus」で１３．５万ドル。過去

の取引履歴を確認する限りでは、中国から何かを輸入し

ている。 

 

２０１８年１０月１８日（木曜）             

政 治                       

「エクアドルとベネズエラ 政治対立勃発       

 ～ベネズエラ大使、エクアドル経済官を送還～」           

 

１０月１７日にホルヘ・ロドリゲス情報通信相が開いた

記者会見で、エクアドルのモレノ大統領について、 

 

「国連の壇上でまで嘘をつくとは信じられないことだ。 

エクアドルはベネズエラから毎日６，０００人を受け入

れていると発言した。もし、これが事実であれば毎日１

４０台のバスがベネズエラからエクアドルに入国して

いることになる。 

 

エクアドルの公式な出入国記録がある。 

これによるとエクアドルへの入国者数は９．５万人。対

する出国者数は９．２万人だ。ベネズエラには５０万人

のエクアドル人が暮らしている。彼らはエクアドルに親

族がおり、移動するのは普通だ。」 

と非難した。 

 

この発言を受けて、モレノ大統領は自身のツイッターで

「下劣な人の攻撃は、常に攻撃される人の気品を高める」

と投稿。 

 

エクアドル政府は、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相の発

言を「攻撃的だ」と反論。敬意を払わない発言は容認で

きないため、エクアドル政府は、在エクアドル・ベネズ

エラ大使館のカロル・デレガード大使を追放する。同時

に、経済担当官を本国に召集すると発表した。 

 

他方、エクアドル政府の対応を受けて、ベネズエラ政府

も在ベネズエラ・エクアドル大使館の経済担当官を７２

時間以内に帰国させると発表した。 

 

モレノ大統領はマドゥロ政権と懇意にしていたラファ

エル・コレア元大統領の後継ではあるが、実際は両者に

は大きな溝があり、現在は完全な敵対関係にある。 

 

ベネズエラとの関係についても以前のような良好な関

係にはなく、マドゥロ政権への非難を強めていた。 

 

「ウルグアイ TV 経済担当副大統領兄弟に取材」         

 

ウルグアイ・モンテカルロＴＶのテレビプログラム

「Santo y Seña」でレポーターがタレク・エル・アイサ

ミ経済担当副大統領の兄弟であるフェラス・エル・アイ

サミ氏に突撃取材をするという番組を放送した。 

 

フェラス氏はウルグアイの豪邸に住んでいる。 

フェラス氏が車で子供を学校に送り届ける帰りに、取材

を敢行。 

 

レポーターがフェラス氏に対して、どうしてウルグアイ

にいるのか？と聞くと、「この国が好きだからだ」と回

答。 
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アイサミ経済担当副大統領について多くの非難がある

がどう思うか？との質問について、「それは彼の話だ。」

と回答。 

 

親族が彼の汚職に関わっているのか？との質問につい

ては「虚偽だ」と回答。 

 

どのような仕事をしているのか？との質問について、

「ベネズエラで弁護士をしている。ベネズエラに会社が

ある。」と回答。 

 

政府との仕事を受けて汚職などしていないか？スイス

に口座を持っているか？などの質問について、「調べて

みたらよい。何も出てこない。」と回答した。 

 

番組の専門家はフェラス氏について、イランとの関係で

汚職を行っており、汚職資金の重要な情報を知っている

だろうとコメントした。 

 

 

（写真）「Santo y Seña」抜粋 

“車に乗っているのがフェラス・アイサミ氏” 

 

「内務司法省 出入国管理対策で国家警察増員」              

 

１０月１８日 ネストル・リベロ―ル内務司法平和相は

マイケティア空港の警備に国家警察を増員すると発表

した。 

 

 

「１０月１８日から８０名の国家警察（PNB）を移民警

察として空港に配備する。これにより１８５名の移民警

備兵が空港にいることになる。 

 

警察の検問所は入国口に３２カ所。出国口に１８カ所あ

る。PNB はベネズエラ人、外国人の出入国コントロー

ルを担当する。 

 

また、来週中にタチラ州、スリア州、アプレ州など段階

的にベネズエラの入国要所７４カ所の警備を強化する。」

と説明した。 

 

日本人の出入国時には基本的にマイケティア空港を利

用するが、出入国時に国軍、警察などに止められ金銭を

要求されることはよくある話。警察の増員は喜べる話で

はないだろう。 

 

経 済                       

「Kumurfit Kappa の生産停止 Colgate に影響」            

 

歯磨き粉や洗剤を生産している「Colgate（コルゲート）」

の工場が１０月１５日から稼働を停止している。 

 

労働組合の代表曰く、稼働停止の理由はこれまで

Sumurfit Kappa が供給していた段ボールの箱がないか

らだという。 

 

「Sumurfit Kappa」はアイルランド本社の段ボールメー

カー。８月下旬に政府組織への商品販売を制限したこと

を理由に SUNDDE に工場を占拠され、現在に至る（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.181」８月２４日付の記事参照）。 

 

政府に工場を占拠されたことを受けて Sumurfit Kappa

はベネズエラ事業を連結から外すことを決めた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.194」９月２４日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f47b11690d6b71acfafb3e529bc01c57.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f47b11690d6b71acfafb3e529bc01c57.pdf
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「１８年９月の生活費は BsS.４．４万         

       ～同月の食費は BsS.２．３万～」         

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年９月の

食費、生活費（５人家族）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１８年９月の生活費

は月額 BsS.４４，０７９．０２で、先月（BsS.２０，８

１７．１３）と比べて１１１．７％上昇した。 

食費については、月額 BsS.２２，９２７．８１と先月

（BsS.１１，６８８．７）と比べて９６．２％上昇した。 

 

これまで CENDAS-FVM の公表値は国会のインフレ発

表値と似ていたが、１８年８月から国会の公表値とかな

り差が開いている（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」１

０月８日付の記事参照）。 

 

なお、８月に通貨単位切り下げ（デノミ）が行われてい

るが、グラフの連続性を保つために以下ではデノミを考

慮せずに旧通貨のままで記載している。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 コルタン工場の設立を発表」              

 

１０月１８日 マドゥロ大統領はボリバル州ピアル市

にベネズエラで最初のコルタン工場を設立したと発表

した。 

 

投資額は BsS.２，１００億と３５０万ドルだという。 

ビクトル・カノ鉱物開発相は「Gold Market 社」が３５

０万ドルを投資したと説明した。 

この会社について、現時点では詳しいことは分かってい

ない。 

 

同工場では１６０トンの原料を加工することができ、一

カ月に２．５億ドルを稼ぐことができると強調した。 

 

ベネズエラは世界でも有数のコルタン埋蔵量を誇る。正

確な統計は存在しないが、０９年～１０年にかけて実施

された調査では１万５，５００トンのコルタン、価値に

して約１，０００億ドルが存在していると言われている。 

 

「メキシコ検察 CLAP 汚職網を告発」              

 

１０月１８日 メキシコ検察庁は、ベネズエラ政府が進

めている貧困層への食品・生活品販売プログラム

「CLAP」の汚職網について告発した（「メキシコ検察庁

のオリジナル発表文」）。 

 

ただし、汚職に関わった具体的な法人名、個人名は公表

しなかった。 

 

同調査によると、ベネズエラに食料品・生活品を輸出し

ていた法人は品質の悪い品物を集めて、実際の価格より

も値段をつり上げてベネズエラに販売していたという。

また、その商品はベネズエラ政府によって本来のコスト

よりも１１２％値上げして再販されたという。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル・フエルテ）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1090-18-mensaje-a-medios-pgr-sre-shcp?idiom=es
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1090-18-mensaje-a-medios-pgr-sre-shcp?idiom=es
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CLAP 取引に関与した人物は３００万ドルを国連の難

民高等弁務官事務所に引き渡すことを約束したと説明。

この資金は難民支援に支出されるとした。 

 

また、調査の結果１，３００コンテナ、１８０箱の CLAP

食料品がベネズエラに向けて出荷されるところだった

と発表。 

 

この商品の対応について協議した結果、最終的な受益者

はベネズエラ国民であり、ベネズエラの深刻な食糧事情

を考慮し、輸出を差し止めせず、貨物を出国させたと説

明した。 

 

なお、メキシコ検察庁は CLAP 取引を行った人物らを

犯罪で逮捕したとは説明していない。 

 

「国連に対して３００万ドルを支払うことを約束させ

た。」とあくまで合意による支払いを連想させる説明を

している。 

 

また、「関係者に対して、二度とベネズエラ政府と取引

をしないよう約束させた」と説明していた。 

 

販売者、購入者がお互いに合意の上で取引をしているだ

けであれば、これが犯罪と立証できないのだろう。名前

も法人名も明らかにしていないのは犯罪性が立証でき

ていないからだと思われる。 

 

今後、政府関係者に資金が渡っていることが確認される

など汚職の証拠が見つかれば犯罪になるのではないか。 

 

以上 

 


