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（写真）オスカル・ペレス氏ツイッター “犯罪科学捜査班（CICPC）時代のオスカル・ペレス氏” 

 

２０１７年１２月１８日（月曜） 

 

政 治                    

 「元検事総長 大統領選や解任の裏話を暴露」 

「米交渉団トッド・ロビンソン ベネズエラ着」 

 「チリ新大統領 ベネズエラへの方針変わらず」 

経 済                    

 「物価高で男性１０人に８人は下着着用なし」 

社 会                    

「カラカス周辺で５時間の大停電 

～空港や鉄道の運行にも影響～」 

 「過激派野党 カラカス警察の武器 強奪」 

 「大統領妻の甥 米国裁判所に再審求める」 

２０１７年１２月１９日（火曜） 

 

政 治                   

 「市・州役所の契約は制憲議会で可決」 

 「監査総長 PDVSA の国内外契約の調査開始」 

 「急進野党 サンブラーノ国会議長候補を非難」 

 「元カラカス大首都区長 制憲議会に訴えられる」 

 「公務員 １月２０日まで業務時間１３時まで」 

経 済                   

 「ボナイレ石油貯蔵施設 使用不可の懸念」 

 「大統領 近隣諸島との取引全面禁止を検討」 

 「CENDAS １１月の基礎食料費３８２万ボリ」 

「PDVSA 社債２１・２４・２６ デフォルト認定」 
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２０１７年１２月１８日（月曜）             

政 治                       

「元検事総長 大統領選や解任の裏話を暴露」       

 

政府に反旗を翻しベネズエラを脱出したオルテガ元検

事総長はマイアミのウェブ放送局「El Venezolano TV」

のインタビュー番組にスカイプ出演した。 

 

その中でいくつか政府の裏話について告白した。大統領

選について、 

「故チャベス元大統領が病気療養でキューバへ発つ前

に（チャベス大統領はキューバで治療を受けたが死亡し

た）政府高官と会合を行った。その会合でマドゥロ大統

領がチャベス元大統領の後任に任命されることが決ま

った。 

また、この会合で２回目以降の大統領選についても話し

合いがあり、２回目以降の政権運営はディオスダード・

カベジョ与党 PSUV 副総裁、ラファエル・ラミレス元国

連大使、ホルヘ・アレアサ外相の３人のいずれかになる

との合意が存在していた。今はどうなっているのかは分

からない。」と述べた。 

 

他、オルテガ氏は金銭を支払うので辞職をするようにホ

ルヘ・ロドリゲス当時リベルタドール市長に伝えられた

ことも明らかにした。 

「ホルヘ・ロドリゲスは私に金銭と引き換えに検事総長

を辞職し、国外に出るよう求めた。５，０００万ドルを

協力者の口座に振り込むと言われた。」とコメントした。 

 

また、与野党交渉について 

「ドミニカ共和国で行われている与野党交渉は国民の

意志に背いている。与党と交渉しても結果は出ない。与

党に時間を与えるだけである。マドゥロ大統領が権力に

居続けるための交渉をしている。私はマドゥロ大統領か

ら「絶対に政権を渡さない」と面と向かって言われた。」 

 

他、リポーターから政府内部での権力争いが存在するの

か？との質問に対して 

「私は関係していないからよく分からないが、友人の大

臣によると内部での権力争いが存在しているようだ。名

前は明らかにできないが、私は今でも現政権の大臣職の

人物と連絡を取っている。その人に「どうして現政権に

反旗を翻さないのか？」と尋ねると、「私はあなたのよ

うな勇気を持っていない。もし政府を非難したら私の資

産は全て没収される。」と答えた。」と政府の大臣職まで

現政権の方針には賛同していないことを明らかにした。 

 

また、仕事につかずにどのようにコロンビアで生活して

いるのか？との質問に対して「コロンビアで新しい友人

ができ、彼らに支援してもらっている。」と述べた。 

 

また、市長選、州知事選について 

「制憲議会選挙も含めてベネズエラの選挙には不正が

存在している。選挙システムを提供している

Smartmatic 社自身が選挙の正確性に疑問を呈した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.15」８月２日付の記事参照）。

ボリバル州のアンドレス・ベラスケス氏の一件では、本

来は彼が勝利していたのに政府の票操作で結果が改ざ

んされた（「ベネズエラ・トゥデイ No.49」１０月２０

日付の記事参照）。開票を求めたが選挙管理委員会

（CNE）はその求めを無視している。 

誰もが選挙に不正があったことを知っているにも関わ

らず、ベネズエラでは何も起きていない。」と非難した。 

 

（写真）ルイサ・オルテガ・ディアス元検事総長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6e07a3cefd34841ea081306f6542685.pdf
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「米交渉団トッド・ロビンソン ベネズエラ着」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.70」１２月９日付の記事（米

国 ベネズエラに外交団派遣）でトッド・ロビンソン氏

がベネズエラ政府と交渉を行うとの記事を紹介した。 

 

１２月１８日 トッド・ロビンソン氏がベネズエラに到

着したと在ベネズエラ米国大使館がツイッターで投稿

した。 

 

スペイン語だが同氏の声明ビデオが公開されている

（「トッド・ロビンソン氏の声明オリジナル」）。 

 

ビデオの中で「米国とベネズエラの二国間関係を発展さ

せるために全力を尽くす。ベネズエラ国民が不満を感じ

ている政治・経済危機について解決方法を探る。」と発

言した。 

 

「チリ新大統領 ベネズエラへの方針変わらず」                 

 

１２月１７日にチリで大統領選が行われセバスチャン・

ピニェラ氏が大統領に当選した。同氏による執政は１８

年３月１１日から始まる。 

 

翌１８日 ピニェラ新大統領はベネズエラについて 

「一刻も早くベネズエラが自由を取り戻し、民主主義と

国家権力を回復できるような合意を結ぶことを望む、ま

た、ベネズエラ国民を苦しめる重大な人道危機が克服さ

れることを望む。」とコメントした。 

 

現大統領のバチェレ大統領は中道左派。対するピニェラ

氏は中道右派と位置付けられている。現在のところバチ

ェレ大統領からマドゥロ政権に対して明確な敵意を示

す発言はされていない。 

 

 

 

しかし、ピニェラ氏の大統領就任後はベネズエラとチリ

の政治的な溝は一層深まる可能性がある。 

 

経 済                       

「物価高で男性１０人に８人は下着着用なし」          

 

ベネズエラでは物価高騰の影響で生活必需品の購入が

制限されている。現地報道社「ノティシア・アル・ディ

ア」がスリア州マラカイボで行った調査によると、比較

的安い商品が売られている地域でも男性用ボクサーパ

ンツは１３～２５万ボリバルで売られている。 

また、ショッピングセンターなど高価格帯の商品が売ら

れている場所ではボクサーパンツは９０万ボリバルで

販売されている。 

 

現在の並行レートは１ドル１２万ボリバル程度だ。並行

レートにアクセスできれば９０万ボリバルは１，０００

円弱だが、ベネズエラの最低賃金（食料補助除く）は１

８万ボリバル弱。一般労働者にはとても手が出せない価

格だ。 

 

同社の調べではマラカイボでは１０人中８人の男性が

下着を着用していないという。 

 

洋服店の仕事スタイルも変わってきている。これまで洋

服店では衣類を販売していたが、最近では衣類の修繕の

注文が多いという。なお、ベネズエラには年末に新しい

下着、衣類を購入する習慣があるが、２０１８年はこの

習慣を継続できる者は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ca75106c92bccd64f83e4f78399b81e.pdf
https://www.lapatilla.com/site/2017/12/19/todd-robinson-promovere-el-restablecimiento-de-las-relaciones-constructivas-entre-eeuu-y-venezuela/
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社 会                        

「カラカス周辺で５時間の大停電             

      ～空港や鉄道の運行にも影響～」          

 

１２月１８日 午後１２時頃から１７時頃まで（地域に

より異なる）カラカス市内および空港があるバルガス州

で大規模な停電が発生した。 

 

被害が確認された地域はロス・コルティホ地区、ラ・ウ

ルバナ地区、ロスドス・カミーノ地区、チャカオ地区、

プラサ・ベネズエラ地区、エル・マルケス地区、ロス・

ルイセス地区、アルタミラ地区、ラ・カステジャーナ地

区、ロス・パロス・グランデス地区、バルガス地区、ラ・

フロリダ地区、グアレナ地区、グアティレ地区、ラ・カ

ルロタ地区など。 

 

駐在員の事務所、住居が集中している地域も停電の被害

にあっている。 

 

同地域でインターネット、携帯電話、固定電話が使用で

きなかった人は多い。また、停電すると水道をくみ上げ

るポンプも機能を停止するので水道も使えなくなる。し

っかりしたアパートには非常時用の発電機が備えられ

ており、自家発電が出来るアパートの場合は機能する。 

 

また、空港、地下鉄や地上鉄道など公共サービスにも影

響が出た。 

 

同日１７時頃にモッタ・ドミンゲス電気エネルギー相は

停電問題の復旧を宣言。マドゥロ大統領は帝国主義国に

よる攻撃の結果だと米国を非難した。 

 

 

 

 

 

 

「過激派野党 カラカス軍部の武器 強奪」             

 

犯罪科学捜査班（CICPC）の元職員で、今年６月に内務

司法平和省のヘリコプターを強奪し最高裁判所に手り

ゅう弾を落とし、逃亡しているオスカル・ペレス氏らが

ミランダ州にある国防省系の警察組織「軍部知的戦略統

括部隊（DGCIM）」の武器を強奪した。 

 

ペレス氏の率いる集団は１５名程度。今回のオペレーシ

ョンの映像はオスカル・ペレス氏が投稿している（オス

カル・ペレス氏投稿映像、Madurada）。 

 

軍部の駐留所にいた DGCIM 職員らを拘束し、「国民が

飢餓で苦しんでいるのに政府に反旗を翻さない。お前た

ちはマドゥロ政権の犬だ。」と罵倒している映像が流さ

れている。 

 

確認できている情報によると２６丁のカラシニコフ

AK-103 拳銃、３，２４０個の弾薬、9mm 銃の弾薬６７

個が強奪されたようだ。 

 

 
（写真）オスカル・ペレス氏ツイッター動画 

“軍部 DGCIM 職員らを拘束するペレス氏のグループ” 

 

 

 

 

 

https://maduradas.com/lo-ultimo-oscar-perez-se-atribuye-el-asalto-al-comando-de-la-gnb-en-miranda-video-de-como-ocurrio/
https://maduradas.com/lo-ultimo-oscar-perez-se-atribuye-el-asalto-al-comando-de-la-gnb-en-miranda-video-de-como-ocurrio/
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「大統領妻の甥 米国裁判所に再審求める」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.72」１２月１４日付の記事

でマドゥロ大統領の妻シリア・フローレスの甥２名に対

して、懲役１８年の判決が下された報道について紹介し

た。 

 

検察側は懲役３０年を求めていたのに対して、１８年が

宣告されていたため、米国政府に情報を渡すことと引き

換えに減刑を得たと思われていたが、報道は間違いの可

能性が高そうだ。 

 

本件について最も情報を多く発表しているエル・ナシオ

ナルの米国コレスポンデント記者は、両名は米国政府と

減刑交渉を結んでいない。と報道した。 

 

同時に近いうちに弁護団が裁判所に対して今回の判決

の再審を求めるだろうとの情報を報じたが、彼女の報道

通り１２月１８日に両名の弁護団から再審の申請がな

された。 

 

米国政府側は情報提供と引き換えに減刑のオファーを

出していたが、両名は米国政府側が提示した条件が満足

いく内容ではないとして司法取引を拒否したようだ。 

 

よって、２５カ月をかけて幕を下ろすと思われた両名の

法廷審議はまだ続くことになる。 

 

２０１７年１２月１９日（火曜）             

政 治                       

「市・州役所の契約は制憲議会で可決」        

 

１２月１９日 マドゥロ大統領は州庁、市役所の契約プ

ロセスを迅速化させるために市長と州知事が直接、制憲

議会に対して契約の承認を求めることができるように

すると発表した。 

 

通常であれば、地方自治体の契約プロセスは役所内で決

済を経て承認されるが、それらのプロセスを飛ばして制

憲議会が承認できるようになる。 

 

１０月の州知事選、１２月の市長選で多くの地方自治体

で与党候補が当選したが、州議会や市議会などが野党系

多数の地域はたくさんある。 

 

今回の措置は州議会、市議会の承認が不要になり与党主

導の政権運営を可能にするための策略と思われる。 

 

マドゥロ大統領は、同法令は今週中には公布されるだろ

うと述べた。 

 

「監査総長 PDVSA の国内外契約の調査開始」           

 

１２月１９日  マニュエル・ガリンド監査総長は

PDVSAと国内外企業との契約内容の調査を開始すると

発表した。 

 

今回の調査はマヌエル・ケベド PDVSA 総裁の要請によ

るものだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.71」１２月１１

日付の記事参照）。 

 

「国家監査庁は PDVSA の内部調査を行う。石油省の内

部監査も実施する。今回の監査によりこれまでの財・サ

ービスの購入記録を洗い出し、汚職の実態を確認する。 

 

サアブ検事総長および検察庁のグループは、２０１１年

～２０１７年までの PDVSA の４．１万件、総額３５０

億ドルの契約を調査した。検察庁と協力して会計監査を

進める。」とコメントした。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6accb6b71b8711430afb9cd013eb5485.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
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「急進野党 サンブラーノ国会議長候補を非難」              

 

急進野党のベネズエラ主導党（VV）マリア・コリナ・マ

チャド党首は２０１８年の国会議長の選定について、マ

ニュエル・ロサレス氏（新時代党（UNT）創始者）がテ

ィモテオ・サンブラーノ氏を推薦しているとして非難し

た。 

 

「ロサレス氏がサンブラーノ議員を２０１８年の国会

議長に推薦するのは間違った選択だ。 

ロサレス氏は未だにベネズエラ国民の求めを理解して

いない。国民はこれ以上、抑圧に屈することを拒否して

いる。キューバの傀儡政権であるマドゥロ政権との交渉

も拒否している。 

まさにロサレス氏がティモテオ・サンブラーノ議員と一

緒に働きかけていることだ。」 

 

 

「ロサレス氏の右腕を議長に就任させることはマドゥ

ロ政権に裨益する。ティモテオ・サンブラーノ議員が与

党のエージェントであることは誰もが知っている。」 

とロサレス氏とサンブラーノ議員を批判した。 

 

２０１８年の国会議長が新時代党になることは決まっ

ている。しかし、誰が議長を務めるかがまだ決まってい

ない。これまでエンリケ・マルケス議員、デルサ・ソロ

ルサノ議員が候補に挙がっていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.73」１２月１７日付の記事参照）。 

 

一方で、新時代党の創始者であるマニュエル・ロサレス

氏はティモテオ・サンブラーノ氏を推薦しているようだ。 

サンブラーノ氏の登場で２０１８年の国会議長候補は

３名いることになる。 

 

 

 

 

 

（写真）ティモテオ・サンブラーノ氏ツイッターより 

 

「元カラカス大首都区長 制憲議会に訴えられる」        

 

カラカス大首都区庁の従業員は、アントニオ・レデスマ

氏がトップを務めた間に同庁で行われた不正行為を告

発し、制憲議会に訴えた。 

アントニオ・レデスマ氏は１５年２月に逮捕され、１６

年２月から自宅軟禁措置にあったが今年１１月に自宅

から脱走し、スペインに亡命している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.61」１１月１７日付の記事参照）。 

 

首都区庁議会のアレクサンダー・ネブラダ議員は 

「レデスマ氏は庁の予算を流用し、２０１４年の抗議デ

モの際に支援資金を流していた。ペーパーカンパニーに

支払いを行い、そこから抗議デモの支出をしていたこと

が確認された。 

 

彼の資金流用でカラカス首都区庁の資金が無くなり２

０１４年の年末賞与は未だに未払いで６，０００人以上

の労働者が被害を受けている。」と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf
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「公務員 １２月２０日から業務時間１３時まで」         

 

１２月１９日 マドゥロ大統領は年末年始にかけて公

務員の労働時間を１３時までに短縮すると発表した。 

 

業務時間の短縮は１２月２０日～１月８日まで。この期

間、公的機関の業務時間は午前８時～午後１３時までの

５時間になる。 

 

業務時間短縮は事務職のみが対象で治安維持にあたる

警察や消防隊員などは通常通り業務を行う。 

 

経 済                         

「ボナイレ石油貯蔵施設 使用不可の懸念」            

 

１２月１９日にオランダ政府は PDVSA のボナイレ石

油貯蔵ターミナルの使用権を停止させる可能性がある

と発言した。同国はオランダ領で、国で定めるメンテナ

ンス基準を満たしていないことが理由。 

 

ボナイレ石油ターミナルは最大で１，０００万バレルま

で原油を貯蔵できる、また、巨大タンカーを港に付ける

ことも可能で、PDVSA のカリブ海地域流通網の拠点と

なっている。同施設が使用できなければアジアへの輸送

にも影響が出てくる。 

 

オランダ政府の環境保護インフラ相は 

「ボナイレ石油ターミナルは国際基準として求めるス

タンダードを満たしておらず環境配慮基準に違反して

いる疑いがある。環境運輸の査察で問題が確認された場

合はターミナルの使用権を停止することになるだろう。 

 

我々は PDVSA に対して、より安全性の高いオペレーシ

ョンを可能とするための確固たるメンテナンス計画を

求めている。既に最終通告の段階に入っている。」 

と発表した。 

 

「大統領 近隣諸島との取引全面禁止を検討」          

 

１２月１９日 マドゥロ大統領は州知事および市長ら

を前に演説を行った。 

 

同演説中にアルーバ（Aruba）、ボナイレ（Bonaire）、キ

ュラソー（Crasao）との商業取引の全面禁止を検討して

いると話した。これら３諸島はオランダ領で、島の頭文

字を取って ABC 諸島と呼ばれる。 

 

「私は少し前からアルーバ、ボナイレ、キュラソーとの

商業取引および通信を完全に停止させようと考えてい

た。この地域からマフィアが入り、ベネズエラ国内の物

資をコロンビア国境のククタ（タチラ州に接するコロン

ビア国境の町）やマイカオ（スリア州に接するコロンビ

ア国境の町）に運んでゆく。 

これらの地域との取引はベネズエラに悪影響を与えて

いる。今の段階ではこれ以上のことは明らかにできな

い。」と話した。 

 

ククタとマイカオについて名前を挙げた際にマドゥロ

大統領が「しまった」という顔をしている。本来はしゃ

べってはいけない内容であったかのようなそぶりを見

せた。 

 

マドゥロ大統領の発言はボナイレ石油ターミナルの使

用権の停止と何らかの関連があるのかもしれない。 

 

「CENDAS １１月の基礎食料費３８２万ボリ」        

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人家族が

１カ月にかかる食費（基礎食料費用）を毎月公表してい

る。 
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同組織の調査によると、２０１７年１１月の基礎食料費

は３８２万２，１２９ボリバルで先月比４０．１％増（１

０９万４，５２２ボリバル増）だったと報じている。 

 

だが、２０１７年１０月の時点で CENDAS-FMV が公

表した基礎食料費は３９１．８万ボリバルだった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.62」１１月２０日付の記事参照）。 

いくつか過去記事を見直したがやはり３９１．８万バレ

ルで報道されている（Finanzadigital 記事）。 

 

同社はこれまで同様の誤差が生じたことは無く、調査方

法が変わったことで過去にさかのぼり金額が下方修正

された可能性がある。 

 

「PDVSA 社債２１・２４・２６ デフォルト認定」        

 

１２月１９日 大手格付会社スタンダードアンドプア

ーズ（S＆P）は PDVSA２０２１年、２４年、２６年社

債の格付けを CC から D に格下げした。 

 

これらの社債は１２月１５日（金曜）、１８日（月曜）

でグレースピリオドが切れた。グレースピリオドを過ぎ

ても債権者への着金が確認されなかったためデフォル

トに切り替えたことになる。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
http://www.finanzasdigital.com/2017/11/cendas-canasta-alimentaria-familiar-octubre-2017-se-ubico-3-918-34125-bolivares-461/

