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（写真）ベネズエラ国営放送局 VTV 写真ギャラリー 

２０１７年８月７日（月曜） 

 

政 治                   

  「野党連合 政策の転換期に入る」 

  「米国 追加制裁を検討」 

  「新判事５名がコロンビアへ脱出」 

  「CNE 州知事選出馬可能な政党を発表 

～野党連合は７州で出馬不可～」 

経 済                   

  「インド石油会社が PDVSA 職員の留学支援」 

「トリノ ７月の歳出は２８％減と予測」 

「ECLAC 対外債務は GDP 比２１．７％」 

「ラセール航空 マイアミ行きを増便」 

２０１７年８月８日（火曜） 

政 治                   

 「第２回 制憲議会を開催」 

  「反マドゥロ政権国 リマグループを結成」 

  「チャカオ市長 １５カ月の禁固刑」 

  「大統領 ALBA 諸国に連帯を求める」 

経 済                   

  「７月の食料コストは１４０万ボリバル」 

  「中国との協力関係強化を模索」 

  「外国石油会社の労働者が減員」 

社 会                   

  「マイケティア空港内で殺人事件発生」 

  「運転免許証 電子発行に変更」 
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２０１７年８月７日（月曜）            

政 治                      

「野党連合 政策の転換期に入る」         

 

１２月１０日に行われる州知事選挙に出馬するための

応募期間は８月８日～９日の２日間のみ。野党は早急に

方針を決定しなければならない。 

 

十分な議論がなされたとは言い難いが、最終的に大半の

野党政党は、州知事選挙に出馬することに理解を示し始

めている。 

 

第一正義党のトマス・グアニパ議員（第一正義党の筆頭

秘書官）は民放グロボビシオンのインタビュー番組で、

「州知事選に参加しなければ、２３州が与党になってし

まうとして、州知事選に参加しなければいけない。」と

の見解を示した。 

 

加えて、当初は州知事選の参加に否定的であった大衆意

志党のフレディ・ゲバラ第一副議長はツイッターで、 

 

「我々の戦いの目的は独裁政権からの脱出であり、州知

事選のために我々の統一を乱してはならない。州知事選

への出馬については、政権を分裂、停止あるいは崩壊さ

せるために戦略的に進める必要がある。」と投稿し、野

党連合の統一を図るために出馬を認めるともとれるツ

イッターを流している。 

 

州知事選と同様に、現在野党が行っている街頭でのデモ

行動についても野党内で意見が分かれ始めている。 

 

ミランダ州バルータ市のヘラルド・ブライデ市長（現在

は無所属だが、１６年までは野党新時代党に所属）は、

ユニオン・ラジオのインタビューで、 

 

「街頭での道路封鎖などの反政府デモ行動は動員力が

落ちてきた。当初の目的を達成できていない。今までよ

りも謙虚な方法で抗議を行うべきだ。道路を封鎖するこ

とと国民の必要性に応じることは連動していない。」と

答えた。 

 

また、ララ州知事ヘンリー・ファルコンを党首とする「進

歩発展党（AP）」のルイス・ロメロ秘書官は、民放グロ

ボビシオンのインタビュー番組に出演し、「野党連合が

主導する抗議行動に賛成しない。」と現在の方針を否定

した。 

 

結論としては野党の多くの政党は州知事選に参加する

ことに理解を示す格好で統一が図られ始めている。 

 

出馬申請後の重要なポイントがある。 

野党連合の候補者を各州１名のみに絞ることだ。 

 

各政党がバラバラで立候補者を擁立すると１つの州に

複数の野党候補が出馬することになる。そうなると、野

党支持者の票が拡散する。 

 

与党ベネズエラ社会統一党（PSUV）の支持率が下がっ

ているとはいえ、単独政党での勝負では苦戦する。野党

は最終的に各州で１人の立候補者を立てるようにしな

ければならないだろう。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-ue_8o8nVAhWIbbwKHXkXAb8QjRwIBw&url=https://twitter.com/mud_venezuela&psig=AFQjCNFOzDPdp2T6Rg9E6bWPjNvSIkrZsA&ust=1502338174134981
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「米国 追加制裁を検討」               

 

ブルームバーグ社の記事によると、ベネズエラが制憲議

会を開始したことで、米国は次なる制裁を検討している

と米国関係者が話したようだ。 

 

制裁内容は石油産業ではなく、ベネズエラ政府関係者へ

の追加制裁。 

 

これにより、米国内での資産凍結、制裁対象者の米国へ

の渡航禁止、米国の法人・個人が制裁対象者と商業取引

をすることも禁止されることになる。 

 

「新判事５名がコロンビアへ脱出」          

 

AFP 通信は、国会に任命された最高裁判所の新判事５

名がコロンビアに脱出していると報じた。 

 

ペドロ・ホセ記者によると、５名の新判事は難民ビザで

はなく旅行ビザでコロンビアに入国しており、危機が去

るまでコロンビア国内で仕事をできる提案を受けてい

るとのこと。 

 

国会は７月２１日に３３名を最高裁の新判事に任命し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.１０」参照）。 

 

うち、チリは６名の新判事を保護しており、パナマは２

名の新判事を保護している。今回で、コロンビアに５名

の新判事が脱出していることが判明した。 

 

 

「CNE 州知事選出馬可能な政党を発表        

       ～野党連合は７州で出馬不可～」    

 

州知事選の出馬募集を開始するにあたり、選挙管理委員 

 

会（CNE）は正式に今回の選挙に出馬できる政党を発表

した。出馬可能な政党は全部で以下の２２政党。 

「ベネズエラ・トゥデイ No.１６」で１３政党は報告し

ていたが、今回９政党が新しく発表された。新しく発表

された政党は赤字で記載する。 

 

１．野党連合（MUD） 

２．ベネズエラ社会統一党（PSUV） 

３．統一理解党（Puente） 

４．進歩のための独立党（IPP） 

５．民衆政治統一党８９（UPP 89） 

６．民主行動党（AD） 

７．発展進歩党（AP） 

８．第一正義党（PJ） 

９．大衆意志党（VP） 

１０．祖国のための新ビジョン党（Nuvipa） 

１１．ベネズエラ共産党（PCV） 

１２．統一達成のための革命行動組織（Tupamaro） 

１３．新時代党（UNT） 

１４．社会主義への移行（MAS） 

１５．社会主義のため（Podemos） 

１６．真の革命団体（ORA） 

１７．全国民のため（PPT） 

１８．国民選挙運動（MEP） 

１９．革命への新たな道（NCR） 

２０．キリスト教社会党（COPEI） 

２１．変化のための政治行動同盟（MPAPC） 

２２．ベネズエラ民衆統一党（UPV） 

 

また、CNE のソコロ・エルナンエス役員は裁判所の裁

定により野党連合（MUD）として以下の７州には出馬

できないとコメントした。出馬が出来ないとされる州は

以下の通り。 

 

・スリア州、モナガス州、カラボボ州、アラグア州、ト

ゥルヒージョ州、ボリバル州、アプレ州 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
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あくまでテレビでのコメントであり、正式な発表ではな

いので詳細は不明だが、野党連合（MUD）として出馬

できなくても、野党の単独政党として出馬できる可能性

はあるだろう。 

 

経 済                      

「インド石油会社が PDVSA 技術職の留学を支援」        

 

インド工科大学（IIT）で PDVSA の技術テクノロジー

職７名と開発職２名がマスターの学位を得て帰国した。 

 

上記９名の留学はインドの石油会社 ONGC Videsh に

よる奨学金で実現した。ONGC Videsh 社は自社の社報

に PDVSA 技術職員の能力向上に貢献したと掲載した。 

 

ONGC Videsh のラオ・オペレーション部長は９名の技

術者の卒業を祝福し、今後同社が PDVSA と合弁で進め

ている ONGC Videsh のプロジェクトに貢献してほし

いとの希望を伝えた。 

 

「トリノ ７月の歳出は２８％減と予測」      

 

米国系投資銀行のトリノ・キャピタルは２０１７年７月

のベネズエラ政府歳出（インフレなどを加味した実質ベ

ース）が前年同期比で２８．２％減少したとのレポート

を公表した。 

 

また、２０１７年１月～３月は前年同期比２９．１％減、

４月～６月までは同３３．６％減だったと公表した。 

７月の歳出は前年同期比２８．２％減と第２四半期時点

よりも支出が増加した。これは７月に最低賃金の上昇を

理由に労働者への支払いが増えたためだと分析してい

る。 

国家歳入庁は毎週、歳出予定を公開している。トリノ・

キャピタルはこの数字から実質的な政府支出がどの程

度増減したかを調査している。 

 

また、トリノ・キャピタルは２０１２年の州知事選の際

に野党は得票数では４４％を獲得していたにもかかわ

らず３州しか野党知事が誕生しなかったが、当時とは状

況が大きく異なるため控えめに見ても１７州は野党派

が州知事になるだろうと分析した。 

 

「ECLAC 対外債務は GDP 比２１．７％」         

 

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）はベ

ネズエラの対外債務について１，３２１．６億ドル（２

０１６年）で、ベネズエラの国内総生産の２１．７％に

当たるとのこと。 

 

ECLACはラテンアメリカ諸国で２０１７年の経済成長

がマイナスになるのは唯一ベネズエラだけだと予想、経

済成長率はマイナス７．２％と分析している。 

 

「ラセール航空 マイアミ行きを増便」        

 

ラセール空港は８月１日からカラカス―マイアミ間の

フライトを増やした。 

 

カラカス出発便は PM６時カラカス発 

マイアミ出発便は PM１時マイアミ発 

 

機種はボーイング 737-400 で１２席のビジネスクラス

と１３８席のエコノミークラス、計１５０名が搭乗可能。 

 

ラセール航空のレーン・コルテス副社長は、マイアミ行

きを増便した理由は乗客需要の増加とコメント。Swift 

Air 社と提携してベネズエラからの移動の選択肢を増や

したいと話した。 

 

最近では、アビアンカ航空やアルゼンチン航空が定期運

航便を停止、他にもオペレーションの問題で一時的に運

休措置を採る航空会社が増えている。 
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２０１７年８月８日（火曜）            

政 治                      

「第２回 制憲議会を開催」             

 

８月８日に第２回目の制憲議会を開催した。前日には外

務省のカサ・アマリージャで制憲議会が行われるという

噂があったが、結局、国会議事堂で開催された。 

 

本日の議題として、制憲議会の内規を決定する予定だっ

たが、最終的な決定に至ったという報道は確認できなか

った。 

 

一方で本日はパドリーノ・ロペス国防相が制憲議会に出

席し、軍部はニコラス・マドゥロ大統領の方針を支持し、

制憲議会に従うとの演説を行った。 

制憲議会はパドリーノ・ロペス国防相の宣言を支持した。 

 

他、真実委員会の創設法を承認する程度で、特筆するべ

き動きはなかった。 

 

「反マドゥロ政権国 リマグループを結成」        

 

ベネズエラの政治混乱を議論するため、ペルー外相の呼

びかけで１７カ国の南米・カリブ海代表による会合が開

催された。 

 

会合の結果、１２カ国（アルゼンチン、ブラジル、カナ

ダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホン

ジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー）が

連名で 

 

・制憲議会を認めない 

・ベネズエラの憲法の亀裂を批判する 

・民主主義的に選ばれた組織として国会を支持する 

・国会が承認した案件のみを承認する 

・軍部による抑圧行為を否定する 

 

・オルテガ検事総長を支持する 

・基本的人権の侵害を非難する 

・ベネズエラの加盟資格を停止したメルコスールの 

決定を支持する 

 

など、宣言を発表した。これら１２カ国は今後リマグル

ープと呼ばれるようになる。 

一方で、会合に参加したガイアナ、ウルグアイ、グラナ

ダ、サンタルシア、ジャマイカは連名の宣言に名前を連

ねなかった。 

 

 

（写真）ペルー外務省 

 

「ラモン市長 １５カ月の禁固刑」          

 

最高裁は反政府デモの取り締まりが不十分な市の市長

を取り締まっている。 

野党の総本山であるチャカオ市のラモン・ムチャチョ市

長も最高裁の取り調べの対象となっている。 

 

８月８日 最高裁判所の憲法法廷はチャカオ市のラモ

ン・ムチャチョ市長に対して、１５カ月の禁固刑を求刑

した。 

８月９日（水曜）には日本人学校があるエル・アティー

ジョ市のダビッド・スモランスキー市長も最高裁に出頭

するよう命じられている。 
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（写真）両名のフェイス・ブックより抜粋 

写真左がラモン市長（チャカオ市） 

写真右がスモランスキー市長（エル・アティージョ市） 

 

「大統領 ALBA 諸国に連帯を求める」       

 

８月８日 マドゥロ大統領は米州ボリバル同盟（ALBA）

の加盟国に国際世論との対峙とベネズエラ政府への連

帯を求めた。 

 

ALBA とは、中南米およびカリブ諸国の統合を目指して

ベネズエラが主導する形で発足した地域同盟。２００４

年１２月に発足。現在の加盟国はベネズエラ、キューバ、

ボリビア、ニカラグア、ドミニカ国、セントビンセント

およびグレナディーン諸島、エクアドル、アンティグア・

バーブーダ、セントルシア。 

 

ALBA は米国が主導するベネズエラへの脅迫行為を非

難した。 

 

ベネズエラはこれまで、南米諸国連合（ウナスール）を

国際社会の中で現政権を擁護する支持基盤としていた。

しかし、７月３０日の制憲議会選挙を機にウナスール代

表団との関係が悪化し、新たな国際支援組織として

ALBA を活用しようとしていると思われる。 

 

 

 

 

 

経 済                      

「７月の食料コストは１４０万ボリバル」      

 

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）と食費に医療費や住

居費などを含めた１カ月の生活費（基礎生活費用）を毎

月公表している。 

 

同組織の調査によると、２０１７年７月の基礎食料費用

は１４４万３，６３４ボリバル（先月費１７．４％増）

だった。単純計算すると一人当たり２８万８，７２７ボ

リバルになる。なお、２０１７年６月時点の最低賃金お

よび法定福利の食料チケットの合計は約２５万ボリバ

ルだった。 

２０１６年１２月時点の基礎食料費用が５４万４，９９

１ボリバルだったため、７カ月で１６４．９％増加した

ことになる。 

 

ちなみに、１７年６月時点の基礎生活費用（食費に加え、

医療費や住居費、教育費などを含めた生活費）は確認で

きていないが、２００万ボリバルを超えると想定される。 
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「中国との協力関係強化を模索」           

 

８月８日 中国とベネズエラのハイレベル級会合がカ

ラカスの国軍本部で開催され、中国企業６０社以上が参

加した。 

 

リカルド・メネンデス企画相は、 

「中国はこれまでに５００億ドル以上をベネズエラに

投資し、６５０以上のプロジェクトをベネズエラで行っ

ている。今現在外国から融資が得られず苦しい状況下な

ので新たな融資スキームを模索している。」と説明した。 

 

また、「中国企業には国内産業拡大への貢献を期待して

いる。特にアルミニウム、鉄鋼、ガラス、セメント、石

油化学、ガス、医薬品、農産業について中国からの投資

を呼び込みたい。」と述べた。 

 

最後に、次回の中国ベネズエラ会合では、ニッケル、石

炭、マラカイボ湖のアラジャ深海油田地帯での連携を中

心に扱いたいと発言した。 

 

 

「外国石油会社の労働者が減員」            

 

ブルームバーグは、レプソル、シェブロン、トタル、ス

タットイルなど外国の石油メジャーがベネズエラの政

治経済の混乱を理由に駐在員を本国に返していると報

じた。 

 

ノルウェー系石油会社スタットイルのエリカ・ハーラン

ド報道担当員は、ベネズエラに残っていた３名の駐在員

については、７月３０日の選挙前に全員避難させること

を決定したと公表している。 

 

シェブロンも駐在員を全員ベネズエラから非難させ 

 

ており、米国からリモートで業務をしている。と回答し

た。非難の理由については同社から直接の回答はなかっ

た。 

 

その後、レプソル社はブルームバーグが報じた「駐在員

を全員避難させた。」との報道は誤報であるとスペイン

の新聞に掲載した。 

 

社 会                      

「マイケティア空港内で殺人事件発生」       

 

８月８日 カラカスのマイケティア空港内で男性一人

が銃殺された。 

 

報道によると、殺された男性はベネズエラの国内線のチ

ャックインカウンターに並んでいたところ、２人組の男

性に拳銃で撃たれたとのこと。発砲した２人組はバイク

で逃走した。 

 

殺された男性はベネズエラ人。サントドミンゴからベネ

ズエラに来た弁護士でカラカスを経由し、マラカイボに

乗り継ぐ途中だった。 

 

「運転免許証 電子発行に変更」           

 

国家交通局（INTT）は運転免許証を電子発行に変更す

ると発表した。 

 

国家交通局によると、更新時に登録したメールアドレス

宛に運転免許証のデータを送るので、そのデータを自身

でプラスチックカードに印刷しなければならないとの

こと。 

 

以上 


