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（写真）米州機構（OAS）“７月１日 メキシコ大統領選で当選したロペス・オブラドール Morena 党首” 

 

２０１８年６月２９日（金曜） 

 

政 治                    

 「マチャド VV 党首 クーデターの関与を否定 

～コロンビア新大統領らが政府に警告～」 

 「ベネズエラ 国連の児童人権委員会メンバー選出」 

経 済                    

 「Pequiven 従業員 内情を公表したため解雇」 

 「コスタリカ政府 Alunasa 労働者への支援検討」 

「DICOM２０回目 １ドル１１．６万ボリバル」 

「原油価格 １バレル６７．０７ドル」 

社 会                    

「抗議行動での拷問を理由に警察官８名を逮捕」 

2018 年 6 月 30 日～7 月 1 日 

 

政 治                   

 「メキシコ 左派ロペス・オブラドール氏当選」 

「野党連合幹事長 ３名の候補から選出」 

 「MUD 近日中に今後のプランを発表」 

経 済                   

 「中央銀行 ６ケタの通貨切り下げを検討か」 

 「生活必需品の価格はいくらか」 

 「リベルタドール市長 キオスクを撤去」 

社 会                    

「スリア州 栄養失調で児童６名が死亡」 

「刑務所の囚人数は収容能力の１．５倍」 
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２０１８年６月２９日（金曜）             

政 治                       

「マチャド VV 党首 クーデターの関与を否定      

    ～コロンビア新大統領らが政府に警告～」       

 

５月２０日に行われた大統領選の前に軍の一部勢力が

マドゥロ大統領の暗殺計画を企てていたようだ。 

マドゥロ政権はこの動きを知り、秘密裏に計画者らを逮

捕したと報じられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.150」

６月１４日付の記事参照）。 

 

なお、当時の報道では本件に関連する逮捕者は２３名と

されていたが、３３名であったことが明らかになってい

る。 

 

また、この暗殺計画にはベネズエラ主導党（VV）のマリ

ア・コリナ・マチャド党首が関与していたと報じられて

いる。 

 

既に軍人裁判所が作成した報告書がメディアに出回っ

ている。筆者も確認したが、報告書には確かにマチャド

党首の名前が書かれていた。 

 

６月２９日 マリア・コリナ・マチャド VV 党首は、こ

の噂について、虚偽であると説明した。 

 

 

「軍事裁判所が作成した報告書で書かれているような

事実は無い。私はクーデターの計画について軍人と話し

たことは無い。 

 

私はマドゥロに大統領府を去ってほしい。しかし、生き

たまま裁きを受けることを願っている。 

 

この国の経済は崩壊し、ボリバルは何の価値も持たない。

軍部の沈黙の忠誠はなくなったと感じている。 

５月２０日に行われた空腹イベント（大統領選のこと）

により、軍の忠誠は更に減った。 

 

マドゥロは私を迫害する。なぜなら私はベネズエラで起

きている事実、現政権が麻薬漬けの独裁政権で交渉など

何の意味もなさないという事実を訴えるからだ。 

 

マドゥロが種を蒔くのはベネズエラの未来ではなく、恐

怖だけだ。１８年の第１四半期で１１，５００名の軍人

が軍を去った。マドゥロは軍を迫害している。 

マドゥロは軍が自分に対して忠誠も尊敬もしておらず、

自分にリーダーシップがないことを知っているからだ。 

 

本当の問題は（軍部のクーデターではなく）現政権がテ

ロリストグループに対してベネズエラの主権とベネズ

エラ人の声明を引き渡す企てだ。」 

 

 

 

（写真）ベネズエラ主導党（VV）党首 

マリア・コリナ・マチャド氏 

 

今回の一件には外国の政府関係者も懸念を表明してい

る。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
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６月２９日 コロンビアの大統領選で当選したイバン・

ドゥケ氏と米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は共

同で記者会見を開き、マリア・コリナ・マチャド党首の

逮捕の可能性について言及した。 

 

「ベネズエラ政府のいかなる圧力も政治的な行動をと

どめさせることは出来ない。ベネズエラ政府はマリア・

コリナ・マチャド氏の真実を伝える力、市民を率いる力

を止めることもできない。 

仮に彼女を逮捕するようなことがあれば必ず極めて厳

しい影響を受けることになる。」 

と言及した。 

 

また、６月２８日 カナダ政府もツイッターで 

「民主的な努力をマドゥロ政権が抑圧している。マリ

ア・コリナ党首は政府の迫害を受けており、彼女の自由

と安全は保障されなければいけない。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）カナダ政府公式ツイッター 

 

「ベネズエラ 国連の児童人権委員会メンバー選出」          

 

６月２９日 国連はホセ・アンヘル・ロドリゲス氏（ベ

ネズエラ人）を児童人権委員会のメンバーにすることを

決定した。任期は１９～２２年。 

 

同氏は現在も児童人権委員会の副議長を務める。弁護士

でカラカス首都区庁の人権委員会に所属していた。 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ外相ツイッター 

“ホセ氏の児童人権委員会再選を祝福する外相” 

 

経 済                         

「Pequiven 従業員 内情を公表したため解雇」          

 

肥料などを生産しているベネズエラ石油化学公社

（Pequiven）の従業員が「会社の内部問題を訴えたこと

で解雇された」とツイッターに投稿した。 

 

「マドゥロ大統領、先ほどペキベンが私を解雇したこと

を通告する。 

 

理由は、年間６０万トンを生産できるモロン工場が、１

８年に入ってから６万トンしか製造できていないこと

をツイッターで公開したためだ。 

 

この状況が続くようであれば我々は革命を守り続ける

ことが出来ない。」 

と訴えた。 
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一方でこのツイートに対する反応として 

「あなたがもし誠実であれば、あなたはチャビスタでは

ない。もしあなたがチャビスタならば、あなたは誠実で

はない。理解できるか？」 

と投稿されてコメントに対して 

 

「私があなたよりも誠実であることは疑いようがない。

ベネズエラで起きていることは野党の理解を越えてい

る。」 

とあくまで現政権を擁護する姿勢を維持した。 

 

「コスタリカ政府 Alunasa 労働者への支援検討」        

 

６月１５日付の「ベネズエラ・トゥデイ No.151」の記

事でディオスダード・カベジョ制憲議長が、コスタリカ

に支社をもつベネズエラ国営企業「Alnasa」を通じて汚

職を行っていたとの報道を紹介した。 

 

「Alnasa」は工場を稼働させるためのベネズエラからの

原料供給が停止しており、稼働率が落ち込んでいる。３

カ月ほど前から給料を受け取っていない従業員もいる

ようだ。 

 

米国政府からコスタリカ政府に「Alnasa」への調査要請

があったことで状況は更に悪化した。 

 

「Alnasa」の従業員は２７３名。 

コスタリカの首都サンホセから６５キロほど離れたエ

スパルサ市にあり、地域の雇用を支える重要な企業。 

「Alnasa」の事業悪化はこの地域の経済にも大きな影響

を及ぼす。 

 

コスタリカ政府は「Alnasa」で働く従業員２７３名を支

援するための計画を検討している。 

 

 

 

コスタリカ大統領府のプレスリリースで 

「コスタリカ政府はエスパルサ市長と会談し、支払い遅

延の被害を受けている従業員のリストを作成すること

で合意した。コスタリカ政府は彼らのプロフィールなど

を精査し、仕事を探すなど支援を検討する。」 

と発表した。 

 

「DICOM２０回目 １ドル１１．６万ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第２０回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ１３４，２６２．５ボリバル。 

ドル建てで１ドル１１６，０００ボリバル。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル９６，０００ボリバ

ルだったので２０．８％ほどボリバル安に傾いたことに

なる。 

 

落札された外貨の合計は９８万８４１．１７ドル。 

前回が２１万８，９４９．４３ドルだったので、４．５

倍ほど増えたことになるが、金額自体は決して多くない。 

 

法人７７社に対して８９万６，８３２．１２ドルが割り

当てられ、４５０名に対して８万４，００９．０５ドル

が割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かったのはタイヤ関係の業者

「Covencaucho Industrias」で１４．４万ドル（原材料

輸入が目的）。 

次いでビールメーカーの「Cerveceria Regional」が１０

万ドル（原材料輸入が目的）。 

３番目はスーパーマーケット「Central Madeirense」で

約８．５万ドルの割り当てを受けた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
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「原油価格 １バレル６７．０７ドル」                 

 

１８年６月２５日～２９日のベネズエラ産原油の平均

価格は４４０．４７人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６７．０７ドル／バレル。前週の６４．７

４ドルから約２．３３ドル上昇した。 

 

OPEC は１８年７月から増産する方針で合意したが、増

産合意分は今後のイランとベネズエラの減産で相殺さ

れるとの見通しが強まっていることが理由とされる。 

 

 

 

社 会                       

「抗議行動での拷問を理由に警察官８名を逮捕」          

 

検察庁は、１７年の抗議行動の際にスリア州マラカイボ

市で２０歳の若者（男性）を逮捕、拷問を行ったことを

理由に８名の国家警察官（PNB）を逮捕した。 

 

 

 

 

検察庁の発表によると、拷問を受けた若者はスリア州ア

ンパロ地区にある電力公社（Corpoelec）の支社の前で

他の人と抗議行動を行っていた。 

 

野党系メディア「Caraota Digital」によると、国家警察

は若者を逮捕した後、調査との名目で拷問を行った。 

拷問の有無に関する調査を行ったのは軍部の治安維持

組織（Dgcim）だった。 

 

この８名の警察官の逮捕はベネズエラ政府として抗議

行動を抑えるにあたって拷問があったことを暗に認め

ることと言える。 

少し意外に感じたので敢えて、紹介した。 

 

２０１８年６月３０日（土曜）～７月１日（日曜）             

政 治                       

「メキシコ 左派ロペス・オブラドール氏当選」        

 

７月１日 メキシコで大統領選を含む一斉選挙が行わ

れ、左派政党「国家再生運動（Morena）」の党首を務め

るロペス・オブラドール元メキシコ市長が当選した。 

 

メキシコの選挙当局が発表した最初の数字ではオブラ

ドール氏が４２．８％。対抗馬のアナジャ氏が２９．３％、

他マエダ氏が１８％、ブロンコ氏が６％と他の候補を大

きく引き離す結果になった。 

 

なお、この数字は途中経過で今後変わることになるが、

オブラドール氏の当選はほぼ確実と言える。オブラドー

ル氏の大統領就任は１２月１日の予定。 

 

ピニャ・ピエト大統領もオブラドール氏の勝利を認識し、

協力するとコメント。対抗馬も敗北を認めており、政権

移行に大きな問題は生じない見通しだ。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年６月）

（出所）ベネズエラ石油省
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オブラドール氏は左派系の政治家としてキューバのフ

ィデル・カストロを「巨人」と呼び、テレビのインタビ

ューではマドゥロ大統領を独裁者と思うかとの質問に

対する回答を拒否すると強く拒んだことがある。 

 

とは言え、ベネズエラを擁護する立場に転換するとは考

えにくい。現在のマドゥロ政権に対して批判的なスタン

スから、ニュートラルなスタンスになるという程度だろ

う。 

 

なお、１７年に入りベネズエラはメキシコからの輸入を

増やしている。理由はベネズエラ政府が貧困層向けに供

給する食料品セット CLAP の輸入と見られる。 

 

メキシコがマドゥロ政権寄りになることで、両国の食料

品分野の経済関係が深化する可能性がある。 

 

「野党連合幹事長 ３名の候補から選出」           

 

野党連合（MUD）は１７年２月から空席になっていた

MUD 幹事長職を再び設けることを検討している。 

 

５月末には０９年３月～１４年 7 月まで MUD 幹事長

を務めたラモン・ギジェルモ・アベレド氏が再任すると

の情報が流れたが、一部の政党が反対したようで結論が

出ていない。 

 

現在、MUD は３名の候補から MUD 幹事長を選ぶこと

を検討しているようだ。 

 

１人目はラモン・ギジェルモ・

アベレド氏（詳細は「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.143」５月２９

日付の記事参照）。 

 

 

 

２人目はヘラルド・ブライ元バル

ータ市長。 

１７年１０月の全国州知事選の

際に選挙対策長を務めた人物。 

 

 

 

３人目はホルヘ・ロイ元ベネズエ

ラ経団連（Fedecamaras）代表。 

 

 

 

正直なところ、あまり良い選択肢がないように思える。 

 

ヘラルド・ブライ氏は影が薄く、国民への訴える力が弱

い。他の２名と比べて認知度も高くない。発言時は無表

情で何を考えているか分からず、好感が持ちにくい。 

１７年１０月の州知事選の選挙対策委員長を務めたが、

有効な手段を取れたとは思えない。 

 

ホルヘ・ロイ氏は何度か会ったことがある。悪い人では

なく彼を支持する人は多いが、エリート過ぎる印象があ

る。マリア・コリナ・マチャド VV 党首と似た印象。 

また、彼自身は政治家ではないので癖の強い野党政治家

をまとめるのに苦労する気がする。 

 

この中で最も良い選択はラモン・ギジェルモ・アベレド

氏だと思う。MUD を長年まとめてきた経験もあり、分

裂状況にある MUD のつなぎ役は期待できる。ただし、

彼はベテラン政治家で新鮮さがないことは問題だろう。 

 

また、抗議行動など過激な行動を呼びかけるタイプの人

物には見えない。過激な手段での政権交代を望むグルー

プには心もとない人物と言えるかもしれない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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「MUD 近日中に今後のプランを発表」              

 

第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ秘書長は、近日中

に野党連合（MUD）がベネズエラの危機を脱却するた

めの計画を示すと発表した。 

 

グアニパ PJ 秘書長は民放「Televen」の番組に出演し 

 

「野党は政権交代のために統一を強化している。今はベ

ネズエラ国民の期待に応えることが出来ておらず、個々

人の野望は議論の脇に置かなければいけない。 

 

我々は政治家の団結を呼びかけてきたが、国民の団結を

呼びかけなければいけない。 

 

現在、MUD は変化を求めるだけではなく、解決の道筋

をつけるための検討が進んでいる。近日中に公に発表す

ることになるだろう。」 

と語った。 

 

なお、グアニパ秘書長と彼の妻は会計監査長から資産調

査を受けている。また、与党政治家マリオ・シルバ氏が

彼を暗殺しようとしたとの情報も流れている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.148」６月８日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「中央銀行 ６ケタの通貨切り下げを検討か」            

 

３月２２日 マドゥロ大統領は６月４日に通貨切り下

げ（デノミネーション）を実施すると宣言。 

６月４日以降は、１，０００ボリバル・フエルテが１ボ

リバル・ソベラーノに変わると発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.114」３月２２日付の記事参照）。 

 

しかし、５月末に金融機関関係者らとの会談で通貨切り

下げの施行を２カ月間遅らせることに合意。 

 

現在は８月４日に通貨切り下げが行われる予定になっ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.143」５月２９日付

の記事参照）。 

 

この通貨切り下げについて、ベネズエラの経済調査会社

「Ecoanalitica」のアレンハンドロ・グリサンティ氏はツ

イッターで 

 

「中央銀行は３ケタの通貨切り下げではなく、６ケタの

通貨切り下げを検討しているとの情報を入手した。 

仮に６ケタの通貨切り下げを実施した場合、最低賃金は

５ボリバル・ソベラーノになる。 

 

マドゥロ大統領、ハイパーインフレーションの流れを変

えなければいけない。ベネズエラ人の購買力を回復させ

ることが必要だ。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）アレハンドロ・グリサンティ Ecoanalitica 役員 

 

「生活必需品の価格はいくらか」         

 

ベネズエラ政府は現在、生活必需品５０品目の価格を統

制するための会議を行っている。最終的な結論は７月２

日（月曜）に発表される見通し。 

 

経済情報サイト「Bancaynegocios」は、この５０品目

に該当する商品がいくらで販売されているかをカラカ

スで調査した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01885257b3621417e124694a1bab1912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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・鶏肉１キロの現在の統制価格は２５，４００ボリバル。

しかし、６月２９日時点の価格は１キロ当たり３２０万

ボリバルだという。 

 

・米の場合、現在の統制価格（１７年１１月施行）は１

５，５６０ボリバルで売らなければいけないが、２００

万ボリバルで売られている。 

 

・コーヒー（挽いてあるもの）は、統制価格では１キロ

当たり３０，８９１ボリバルだが、１，２００万ボリバ

ルで販売されている。 

 

・砂糖は統制価格だと１キロ当たり１８，７５８ボリバ

ルだが、一般的には９０万ボリバルで売られている。 

 

「リベルタドール市長 キオスクを撤去」        

 

カラカスでキオスク（道路脇でスナックやタバコなどを

販売する露店）が撤去されている。 

 

６月２９日 ベネズエラ大学通りのキオスクの撤去を

命じた。これらの店舗は本来であれば政府への申請が必

要だが、こういった申請をせずに路上にキオスクを設置

したことが理由とされる。 

 

キオスクの店主は、 

「理由は聞かされていないが、撤去の前日夜に撤去する

との連絡が入り、今日の朝には移動された」 

と訴えた。 

 

キオスク団体の代表は、１件だけではなく他にもキオス

クが撤去されていると訴えた。なお、カラカスには４，

５００～５，０００のキオスクが存在するようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）「Cronica Uno」ツイッター抜粋 

 

社 会                       

「スリア州 栄養失調で児童６名が死亡」          

 

レーニン・ダニエリ記者はツイッターで、今週１週間に

マラカイボで栄養失調を理由に６人の子供が命を落と

したと報じた。 

 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事もこの状況につ

いて 

 

「起きてはならないことだ。ここには亡くなった６人の

うち３名の遺体が見える。 

原油価格が１バレル６７ドルに達している状況で政府

は言い訳が出来ない。政府は速やかに人道支援を求めな

ければいけない。」 

とコメントしている。 
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「刑務所の囚人数は収容能力の１．５倍」        

 

現地メディア「Venepress」がベネズエラの刑務所事情

について記事を公開した。 

 

同記事によると、ベネズエラでは全国で５７，０９６人

の犯罪者が刑務所に収容されている。一方で刑務所の収

容能力は３５，５６２名。警察の留置所については本来

の収容能力の４倍に達しているという。 

収容能力を超える数の囚人がいるため、看守は彼らをコ

ントロールできない。 

 

また、ベネズエラの刑務所は必ずしも犯罪者を拘束する

場所としての役割を果たしておらず。むしろ刑務所から

犯罪を誘導していると言われている。 

 

刑務所の実質の支配者は刑務所長ではなく、囚人自身。

刑務所は本来であれば、社会復帰のための職業訓練など

の役割を担っているが、ベネズエラの刑務所では、犯罪

を行うための教育を受けると揶揄される。 

 

ベネズエラの犯罪情報を中心に扱う情報サイト「Insight 

Crime」は、囚人が良い生活をしていると報じた。 

例えばトコロン刑務所にはジム、プール、動物園、レス

トラン、一般のスーパーマーケットにはないような食料

品があると報じている。 

 

以上 

 

 


