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（写真）アルゼンチン外務省 “ベネズエラへの石油制裁について意見を交わす米国務長官とアルゼンチン外相” 

２０１８年２月２日（金曜） 

 

政 治                    

 「CNE 役員 PJ の政党更新手続き中止を非難 

～大統領選に出馬できるのは事実上 AD と AP～」 

 「調査会社 Venebarometro の大統領選アンケート」 

「マドゥロ大統領 正式に与党統一候補に決定」 

経 済                    

 「米国 中国のベネズエラ政府支援を非難」 

 「タチラ州で石炭とリン酸塩採掘プロジェクト開始」 

社 会                    

「ペレス元捜査官の親族 米国で政権を非難」 

２０１８年２月３日（土曜） 

 

政 治                   

「ペレス・ヒメネス独裁政権を倒した政治家 

２４時間拘束の末、解放」 

経 済                   

 「アムアイ製油所が再稼働」 

 「原油価格 １バレル６１．５ドル」 

社 会                   

 「スペイン新聞社 PDVSA 幹部の汚職を告発」 

 「パスポート発行の不正で公務員５名逮捕」 

 「観光地ロスロケスの新たな入島料」 
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（写真） 

 

２０１８年２月２日（金曜）             

政 治                       

「CNE 役員 PJ の政党更新手続き中止を非難       

 ～大統領選に出馬できるのは事実上 AD と AP～」       

 

２月２日 選挙管理委員会（CNE）の役員５名の中で唯

一、野党系に属するエミリオ・ロンドン役員は第一正義

党（PJ）が政党更新できなくなったと訴えた。 

 

PJ は１月２７、２８日に政党更新を行うために署名集

めに参加したが、更新要件である各州有権者数の０．

５％以上の署名を１２州で集めることができなかった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.91」１月２８日付の記事

参照）。 

 

本来であれば２月３日、４日に再度、署名集めを実施で

きるはずだが、CNE として署名集めの再挑戦を拒否し

たようだ。 

 

本件に関して他の CNE 役員から公式な発表は無いが、

PJ は２月３日、４日に署名集めを実施することが出来

なかったことは事実だろう。 

 

フリオ・ボルヘス PJ 幹事長は CNE の決定に対して、

「我々への脅威から政府は政党更新を禁止した。」と不

当な扱いを訴えた。 

他、大衆意志党（VP）、発展進歩党（AP）、行動民主党

（AD）らも CNE の決定を非難する声明を発表してい

る。 

 

与党側からは本件についてあまり多くは語られていな

いが、２月４日にディオスダード・カベジョ PSUV 副党

首は 

 

「VP と PJ は政党の原則である民主主義の道を逸脱し

たので政党として認められなかった。彼らは国内の治安、

経済を乱すために何度も暴力とテロ行為を扇動してき

た。ファシスタで構成された政党だ。」 

と述べている。 

 

 

（写真）第一正義党ツイッター 

“CNEによる政党更新作業停止に抗議するPJ党員たち” 

 

２０１８年２月４日（日曜） 

 

政 治                  

 「マドゥロ大統領 明日選挙日を発表 

～野党側の大統領選候補を非難～」 

「調査会社 Hinterlaces のアンケート結果」 

経 済                  

 「米国務長官 アルゼンチン外相と会談 

～石油産業への制裁を検討したと発表～」 

 「タメ航空 ベネズエラ路線を運行停止」 

社 会                  

 「2/4 チャベス元大統領クーデター記念日」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
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「調査会社 Venebarometro の大統領選アンケート」          

 

世論調査会社 Venebarometro 社が野党で大統領統一候

補になってほしい人物に関するアンケートを行った。 

同組織は野党系に近いが中立的と言えるアンケート調

査会社だろう。 

 

同社が実施したアンケート結果は以下の通り。 

 

１位： ロレンソ・メンドーサ社長 １７％ 

２位： ヘンリー・ファルコン AP 党首 １４．８％ 

３位： ラモス・アジュップ AD 幹事長 ８．５％ 

４位： マリア・コリナ・マチャド VV 党首 ７．９％ 

 

上記の中で、マリア・コリナ・マチャド氏のベネズエラ

主導党（VV）は政党としての出馬資格がない。 

そもそもベネズエラ与党が全力で彼女の出馬を拒むだ

ろう。 

 

出馬可能性があるのは前述１位～３位の人物のいずれ

かになりそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 正式に与党統一候補に決定」                 

 

２月２日 与党ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の

党大会が実施された。 

 

同大会でニコラス・マドゥロ大統領が１８年の大統領選

における与党統一候補になることが正式に決定した。 

 

実際のところディオスダード・カベジョ PSUV 副党首

がマドゥロ大統領の再出馬を求めた時点で、同氏の出馬

は決まっていたが、これで正式に与党統一候補が定まっ

たことになる。 

 

 

 

 

（写真）大統領府公式ツイッター 

“大統領選候補になることが決定したマドゥロ大統領” 

 

経 済                         

「米国 中国のベネズエラ政府支援を非難」          

 

２月２日 米国のデイビッド・マルパス財務次官（０８

年に経営破綻したベアースターンズの元チーフエコノ

ミスト）は中国政府がベネズエラ政府を支援しているこ

とを非難した。 

 

マルパス財務次官は 

「中国とベネズエラの結んでいる原油の代物返済によ

る融資スキームはベネズエラ経済に悪い影響を与えて

おり、周辺の地域にとっても良い影響はない。 

 

ベネズエラで起きている深刻な人道問題と経済崩壊は

大部分がベネズエラ政府に責任がある。中国はベネズエ

ラに金融支援を行っており、悪い政権の後ろ盾になって

いる。」 

とコメントした。 
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「タチラ州で石炭とリン酸塩採掘プロジェクト開始」        

 

２月２日 ビクトル・カノ鉱業開発・エコロジー相はタ

チラ州で石炭とリン酸塩の採掘プロジェクトを進める

と発表した。 

 

同氏は 

「この地域では石炭とリン酸塩の埋蔵が確認されてお

り、毎年１０万トンの石炭と１万トンのリン酸塩が採掘

できる。このプロジェクトは民間企業との協力で行う。」 

と発表した。 

 

国営石炭公社（Carbozulia）は１月下旬に北アイルラン

ドに向けて４．４万トンの石炭を輸出している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.91」１月２７日付の記事参照）。 

 

社 会                       

「ペレス元捜査官の親族 米国で政権を非難」          

 

マドゥロ政権に反旗を翻し１月１５日に殺害された犯

罪科学捜査班（CICPC）のオスカル・ペレス元捜査官の

親族が米国に訪問し、現政権を非難する関係者らと会談

した。 

 

米州機構（OAS）のルイス・アルマグロ事務局長はペレ

ス元捜査官の家族と面談したとツイッターで 

「母親のアミンタ・ペレス氏と３児の母親でオスカル・

ペレス氏の妻であるダニャ・ビバス氏と会談をした。 

彼らは法外の行動を取る政府を非難し、我々に事件の真

相を調査するように求めた。」 

と投稿した。 

 

また、両名は米国国務省にも訪問したようだ。ダニャ・

ビバス氏は「Departament of State」と書かれたロゴの

前で撮った写真をツイッターに投稿している。 

 

 

 

（写真）ルイス・アルマグロ OAS 事務局長 

 

２０１８年２月３日（土曜）              

政 治                        

「ペレス・ヒメネス独裁政権を倒した政治家       

          ２４時間拘束の末、解放」        

 

２月２日 １９５８年に当時のマルコス・ペレス・ヒメ

ネス独裁政権を崩壊させた政治家のエンリケ・アリステ

ギエタ・グランコ氏が諜報部（SEBIN）に逮捕された。 

 

同氏が独裁政権を倒した人物として有名であることや

８５歳で高齢ということもあり、野党と国際社会から強

烈な非難が起きた。 

 

SEBIN は同氏を拘留所に移送したが、２４時間後には

解放した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
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今回の拘束は同氏が先月マドゥロ政権の崩壊を訴える

コメントをネットに投稿したことが原因とされる。 

SEBIN がアリステギエタ氏の自宅に捜索令状なしで押

し入った際に「嫌悪流布罪」として取り調べを行うと言

及していた。 

 

アリステギエタ氏は解放後に記者会見を開いた。 

「私の解放のために尽力してくれた野党の政党、国際社

会の非難に感謝する。拘束後に汚い場所で待機させられ

たが、判事、警察官を含め扱いは決して悪くなかった。 

 

私は政府と異なる思想を持つことを罪として拘束され

た。独裁政権がこのような対応を取ることは驚くことで

はない。今の政府は違憲な方法で存続しており、崩壊し

なければいけない。 

 

ベネズエラの崩壊は近い。私を拘束した SEBIN の公務

員たちも政府の方針に納得しているわけではないとの

意見を聞いた。」と声明を発表した。 

 

現在、アリステギエタ氏は急進野党のベネズエラ主導党

（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首や国民勇猛同盟

（ABP）のアントニオ・レデスマ党首などで構成する

「Soy Venezuela」の構成員に加盟しており、問題とな

ったビデオでも与野党交渉に参加する野党政党を非難

していた。 

 

（写真）VivoPlay 

“解放後に声明を読み上げるアリステギエタ氏” 

 

経 済                       

「アムアイ製油所が再稼働」               

 

１月１８日 ベネズエラで最も大きなアムアイ製油所

で火事が起き第５蒸留所が稼働を停止していたが、同施

設が稼働を再開したようだ。 

 

PDVSA 労働組合の代表を務めるイバン・フレイタ氏は 

「現在、アムアイ製油所は日量２３万バレル程度で稼働

している。第１、２、５蒸留所が動いている。」 

とコメントした。 

 

同製油所の精製能力は日量６４．５万バレルなので３

６％程度の稼働率ということになる 

 

ただ、２月３日の午後に小火騒ぎが起きたようだが、幸

いけが人は出ていない。 

 

「原油価格 １バレル６１．５ドル」         

 

１８年１月２９日～２月２日のベネズエラ産原油の平

均価格は６１．５０ドル／バレルで前週の６１．３６ド

ルから０．１４ドル上がった。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１月）

（出所）ベネズエラ石油省
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社 会                       

「スペイン新聞社 PDVSA 幹部の汚職を告発」          

 

スペインの新聞社「El Pais」の取材で PDVSA 幹部３名

が０８年～１４年にかけて６，０００万ドルをアンドラ

銀行に送金していたことが判明した。 

 

同新聞社によると不正送金に関わっていたのはPDVSA

関連会社カラカス電力公社の元財務部長を務めていた

ルイス・カルロス・レオン氏（既にスペイン警察に逮捕

されている）、PDVSA 元幹部のエウドマリオ・カルジャ

氏、PDVSA 関係会社 BARIVEN の元社長で昨年１１月

に逮捕されたフランシスコ・アントニオ・ヒメネス氏の

３名。 

 

３名はアンドラ銀行に口座を開設し、カルロス・レオン

氏は同口座に２，２００万ドル、うち５５０万ドルはチ

ャベス元大統領の頃に石油エネルギー省次官を務めた

ネルビス・ビジャボア氏に渡っている。 

 

ヒメネス氏については口座の送金履歴まで公開してい

る。同氏についてはラミレス元 PDVSA 総裁の従兄弟で

逮捕されたディエゴ・サラサール氏から８２０万ドルを

受け取っている。 

 

カルジャ氏はパナマペーパーに名前があがっており、ベ

ネズエラ政府から０８年～１０年の３年間に入金され

た３，０６０万ドルについて調べられている。 

 

「パスポート発行の不正で公務員５名逮捕」              

 

２月３日 検察庁は、出入国管理庁（SAIME）の職員が

賄賂を受領しパスポート発行を早めているとして、犯罪

行為の関与が疑われている５名の SAIME職員の逮捕命

令を出したと発表した。 

 

 

検察庁は 

「今回、SAIME 職員らの犯した罪は身分証明組織法お

よび抗汚職情報犯罪法で裁かれる。 

既に検察庁の３４号判決により５名の拘束命令を発行

し、犯罪科学捜査班（CICPC）が逮捕に乗り出している。」 

とコメントしている。 

 

「観光地ロスロケスの新たな入島料」               

 

ベネズエラにはロスロケスというリゾート地がある。 

 

カラカスから飛行機で１時間ほど移動したところにあ

る島で白い砂浜と透明な海があるビーチとして知られ

ている。現地に駐在している日本人であれば一度は訪れ

てみたい場所だろう。 

 

自然遺産としてロスロケスに入るためには入島料が必

要になるが、その入島料が２月１日に改定された。 

 

ベネズエラ居住者は７５万ボリバル。 

外国からの旅行者は１００ドル 

 

ベネズエラ居住者からは最低賃金の３倍の値段で高す

ぎるとの不満の声も出ている。 

 

 

（写真）El Cooperante 
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２０１８年２月４日（日曜）              

政 治                        

「マドゥロ大統領 明日選挙日を発表          

     ～野党側の大統領選候補を非難～」              

 

２月４日 マドゥロ大統領は支持者の前で演説を行っ

た。そこで「CNE が大統領選の実施日を明日（２月５

日）発表するとの報告を受けた」と発言した。 

 

２月５日は与野党交渉の予定日だ。仮に同日に大統領選

実施日が発表されるのであれば、交渉の最重要テーマが

政府側の独断で決められたことになり、交渉が破談とな

る可能性が高い。 

 

また、マドゥロ大統領は「野党が参加しても、参加しな

くても大統領選は実施する。」と発表した。 

 

制憲議会は４月３０日までに大統領選挙を行うことを

承認し、公平で透明な選挙を求める野党、欧米を中心と

した外国から非難を受けている。一部の野党政治家から

は野党は大統領選に出馬するべきではないとの意見が

出始めている。 

 

マドゥロ大統領は、仮に野党が大統領選をボイコットし

たとしても政府は方針を変えるつもりはないことを示

したと言える。 

 

マドゥロ大統領は野党側の大統領選に出馬する候補者

としてヘンリー・ラモス・アジュップ AD 幹事長とヘン

リー・ファルコン AP 党首を名指しした。 

 

「米国に追随するラモス・アジュップ氏はトランプ大統

領が出馬を許さないから大統領選に出られるか分から

ない。その場合は、ファルコン氏が野党の対抗馬になる

だろう。」と発言している。 

 

 

「調査会社 Hinterlaces のアンケート結果」           

 

２月４日 政府の古株政治家であるホセ・ビセンテ・ラ

ンヘル氏は与党に近い調査会社 Hinterlaces が行った調

査を発表した。 

 

同社が１７年１２月～１８年１月にかけて１，５８０名

を対象に行った調査によると、７４％の回答者は米国に

よる制裁に反対しており、２３％は制裁に賛成している。 

 

また、３月あるいは４月に大統領選を実施する点につい

ては６５％が納得しており、３２％は納得していないと

の結果が出たようだ。 

 

他、野党を信頼しているか？との質問について７２％は

信頼していないと答え、２７％は信頼していると答えた。 

 

現在の問題にどのような解決策を求めているか？との

質問について、５６％はマドゥロ政権に問題を解決して

ほしいと考えており、３８％は野党が政権を運営してほ

しいと考えている。 

 

との結果だったようだ。 

同社は与党に有利な結果を出すことが多い。実態を的確

に示しているかどうかは疑問があるが、参考指標として

紹介する。 

 

経 済                       

「米国務長官 アルゼンチン外相と会談             

  ～石油産業への制裁を検討したと発表～」            

 

２月４日 米国のティラーソン国務長官はアルゼンチ

ンのホルヘ・ファウリエ外相と会談した。 

ティラーソン国務長官は会合で、ベネズエラの石油産業

への制裁の可能性について意見交換したことを明らか

にした。 
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「石油制裁で検討しなければいけないのはベネズエラ

国民にどのような影響が出るかだ。何もしないという選

択はベネズエラ国民を苦しめ続けることになる。 

両国はベネズエラ政府を抑制するために何らかの方策

が必要である点で一致していることを確認した。 

 

石油産業への制裁は、“米国内でベネズエラ産の石油の

販売を禁止する”あるいは“ベネズエラ産原油の精製を

禁止する”などの選択肢がある。 

 

ベネズエラが破壊されるのを黙ってみていることは出

来ない。ベネズエラ国民と隣国への影響を最小限に抑え

る方策を検討している。」 

と発表した。 

 

アルゼンチンのファウリエ外相は 

「ベネズエラ政府に金融的な拘束をかけるのはとても

重要なテーマだ。石油産業についてはベネズエラにとっ

て重要な産業であるため、制裁は十分に影響を考慮しな

ければいけない。 

 

アルゼンチンはベネズエラに民主主義が回復するため

に協力する。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）アルゼンチン外務省プレス向け写真 

“ティラーソン国務長官（左）とファウリエ外相（右）” 

 

「タメ航空 ベネズエラ路線を運行停止」           

 

ベネズエラの国際線がまた一つ減った。 

 

エクアドルの航空会社タメ航空は２月３日をもってカ

ラカス―ボゴタ―キト行きの便の運航を停止する。 

 

タメ空港は１７年１１月から新規チケットの販売を停

止しており、２月３日が最後の便だった。 

 

同社のオクタボ・ペレス氏は、 

「運航を停止する理由は２つ。１つ目は採算が取れなく

なったため、２つ目はマイケティア空港の管理体制に問

題があるからだ。だと説明した。 

 

数カ月前からチケットの販売数は減っていた。為替管理

の問題もあり、ベネズエラでの事業継続は容易ではな

い。」とコメントした。 

 

社 会                       

「2/4 チャベス元大統領クーデター記念日」            

 

２月４日は１９９２年に故チャベス元大統領（当時空軍

中佐）がフランシスコ・アリアス・カルデナス陸軍中佐

（前スリア州知事で現 Corpozulia 代表）らと共謀し、

当時のカルロス・アンドレス・ペレス政権を打倒するた

めにクーデターを行った日だ。 

 

クーデターは失敗に終わり、故チャベス元大統領は拘束

された。チャベス元大統領は投降後にテレビで 

「残念ながら、今回は、我々の目的は達成されなかった。

ボリバル軍事運動の責任は自分にある。」と演説し、反

乱軍に投降を呼びかけた。その後、レオポルド・ロペス

VP 党首も投獄されていたヤーレの軍事収容所に収容さ

れるが、国民の人気が高まり９４年に赦免された。 
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その後、民主的な手法で政権交代を目指すべく、当時組

織していたMBR-200という団体名を第五共和国運動党

（MVR）に改名し、９８年の大統領選で勝利した。 

 

当時も貧困層が生活に苦しんでおり、現状への不満が高

まっていた。当時の政権は第一正義党（PJ）、新時代党

（UNT）、大衆意志党（VP）の起源である行動民主党

（AD）とキリスト教社会党（Copei）が交代で政権を担

っていた時代だった。 

 

野党が政権を取れば債務再編が進み、世銀・IMF を中心

に多額の融資を受けて経済体制の再構築が進むと確信

している。 

最初の頃はうまく進むだろうが、十年近くたつと経済・

社会の矛盾が露見し、今と同じような状況になるのでは

ないかとの懸念もある。 

 

 

（写真）El Nacional 

“９２年 クーデター当時のチャベス大統領（左）とそ

のグループ” 

以上 

 


