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（写真）大統領府 “カラカスのホテル・フンボルトを視察するマドゥロ大統領とその一行” 

 

２０１７年１２月６日（水曜） 

 

政 治                    

 「ラミレス元国連大使 ロイター通信インタビュー 

～ベネズエラへの帰国と汚職の関与を否定～」 

「世論調査 マドゥロ大統領支持率が改善 

～野党勝利には候補の統一が不可欠～」 

 「故チャベス元大統領の娘 大統領選出馬の噂」 

経 済                    

 「運輸相 自動車業界と会合」 

 「中央銀行 CAF に４億ドルの融資求める」 

 「SUNDDE 査察 ６１０６店舗査察」 

「市民団体 １８年第１四半期に食糧危機を警告」 

「アルコール類 １２月８日から販売禁止」 

２０１７年１２月７日（木曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス氏 BBC Mundo インタビュー 

～大統領選出馬と米国を離れた理由～」 

 「カベジョ副党首 CNE 代表は病気で交代」 

経 済                   

 「Shinopec 米国で PDVSA 相手に訴訟」 

 「PDVSA２０利息 投資家の口座に着金」 

 「国会 １１カ月でインフレ率１，３６９％増」 

社 会                   

 「軍人へのクリスマスプレゼント予算」 

「エクスプレス誘拐 ８つの対策」 

「大統領 来月再稼働のホテル・フンボルト視察」 
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２０１７年１２月６日（水曜）             

政 治                       

「ラミレス元国連大使 ロイター通信インタビュー           

  ～ベネズエラへの帰国と汚職の関与を否定～」       

 

１２月４日付けでラミレス国連大使は辞任を表明し、ア

レアサ外相らと一緒に米国を発った（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.68」１２月５日付の記事参照）。 

 

PDVSA への粛清によりラミレス氏は、米国政府への情

報提供者になり米国に留まるか他国への亡命のいずれ

かを選ばなければならなかった。現段階ではラミレス氏

は後者を選んだように見えるが、米国に戻り情報提供者

になる可能性も否定できない。 

 

米国紙ウォールストリートジャーナルが関係者に確認

した情報によると、「今後の対応が決まるまでラミレス

氏はロープロファイルを維持するだろう」と話した。 

 

ロイター通信（マリアナ・パラガ）はラミレス氏にイン

タビューをすることができた（オリジナルの報道）。 

「自分は検察庁が捜査を進めているいかなる類の汚職

にも関与していない。私は内部の管理体制に細心の注意

を払っていた。 

私の親族を逮捕しているのは、私をあぶり出す作戦だ。

検察庁が逮捕された親族の無実を決定することを期待

している。」と汚職との関係を否定した。 

 

１２月１日にはラミレス氏の従兄弟であるディエゴ・サ

ラサール氏が逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.67」

１２月１日付の記事参照）。 

サアブ検事総長によると同氏はアンドラ銀行を介した

資金洗浄に関与しているようだ（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.68」１２月５日付の記事参照）。 

また、ラミレス氏は検察庁が PDVSA だけを汚職調査の

対象にしていることを非難した。 

また、ベネズエラへの帰国意志について 

「ベネズエラに帰国するには適切なタイミングではな

い。」として当面はベネズエラに戻る考えが無いことを

明らかにした。 

 

他、「私を裁判にかけようとする考えはチャベス政権の

重要な人物を破壊する最も悪質な政治方針だ。ベネズエ

ラの経済危機は深刻で緊急的に適切な対応を取らなけ

ればならない。」とコメントした。 

 

「世論調査 マドゥロ大統領支持率が改善        

    ～野党勝利には候補の統一が不可欠～」         

 

世論調査会社ベネバロメトロは、もし野党が大統領選の

候補者を統一しない場合は、与党による票操作が無くて

もマドゥロ大統領が再選するとのアンケート結果を公

開した。アンケート数は８８９人。１７年１０月２３日

～１１月７日までに実施した。 

 

同社が定期的に行っているマドゥロ大統領の政権運営

について「とても悪い」が２８．４％、「悪い」が２６％、

「普通だが悪い方」が１１．３％と６５．７％だった。 

 

一方で、「とても良い」が２．８％、「良い」が１６．９％、

「普通だが良い方」が１１．３％と好意的な回答が全体

の３１％。３１％の数字は反政府デモが起きていた１７

年５月の２１．７％から１０ポイント近く上昇したこと

を意味する。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-ramirez/venezuelas-ramirez-attacks-efforts-to-link-him-to-corruption-idUSKBN1E034E?il=0
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
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国の状況については、好意的な回答が１７年９月の９．

７％から２４．５％と一気に上昇している。また、否定

的な回答は９月の９０．２％から７５．３％と下落した。 

 

 

他、仮に来週大統領選が行われる場合、誰に投票する

か？との質問に対して、最も多かった回答はマドゥロ大

統領で２８．６％。次いでレオポルド・ロペス氏（VP）

が１８％、エンリケ・カプリレス氏（PJ）が１５．４％、

ラモス・アジュップ氏（AD）が６．６％、ヘンリー・

ファルコン氏（AP）が６．３％との回答が出た。 

 

 

 

つまり、全ての候補者がバラバラに出馬し票が拡散する

とマドゥロ大統領が勝利する可能性が高まる。 

 

また、興味深い結果として、仮に野党統一候補を選ぶた

めのプレ選挙を来週実施する場合、だれに投票するか？

（野党政治家だけに限定した場合、誰に投票したいか？）

という質問では結果が変わってくる。 

 

１位と２位は変わらず、レオポルド・ロペス氏（VP）が

３６．３％、エンリケ・カプリレス氏（PJ）が１９．０％、

ラモス・アジュップ氏（AD）が１０．０％、ヘンリー・

ファルコン氏（AP）が１８．０％との回答が出た。 

 

与党を支持するグループがレオポルド・ロペス氏とヘン

リー・ファルコン氏を支持する傾向にあるということが

見て取れる。なお、レオポルド・ロペス氏とエンリケ・

カプリレス氏は選挙への参加を禁止されている。 

 

 

 

他、野党連合のイメージについて「ネガティブ」との回

答は全体の６６％で「ポジティブ」の３２％を上回った。 

野党の内部分裂が支持者離れを促したと考えられる。 

 

なお、上表の「マドゥロ大統領の支持率の変遷」や、「国

の状況に対する意見」を見てもわかる通り、同社は与党

に傾いた結果を出す世論調査会社とは認識されていな

い。 
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「故チャベス元大統領の娘 大統領選出馬の噂」                 

 

１８年の大統領選に与党で誰が出馬するかとの噂は絶

えない。 

 

これまで存在する報道の中で名前が挙がった人物は、マ

ドゥロ大統領、パドリーノ・ロペス国防相、ホルヘ・ロ

ドリゲス情報通信相、ディオスダード・カベジョ与党ベ

ネズエラ社会主義統一党（PSUV）副党首、ラミレス元

国連大使、エクトール・ロドリゲス現ミランダ州知事、

ラファエル・ラカバ現カラボボ州知事など多数。情報の

正確さも分からない。 

 

可能性が最も高いのはアイサミ副大統領やアレアサ外

相が実際に発言しているマドゥロ大統領だろう。 

 

そして、この噂に新たな人物が加わった。故チャベス元

大統領の娘で国連大使代行を務めるマリア・ガブリエ

ラ・チャベス氏だ。同氏はラミレス氏との関係が強く、

出馬する場合は与党からではなく、マドゥロ大統領の対

抗候補として出馬する可能性もあるだろう。 

 

 

（写真）ガブリエラ・チャベス氏ツイッター写真 

 

 

 

 

 

通常であれば与党関係者はマドゥロ大統領のツイート

をリツイート（自分のフォロワーにコメントを共有する

こと）することが多いが、ガブリエラ・チャベス氏はだ

いぶ前からマドゥロ大統領のツイッターにリツイート

しておらず、両名が良好な関係ではないことを想像する

ことが出来る。 

 

経 済                         

「運輸相 自動車業界と会合」               

 

１２月に新たに運輸相に就任したカルロス・オソリオ氏

は輸送機器の組み立て会社代表らと会合を行い、輸送機

器組み立て工場で起きている問題について意見交換を

実施した。 

 

同会合にはトヨタ・デ・ベネズエラ、フォード、クライ

スラー、イベコ、ベネイラウト（イランとの合弁会社）、

エンカバなどが参加した。 

 

カルロス・オソリオ運輸相は 

「現在の経済混乱期を脱出しなければいけない。我が国

の運輸セクターを混乱から出す。民間セクターは我々に

対して誠実であることを望む。全ての支援が必要だ。」

と出席者らに伝えた。 

 

 
（写真）カルロス・オソリオ氏ツイッター 
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「中央銀行 CAF に４億ドルの融資求める」        

 

アンデス開発公社（CAF）はエクアドルの首都キトで定

例会合を行った。CAF はアンデス地域政府を中心に構

成される国際的な経済・金融振興機関。 

 

関係者によると、CAF のルイス・カランサ・ウガルテ代

表はベネズエラ中央銀行から外貨流動性支援のため４

億ドルの融資を求められたという。 

 

これに対して、アルゼンチン、コロンビア、パラグアイ、

ペルー、メキシコ代表の CAF 構成員が反対をしたよう

だ。本件は引き続き協議される。 

 

以前もベネズエラ中央銀行は同様の融資申請を行った

が、ベネズエラ国会の承認を経ない融資は出来ないとし

て CAF はこの申し入れを拒否している。 

 

「SUNDDE 査察 ６１０６店舗査察」             

 

価格統制庁（SUNDDE）長官のウィリアム・コントレ

ラス氏は６，１０６店舗を査察し、７９９店舗を投機、

買い占め、経済的なボイコットの罪で検察庁に訴えたと

説明した。 

 

特に食料品スーパーについては１，７７６店舗を査察し、

３７０トンの鶏肉、３００トン超の牛肉を押収。１４名

をその場で逮捕した。これまで２００万個の様々な種類

の商品を押収した。 

３，５００人の SUNDDE 職員が全地域で査察をしてお

り、国民の生活を投機行為から守っていると発言した。 

 

ベネズエラでは選挙前に SUNDDE の査察が強化され

る。値段を強制的に安く販売させることで政府の支持率

を上げるためと言われている。 

 

 

「市民団体 １８年第１四半期に食糧危機を警告」         

 

１２月６日 市民団体「行動する市民（Ciudadania en 

Accion）」のエジソン・アルシニエガ代表は国会の議会

で１８年初めに食糧危機が起きる可能性について警告

した。 

 

「ベネズエラの自給率は１６％以下にまで下がる可能

性がある。これまでに起きたことが無いような食糧難に

襲われる危険性がある。 

 

国内の農産業者は野菜類を栽培するための種子、肥料が

ない。生産は大きく落ち込むだろう。同時に雇用にも影

響を与え、食糧危機は深刻化する。 

 

５万人のベネズエラ人が一日に必要なたんぱく質の１

０％以下しか摂取できていない。 

また一日に必要なカロリー摂取量の３０％以下しか摂

取できていない。緊急的な人道支援が必要だ。」と訴え

た。 

 

ベネズエラの人口は３，０００万人超だ。５万人は人口

全体の０．２％にも満たない。この数字が多いか少ない

かは発言を聞いただけでは何とも判断できない。 

 

「アルコール類 １２月８日から販売禁止」         

 

ベネズエラでは選挙日の前後はアルコールの販売が禁

止される（レイ・セカと呼ばれる）。 

 

ネストル・リベロール内務司法平和相は１２月１０日の

全国市長選、スリア州知事選を前に１２月８日（金曜）

～１１日（月曜）までアルコールの販売を禁止すると発

表した。また、選挙プロセスの障害になるような公共で

の会合や集会の実施を禁止する旨も発表した。 
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２０１７年１２月７日（木曜）             

政 治                       

「ラミレス氏 BBC Mundo インタビュー             

   ～大統領選出馬と米国を離れた理由～」        

 

ラミレス元国連大使は BBC Mundo のインタビューに

答えた。 

 

「私は２０１３年に経済担当副大統領に就任し、経済問

題の解決を試みた。あの当時から経済状況が極めて深刻

な状況になると予測できていた。 

 

私は当時、政府内や民間セクターに経済改革の必要性を

警告し、口頭や書面で何度も訴えた。しかし、政治的な

支持は得られず、失敗に終わった。この一連の騒動が国

連大使に移動した理由だった。国外に移動してからは政

治、経済を運営する側ではなくなり２年間は国連で沈黙

を維持した。残念ながら、その間にベネズエラは極めて

深刻な状況に陥った。」 

 

また、ラミレス氏が投稿したオピニオン記事（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.62」１１月２１日付の記事参照）に

ついて聞かれると、 

「私が投稿した現政権の経済運営に関するオピニオン

記事は何人かの人間の気分を害させた。その中にはマド

ゥロ大統領も含まれる。私は諸外国がベネズエラ経済に

攻撃を仕掛けているという理論を今でも正しいと思っ

ている。一方で政府は２０１３年から対応を始めること

が出来たし、始めるべきだった。」と答えた。 

 

他、大統領選出馬意思については、 

「現段階ではそのテーマについて話す状況ではない。本

来であれば国のために尽くすべきだが、今の問題を解決

するために注力する必要がある。しかし、自分がしなけ

ればいけないことを行う。」と出馬意思があることを匂

わすようなコメントをした。 

 

また、現在は既に米国を離れていると明言した。 

 

「私はベネズエラを離れてから３年が経過する。ベネズ

エラに帰国したいと考えている。また、多くの人が私は

米国に留まることが出来ると考えているようだが、私に

は留まる場所はないし、米国での生活を続ける資産もな

い。」とコメントした。 

 

これに対して、反政府系の情報サイト El Chiguire 

Bipolar はラミレス国連大使が米国で生活できるように

寄付要請サイト「GoFundMe」で寄付金を募り始めた。 

 

目標寄付金額は１００万ドル。日本時間で１２月８日

PM１４時５０分の時点で１５ドル（２名）の寄付金が

確認されている。もちろん、これはラミレス元国連大使

への皮肉だ。 

 

 

（写真）GoFundMe 

 

なお、ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は、 

「故チャベス元大統領への裏切り行為は野党に鞍替え

することだけではない。汚職に関与することも故チャベ

ス元大統領への裏切りだ。」と間接的にラミレス氏を非

難した。 

 

一方でラミレス氏の従兄弟ディエゴ・サラサール氏の逮

捕に関連して、フリオ・モントージャ議員は、サラサー

ル氏がアラブ首長国連邦に１１０棟のアパートを所持

しており、この取引にカベジョ氏の親族ルイス・マリア

ノ・カベジョ氏も関わっている疑いがあると告発した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf
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「カベジョ副党首 CNE 代表は病気で交代」           

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は自身が司会

を務めるテレビ番組「Con el Maso Dando」で、ティビ

サイ・ルセナ選挙管理委員会（CNE）代表が病気である

ことを明らかにした。ただし、病名は明らかにされてい

ない。 

ルセナ代表が病気（ガン？）という噂は以前から存在し

ていたが、政府関係者が本件について話すのは初めての

こと。 

 

「ティビサイ・ルセナ CNE 代表が病気で苦しんでいる

と知りながら、野党は彼女への攻撃を続けている。彼女

がこれまでで最も優れた CNE 代表であるにも関わらず

だ。」と発言した。 

 

ルセナ CNE 代表は市長選の前であるにもかかわらず、

１１月２２日を最後にテレビに登場していなかった。カ

ベジョ氏はルセナ氏の代わりにサンドラ・オブリタ

CNE 役員が代表を務めていると語った。 

 

 

（写真）サンドラ・オブリ―タ CNE 役員ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「Shinopec 米国で PDVSA 相手に訴訟」            

 

英国紙フィナンシャル・タイムスは中国最大規模の石油

会社である中国石油化工（Shinopec）が米国裁判所に

PDVSA を訴えたとの記事を報じた。 

 

発端は２０１２年５月に Shinopec America と PDVSA

の関係会社 Bariven が締結した鉄筋の４．５万トンの購

入契約。 

 

Shinopec は契約を履行したが契約金の半分しか支払わ

れていないという内容。契約金額は４，３５０万ドルだ

ったが、半分しか支払われておらず、２，３７０万ドル

の未払いを理由に訴訟を起こした。 

 

中国はベネズエラと強い経済関係があり、多額の融資を

行っている。一方でベネズエラのプロジェクトに深く入

り込んでいるのは中国天然気集団（CNPC）で Shinopec

はあまり話に上がっていない。 

 

中国政府との関係悪化を象徴する一件だとコメントす

る専門家も多いが、ロシアについても同国船会社

Sovcomflot が１７年４月に PDVSA のタンカーを差し

押さえたがロシア政府との関係は継続している。本件に

ついてはもう少し様子を見てもよいと考えている。 

 

「PDVSA２０利息 投資家の口座に着金」         

 

PDVSA２０２０年社債は１１月２７日に３０日間のグ

レースピリオド（支払猶予金）が過ぎている。一方で、

PDVSA は２４日には支払い開始を報じていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.64」１１月２４日付の記事参照）。 

 

１２月７日 PDVSA２０年社債の投資家に利払いが始

まっていることが確認された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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PDVSA２０年社債は Citgo の株式５０．１％の担保が

設定されている。訴訟に発展するリスクが最も高い債券

と理解されており、PDVSA が優先的に支払いを行うだ

ろうと言われていた。 

 

「国会 １１カ月でインフレ率１，３６９％増」        

 

１２月７日 国会は２０１７年１１月のインフレ率が

先月比５６．７％増加したと発表した。また、２０１７

年１月～１１月までのインフレ率が１，３６９％だった

と補足した。また、仮に今のスピードで物価が上昇する

のであれば２０１７年の年間物価上昇率は２，０００％

を超えると警鐘を鳴らした。 

 

一方で国会の発表値には不思議な点もある。仮に１１月

のインフレ率が先月比５６．７％であれば１１カ月のイ

ンフレ率は１，３５０．５％になるはずだ。 

あるいは１１カ月のインフレ率が１，３６９％であれば

１１月のインフレ率は先月比で５８．７％になる。 

 

 

（出所）国会のインフレ率発表値 

 

 

 

 

社 会                        

「軍人へのクリスマスプレゼント予算」            

 

経済混乱期でも軍人は高価なプレゼントを政府からも

らえるということでメディアが騒いでいる。 

 

プレゼントの中身はウィスキー、ベネズエラ特有の甘い

リカー「ポンチェ・クリマ」、ラム酒、スポンジケーキ、

オリーブ、トゥロン（アーモンドなどを蜜で固めたもの）

など。 

ベネズエラの野党系サイト La Patilla によると、これら

の商品を一般の店舗で購入しようとすると７００万ボ

リバルはかかるとのこと。これらのプレゼントは４，０

００人の軍人にプレゼントされる。 

 

（写真）La Patilla 

表：　国会発表の消費者物価指数

（単位：％、物価指数は参考値）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

物価指数 118.6 142.4 165.5 192.8 227.8 276.6

先月比 18.6 20.1 16.2 16.5 18.26 21.4

累積インフレ率 18.6 42.4 65.5 92.8 127.8 176

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １１月

物価指数 348.6 466.1 636.2 925.7 1469.1 1450.5

先月比 26 33.7 36.3 45.5 58.7 56.7

累積インフレ率 248.6 366.1 536.2 825.7 1369.1 1350.5

（出所）国会発表をベースにベネインベストメント作成

２０１７年

２０１７年
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数日前には軍人の居住区に軍人専用のレストラン“Casa 

Tiuna”が新設された。クーデターを抑え、軍人の不満を

拡大させないために政府が細心の注意を払っているこ

とを伺うことが出来る。 

 

 

（写真）El Cooperante レストラン“Casa Tiuna” 

 

「エクスプレス誘拐 ８つの対策」             

 

カラカスに駐在している方々には釈迦に説法ではある

が、クリスマスシーズンになり、夜間の外出が必要な時

期でもある。弁護士のルイス・イスキエル氏がエクスプ

レス誘拐を避けるための８つの重要点を述べているの

で紹介する。 

 

1. 裕福であるような態度を取らないこと 

2. もし車に乗って夜間外出するならば目立つ車は控

えること 

3. 外出時は出来るだけ高価な時計、ブレスレット、派

手な服装は避けること 

4. 夜間の外出は主要道路を利用し、人の少ない道の利

用を避けること。 

5. 外でテイクアウトを待っているところで誘拐に襲

われることが多い。テイクアウトで待つようなこと

はしないこと。 

 

 

6. 人を送るのであれば出来るだけ早めに会場を出る

こと 

7. 顔を特定されにくくするため誘拐犯罪者は車高の

高い高級車に乗ることが多い 

8. コタミルは犯罪者が好む場所なので出来るだけ夜

間の通行は避ける 

 

「大統領 来月再稼働のホテル・フンボルト視察」              

 

カラカスのアビラ山を眺めると、山の頂にやけに高い建

物がポツンと１棟だけ建っていることに気がつく。この

建物はホテル・フンボルト（国営ホテル）と呼ばれる。

ホテル・フンボルトは１９５６年に建てられた。 

 

これまで修復工事をしていたが２０１８年１月から再

オープンする予定になっている。同ホテルの改修にはホ

テルマリオットも関わっているようだ。 

 

１２月７日 マドゥロ大統領は妻のシリア・フローレス

氏とホルヘ・ロドリゲス情報通信相、マルレニー・コン

トレラス観光相（ディオスダード・カベジョ PSUV 副党

首の妻）の４人でホテル・フンボルトを視察、併設のレ

ストランで食事した。 

 

同ホテルは１５階建てで７０部屋（１５５部屋という記

事もある）。６８部屋は一般の観光客向けに使用され、

２部屋は VIP のために使用される。写真を見る限りで

はまだ工事中のようではあるが来客スペースはきれい

な写真もある（ホテルの写真はマドゥロ大統領のツイッ

ターで確認できる）。 

 

以上 

 

https://twitter.com/presidencialven
https://twitter.com/presidencialven

