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２０１７年７月１９日（水曜） 

 

政 治                   

  「野党 “統治のための共同の約束”を発表」 

  「米州機構事務局長 米国で現政権を批判」 

  「CNE ３０日の選挙方式の変更を検討」 

  「国家防衛評議会の継続を発表」 

経 済                   

  「石油タンカーの差し押さえを承認」 

「ダイヤモンド採掘でアンゴラ企業と覚書」 

「ベネズエラ経団連 新会長が決定」 

「６月の基礎食料費用は１２３万ボリバル」 

（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー “７月２０日ストライキ＠スリア州マラカイボ” 

２０１７年７月２０日（木曜） 

 

政 治                   

  「全土でストライキ ３名の死者を確認」 

  「大統領 野党リーダーらの投獄を指示」 

  「国連公使 政権の方針に逆らい解雇」 

  「メルコスールでの制裁を検討」 

経 済                   

  「ロスネフチと PDVSA が 

米国制裁の対応策で交渉」 

  「DICOM 第９回目の公募開始」 

  「１００ボリバル札の使用を６０日延長」 
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２０１７年７月１９日（水曜）            

政 治                      

「野党 “統治のための共同の約束”を発表」      

 

(写真)第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー 

「 “統一のための共同の約束”を読み上げるラモン・ア

ルップ前国会議長」 

 

２０１６年に国会議長を務めたラモス・アルップ議員

は、マドゥロ政権が崩壊した後に、どのように政権を

立て直すか「統治のための共同の約束」を公表した。 

 

まず、冒頭で野党が並行政府を設立しようとしている

という噂を否定し、次のように述べた。 

 

（以下要約） 

「新政権が最重要視する課題は社会正義である。食料

や医薬品の供給を改善するための対策を示す。特に貧

困層への支援に重点を充てる。 

また、人権侵害への対応、治安、暴力、犯罪、警察や

軍部の汚職撲滅、現政権の支持を得ている暴力組織を

解体する。 

 

野党連合は次期大統領候補を決めるために、これまで

と同様に予備選挙を実施する。また大統領は民間人で

あるべきで、軍人は選ばれない。大統領の再選はベネ

ズエラに良い影響を与えず、憲法に明記されるべきで

はない。大統領は一期で退く。 

 

また、我々と政治的に考え方の異なる人々を尊重す

る。決して報復や差別、特定の政治組織に属すること

を理由とした追及を行わない。」と宣言した。 

 

同書類にサインをした野党政党は以下、２１政党。 

 

「第一正義党（Primero Justicia）」「民主行動党

（Accion Democratico）」「新時代党（Un Nuevo 

Tiempo）」「大衆意志党（Volutad Popular）」「ベネズ

エラ進歩行動党（Movimiento Progresista de 

Venezuela）」「カウサ R（Causa R）」「発展進歩党

（Avanzada Progresista）」「国民勇猛同盟（Alianza 

Bravo Pueble）」「ベネズエラ主導党(Vente 

Venezuela)」「ベネズエラ計画党（Proyecto 

Venezuela）」「透明な勘定党（Cuenta Clara）」「緊急人

民党（Gente Emergente）」「統一党（Convergencia）」

「Unparve」「変化の力党（Fuerza de Cambio）」

「NOE」「ベネズエラ・ビジョン党（Vision 

Venezuela）」「共和国行動党（Movimiento 

Republicano）」「自由主義勢力党（Fuerza Liberal）」

「行動党（Moverse）」「前進党（Va Palante）」 

 

「米州機構事務局長 米国で現政権を批判」     

 

引き続き、多くの国が現政権の行動を批判している。 

 

７月１９日 米州機構アルマグロ事務局長が米国議会

のラテンアメリカ委員会に出席し、ベネズエラの民主主

義が崩壊していると報告。加えて、現政権は麻薬構造の

国だと紛糾した。 

 

フロリダ州選出でラテンアメリカ委員会議長のマルコ・

ルビオ共和党議員（同氏はキューバ政権への強硬派で知 
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られ、ベネズエラ政権にも否定的）からの質問に、「今

の独裁政権を崩壊させない限りベネズエラは麻薬国家

であり続け、民主主義を取り戻すことはできない。」と

答えた。 

 

またルビオ議員は与党ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）副代表のディオスダード・カベジョ議員を 

 

“ベネズエラのパブロ・エスコバル（コロンビアの麻薬

密売組織「メデジン・カルテル」の創設者で麻薬王と呼

ばれた人物）” 

と非難し、ベネズエラへの制裁行為に賛同した。 

 

なお、ニカラグア、ボリビア、キューバはマナグアで開

催された政治イベントで、米国がベネズエラ政権への制

裁を示唆した発言に対して抗議をした。他、ロシアも米

国の制裁を示唆する発言に対して声明を発表し、非難し

ている。 

 

また、米州機構の現議長国であるボリビアのエボ・モラ

レス大統領はアルマグロ米州機構事務局長が米国議会

で発言したことを非難した。 

 

 

(写真)第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー 

「米国議会でベネズエラの状況を説明するアルマグロ

米州機構事務局長」 

 

 

「CNE ７月３０日の選挙方式の変更を検討」    

 

国家選挙委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は７

月３０日の投票が平和裏に完了するよう、対策を検討し

ていると発表した。 

 

具体的には、有権者が投票をする会場が暴力的な状況に

なり、投票できない場合は市内の別の場所で投票するこ

とも可能とするなどの対応策が検討されている。 

 

他、選挙会場の周囲１００～５００メートルに治安維持

部隊をできる限り配置する。 

 

CNE は野党支持者による投票の妨害行為を予見してい

る。 

 

「国家防衛評議会の継続を発表」          

 

マドゥロ大統領は米国からの脅威に対応するため、７月

３０日まで国家防衛評議会を継続することを決めた。 

 

アイサミ副大統領は、 

 

・ベネズエラの外交力をもってベネズエラの平和を脅

かす工作行為に対抗する。 

 

・ベネズエラの経済活動を妨害する組織への防衛メカ

ニズムを発動させる。 

 

・７月２１日（金曜）から３０日の制憲議会を問題なく

終わらせるための国家計画を発動する。 

 

とコメントした。 
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経 済                      

「石油タンカーの差し押さえを承認」        

 

サン・マルティンの裁判所は、ロシアの運送会社

Sovcomflot 社が差し押さえた石油の売却に PDVSA が

協力するよう決定を下した。 

 

PDVSA は Sovcomflot 社の石油タンカーをレンタルし

ている。Sovcomflot 社は PDVSA から代金３，０００万

ドルが支払われていないとして訴訟を起こしていた。 

 

サン・マルティンの裁判所は英国での訴訟の結論が出る

までは同タンカーの差し押さえを認める判決を下した。

この決定を受けて Sovcomflot 社は今年３月にサン・マ

ルティン港に停泊していた PDVSA の石油タンカーを

差し押さえていた。 

 

その後、Sovcomflot 社は差し押さえしている石油の売却

を裁判所に求めていた。このタンカーに入っている石油

は５０万バレルで２，０００万ドル相当の価値がある。 

 

 

 

 

 

 

 

「ダイヤモンド採掘でアンゴラ企業と覚書」     

 

基礎・戦略社会主義産業省本省でアンゴラの Endiama

社と同省のビクトール・カノ環境工業投資次官がダイヤ

モンド採掘の合弁会社設立にかかる覚書を締結した。 

 

Endiama 社はダイヤモンドが集中する１８，７００ヘク

タールの土地を採掘する。 

 

同社は２０１５年にベネズエラがキンバリープロセス

に再加入する際のアドバイザーを務め、２０１６年にベ

ネズエラはキンバリープロセスに再加入することがで

きた。 

 

また同社アントニオ・カルロス社長とリカルド・サンギ

ーノ中央銀行総裁は、人材育成のための協力やキンバリ

ープロセスに適合したダイヤモンドの販売流通などを

支援することで合意した。なお、この計画を滞りなく進

めるため、中央銀行にキンバリープロセス室を新たに設

けた。 

 

「ベネズエラ経団連 新会長が決定」        

 

７月１８日 ベネズエラ経団連の会長がフランシスコ・

マルティネス氏からカルロス・ララサバル氏に交代した。 

 

ララサバル氏はカラボボ大学の経済学部卒。食品製造業

社でキャリアを積み、アラグア州の工業商工会やベネズ

エラ工業連合会の代表も務めた。ベネズエラ経団連では

２０１３年～２０１５年に第２副会長、２０１５年～２

０１７年に第１副会長を務めた。経団連会長の任期は２

０１７年～２０１９年まで。 

 

彼の基本的なスタンスはフランシスコ・マルティネス前

会長と大きく変わらないようだ。 
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（写真）ベネズエラ経団連（Fedecamaras） 

    カルロス・ララサバル新会長 

 

「６月の基礎食料費用は１２３万ボリバル」      

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人の家庭が

１カ月にかかる食費（基礎食料費用）と医療費や住居費

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６月の基礎食料費用

１２２万９，６９８ボリバルだった。単純計算すると一

人当たり２４万６，０００ボリバルの食費が必要になる。

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２０万ボリバルだった。 

 

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、６カ月で１２５．６％の増加し

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、１８０万ボリバル前後になると想定され

る。 

 

 

 

 

２０１７年７月２０日（木曜）           

政 治                      

「全土でストライキ ３名の死者を確認」       

 

野党が７月１７日に公表した通り木曜日は２４時間ス

トライキが全土で行われた。交通網は止まり、国営スー

パーのアバスト・ビセンテナリオでもストライキが起き

るなど大規模なストライキとなった。 

 

また野党支持者は街頭にでて抗議行動を展開し、治安当

局と衝突した。 

２０日（木曜）にミランダ州ロステケスで若者が１名死

亡。カラボボ州イサベリータ地区で２名が死亡。少なく

とも３名の死亡が報じられている。銃あるいは催涙弾が

当たり死亡したとの情報が入っている。 

 

他、国営放送局 VTV で野党支持者と VTV 職員が衝突

し、警察の車が燃やされた。 

 

なお、このストライキは２１日（金曜）の AM６時まで

続く。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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「大統領 野党リーダーらの投獄を指示」       

 

マドゥロ大統領は演説で、国営放送局で起きた野党支持

者の攻撃をスクレ市長カルロス・オカリス氏が企てたも

のだとして逮捕をすると脅した。 

 

他、野党の抗議行動を先導する若者議員（名前は言わな

かったがフレディ・ゲバラと思われる）に対して、「牢

獄の空きは確保した。」と脅迫した。 

 

レオポルド・ロペス大衆意志党党首が自宅軟禁になり、

交渉の道が開けるか期待したが、１６日の国民投票やそ

の後の与野党の態度を見る限り、対話の再開は難しいと

思われる。 

 

「国連公使 政権の方針に逆らい解雇」        

 

イサイアス・メディナ元ベネズエラ国連公使は人権侵害

を続ける現政権の姿勢を批判し、現職を退く旨を記した

書簡を公開した。 

 

なお、同書簡でイサイアス氏は３か月分の支払い（給料

と思われる）が滞っており、帰国費用と併せて支払うよ

う求めた。 

 

ラファエル・ラミレス国連大使はツイッターで 

 

「イサイアス・メディナ元公使のスタンスをはっきりと

拒絶する。即時にメディナ氏を解雇する。彼は我々を代

表しておらず、不誠実な態度をとった。」 

 

と投稿した。 

 

また書簡を公開する前に、イサイアス元公使は Youtube

で、現政権が人権侵害を行い、若者を際限なく抑圧して

いると批判していた。 

 

「メルコスールでの制裁を検討」          

 

アルゼンチンのホルヘ・ファウリエ外相は、メルコスー

ルとしてさらなる制裁措置を検討する。と報告した。 

 

ベネズエラは正式加盟時に約束していたメルコスール

規則を遵守することができなかったとして、１６年１２

月から加盟資格を一時停止されている。 

（ベネズエラ政府はこの措置を認めていない） 

 

ホルヘ・ファウリエ外相は、ベネズエラをメルコスール

から正式に除名する処分も考えられると発言している。 

 

経 済                      

「ロスネフチと PDVSA が             

          米国制裁の対応策で交渉」   

 

ロイター通信が関係者から得た情報によると、ロシア石

油会社ロスネフチと PDVSA は今後の米国による制裁

に対応するため交渉を行ったようだ。 

 

２０１６年にロスネフチは Citgo の４９．９％の株式を

担保に約１５億ドルを融資したとされる。しかし、米国

議員は米国にある石油会社の株をロシア企業が将来的

に保有することに拒否を示している。また、この担保取

引は１４年７月からロスネフチに科せられている制裁

措置に違反している可能性もある。 

 

「ベネズエラ政府が７月３０日の制憲議会選挙を進め

るのであれば、米国は受け身ではいない。迅速で重要な

経済措置を採る。」との米国大統領府の発言をうけて、

ロスネフチと PDVSA の交渉が急遽動いた。 

 

６月２１日、ロシアのスプートニクニュースでロスネフ

チのイゴーリ・セチン社長はベネズエラのプロジェクト

で引き続き協力していくと答えた。 
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「DICOM 第９回目の公募開始」           

 

第９回目の DICOM 募集要項が公示された（参照） 。  

内容は以下の通り。   

   

■応札期限：７月２１日（金曜）PM４時まで   

■競売決定日時：７月２５日（火曜）AM８時   

■結果公表：７月２６日（水曜）   

■決済日：７月２７日（木曜）   

■応札レート幅：   

 ２，３１０～２，９７０ボリバル／ドル   

■応札最小額：   

 個人： ５０ドル   

 法人： １，０００ドル   

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、ドル口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

「１００ボリバル札の使用を６０日延長」      

 

ベネズエラ中央銀行は１００ボリバル紙幣の有効期限

を９月２０日まで延長した。これで８回目の延長になる。 

 

ベネズエラは現在旧紙幣と新紙幣が同時に使用できる

状況になっている。 

 

つまり、ベネズエラには、 

２、５、１０、２０、５０、１００ボリバル札の旧紙幣 

５００、１，０００、２，０００、５，０００、１０，

０００、２０，０００ボリバル札の新紙幣が存在する。 

 

下表の茶色が２０，０００ボリバル札の流通金額で深緑

色が１０，０００ボリバル札の流通金額。この合計は６，

５００億ボリバル。 

一方で１００ボリバル札だけで６，４００億ボリバル流

通している。未だに１００ボリバル札の市場での流通量

は大きい。よって、１００ボリバル札はまだ使用される

だろう。 

 

以上 
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表： ベネズエラの紙幣別流通金額

（単位： １００万ボリバル）

（出所）

ベネズエラ中銀
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