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（写真）情報サイト El Pitazo “７月５日 野党連合からの離脱を発表するアジュップ AD 幹事長” 

 

 

２０１８年７月４日（水曜） 

 

政 治                     

 「米大統領がベネズエラへの軍事介入質問 

～米国政府は軍事介入計画の存在を否定～」 

 「フロリダ議員 大統領選での政権汚職を告発」 

経 済                     

 「DICOM で外貨割り当てが多かった企業リスト」 

 「Silmaca 社 とうもろこし粉の生産拡大に意欲」 

社 会                     

 「栄養失調により全国で毎日２５人が死亡」 

 「米国議員 ベネズエラに難民認定求める」 

「欧州議会 人道支援受け入れを求める」 

２０１８年７月５日（木曜） 

 

政 治                    

 「行動民主党（AD）野党連合から離脱 

原因は７月１６日の約束とMUD幹事長の任命」 

「制憲議会 軍事介入を促進した政治家を調査」 

 「近隣諸国も米国の軍事介入に難色を示す」 

 「墨新大統領 ベネズエラ問題に不介入主義」 

 「在ベネズエラ・オーストリア大使館閉館」 

経 済                    

 「Conoco Citgo 資産も差し押さえ準備開始」 

「PLATTS ６月の産油量は日量１３０万バレル」 

 「PDVSA 石油サービス業者１１社と署名」 
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２０１８年７月４日（水曜）             

政 治                       

「米大統領がベネズエラへの軍事介入質問       

   ～米国政府は軍事介入計画の存在を否定～」       

 

米国雑誌「Time」は、１７年８月にトランプ大統領が関

係閣僚らとの協議の中でベネズエラへの軍事介入の可

能性を検討、その後南米の大統領らにも軍事介入につい

て意見を確認したと報じた。 

 

匿名の関係筋が「Time」へ明らかにした情報によると、 

 

ティラーソン国務長官（当時）とマクマスター国家安全

保障担当首席補佐官（当時）とのミーティング中にベネ

ズエラ問題が取り上げられ、トランプ大統領が 

「米国はベネズエラに軍事介入はできないのか？」 

と質問したという。 

 

この議論は５分ほど続いた。マクマスター国家安全保障

担当首席補佐官（当時）らが、 

「軍事介入は国際社会のイメージを下げる恐れがあり、

南米諸国の合意を得ることもかなり難しい」と説明した。 

 

議論はそれで終わったが、トランプ大統領の頭の中には

軍事介入のオプションが残っており、その後も２回の機

会にラテンアメリカ首脳にベネズエラへの軍事介入に

ついて提案したという。 

 

このニュースはベネズエラではかなり大きく取り上げ

られている。 

 

とは言え、米国がベネズエラへの軍事介入の可能性も視

野に入れている点については特にシークレットな話で

もなかった。 

 

 

１７年８月にトランプ氏自身が報道陣の前で言及して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.19」８月１１日付の

記事参照）。 

 

報道陣の前で「軍事介入の可能性も否定しない」という

くらいであれば、その前段で政権内部の関係者と軍事介

入について議論していないはずはない。 

 

本当の意味で新しい情報は、去年８月以降もトランプ大

統領は軍事介入を頭の片隅に置いてベネズエラ問題を

扱っていたということだろう。 

 

翌７月５日に米国政府はこの報道について 

「米国政府にはベネズエラへの軍事介入をする計画は

存在しない。」と説明した。 

言葉通りに認識すれば、軍事介入の計画は存在しないが、

トランプ大統領がミーティングで軍事介入について質

問したことは否定していない。 

 

なお、ベネズエラはこの報道が流れた翌日の７月５日が

独立記念日だった。政府にとっては米国を非難する絶好

のタイミングとなったと言える。 

 

野党については米国に対して制裁を求めている立場で

もあり、トランプの軍事介入検討に関する報道に否定的

なアクションは起こしていない。 

 

アルフォンソ・マルキナ国会第２副議長（第一正義党（PJ）

所属）は記者に対して「ベネズエラは現在もキューバの

軍事介入を受けている。」と述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月４日～７月５日報道               No.１５９   ２０１８年７月６日（金曜） 

3 / 8 

 

「フロリダ議員 大統領選での政権汚職を告発」         

 

７月４日 ルイス・フロリダ議員（大衆意志党（VP）所

属）は、マドゥロ大統領が、５月の大統領選の際に国の

予算をばら撒くことで票を買ったと検察庁に訴えた。 

 

ララ州選出のマカリオ・ゴンサレス議員は記者に対して 

「選挙で当選したニコラス・マドゥロは有権者に対して、

「与える、与える」をスローガンに掲げて選挙キャンペ

ーンを行った。明らかに有権者の票を買うというメッセ

ージだった。 

 

ニコラス・マドゥロは祖国カードを社会コントロールの

手段にしている。投票した祖国カード保有者に対して賞

与を支払うと発言したが、これは選挙法で禁止されてい

る。 

 

ティビサイ・ルセナ CNE 代表も、有権者への賞与支払

いは不正行為にあたるので行ってはいけないと発言し

たが、この試みは継続した。」 

と説明した。 

 

経 済                        

「DICOM で外貨割り当てが多かった企業リスト」           

 

経済情報サイト「BancayNegocios」は、これまで２０回

の DICOM を通じて最も多く外貨の割り当てを受けた

企業１０社を発表した。 

 

同社の調べでは２０回の DICOM で２３１社に対して

１，５２０万８，３２７．９３ドルを割り当てた。 

 

最も外貨割り当てが多かったのは、 

菓子メーカー「Nestle Venezuela」で８０万９，８８０

ドル。次いでスーパーマーケット「Central Madeirense」

が７４万６，８７６．１９ドル。 

 

ビールメーカーの「Cerveceria Regioal」が５５万ドル。

食肉、鶏卵などの販売業者「ALIBAL」が５４万７，５

６０ドルと続く。選挙システムサービスを提供する

「Excele」が３７万２，９０２．７２ドル。タイヤ販売

業者の「Covencaucho」が３５万９，０００ドルと続く。 

 

また、外貨の使用目的について最も多かったのが「原材

料輸入」で７５５万７，５４７．６７ドル。次いで、「部

品・資材輸入」が４８２万１，８６７．９７ドル。「完成

品の輸入」が１５４万４，４２９．０１ドルと続く。 

 

 

「Silmaca 社 とうもろこし粉の生産拡大に意欲」                  

 

経済低迷下でも政府と協力し、生産拡大を目指す企業も

存在する。 

 

「Silmaca 社」のホセ・レオポルド・マトス社長は、国

営報道局（VTV）の取材に対して、とうもろこし粉加工

品などの生産を２倍にし、「Dona Goya」のブランド名

で７０％を CLAP に供給すると発表した。 

 

「我々はバジェデ・ラ・パスクア地区にある稼働が停止

していたとうもろこし粉の加工工場を購入した。 

我が社の持つ原材料在庫は４～５カ月分あり、生産物の

多くは政府に供給する。 

 

我が社はマドゥロ大統領とグアリコ州のホセ・バスケス

知事から多くの支援を受けている。Silmaca グループは

１．５万ヘクタールの農場を開発するプログラムをもっ

ている。 

 

６０日後にはカマグアン地区にユカの加工工場を稼働

させる予定だ。」 

と発表した。 
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社 会                        

「栄養失調により全国で毎日２５人が死亡」           

 

非政府団体「市民アクション」のエディソン・アルシニ

エガ代表は、野党系メディア「Caraota Digital」のウェ

ブ番組でベネズエラの栄養失調の現状について訴えた。 

 

「ベネズエラでは栄養失調で毎日２５人が亡くなって

いる。その半分は未成年だ。５歳以下の児童の栄養失調

率について、一般的な国であれば５％以下のところベネ

ズエラの場合は２３％に達している。 

 

栄養失調に苦しむ国民は物価が高くなりすぎて食料を

買えなくなっている。この状況は経済危機が深化するこ

とで更に悪化すると考えている。」 

と訴えた。 

 

「米国議員 ベネズエラに難民認定求める」         

 

米国のビル・ネルソン民主党議員とカルロス・カーベロ

共和党員（双方ともにフロリダ州）は、ベネズエラ移民

に対して難民保護認定を出すよう求めた。 

 

両者がマイク・ポンペオ国務長官らに送った陳情書によ

ると、１７年中に米国への亡命を申請したベネズエラ人

は２．８万人に達する。この数字は１４年時点の申請件

数の１４倍だという。 

 

「ベネズエラの悲惨な状況で彼らを国に帰国させる理

由がない。彼らは生命の危機を感じて国を逃げた人々だ。 

 

米国がマドゥロ独裁政権に対して、独裁を非難し民主主

義の確立に全力を尽くしている中で、ベネズエラ国民が

厳しい現状に陥っていることを認識する必要がある。」 

 

 

 

また、米国のベネズエラ政治迫害亡命団体（Veppex）は

米国のマイク・ペンス副大統領に対して、政治的な理由

で米国に滞在するベネズエラ人に特別な措置を講じる

よう求めた。 

 

「欧州議会 人道支援受け入れを求める」                  

 

欧州連合議会はベネズエラからの難民対策に苦慮して

いる隣国のコロンビア、ブラジル、ペルーを資金的に支

援する決議を承認した。 

 

先週、欧州議会の代表らがコロンビアとベネズエラの国

境を視察しており、現状を視察した結果を受けた決定。 

 

国連の難民高等弁務官事務所（ACNUR）によると、コ

ロンビアは８０万人、ペルーは４０万人、ブラジルは５

万人のベネズエラ難民を抱えているとの数字が出てい

る。 

 

欧州議会は先月６月にも難民支援のため隣国に３，５０

０万ユーロ（約４，１００万ドル）を寄付している。 

 

２０１８年７月５日（木曜）             

政 治                       

「行動民主党（AD） 野党連合から離脱             

 原因は７月１６日の約束と MUD 幹事長の任命」        

 

野党連合（MUD）は第一正義党（PJ）、行動民主党（AD）、

大衆意志党（VP）、新時代党（UNT）の４党を中心に構

成されている政治同盟だ。 

 

その中でも行動民主党（AD）は最も歴史が古い政党で

他の３政党の源流の政党。チャベス政権前に政権を運営

していた中心政党であり、悪いイメージを持つ人も多い

が、強固な組織力を持つことで知られている。 
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ラモス・アジュップ AD 幹事長は、AD が「オペレーシ

ョンの困難さ」を理由に MUD を離脱すると表明した。 

 

「我々はここ最近のオペレーションの困難さを理由に

MUD から離脱することを通知した。MUD として決定

をする必要がある際に時間がかかりすぎる。 

 

昨年７月１６日の約束を履行することに困難が生じて

いること（「ベネズエラ・トゥデイ No.7」７月１６日付

の記事参照）。また、MUD の幹事長を決定するプロセ

スで見解の相違が起きたことが理由だ。 

 

今回の離脱は国内重視の政治に回帰するためである。こ

の考えについてくる政党は他にも存在する。同じ志を持

つグループが集まる。 

 

MUD からの離脱について、内部で争ったと報じられて

いるが、そのような事実は無かった。有効な環境の下で

尊重した話し合いの末、MUD からの離脱が決まった。 

 

MUD が極めて重要な組織であることは変わらない。彼

らは現在の問題を解決するために働くだろうし、国民も

それを望んでいる。」 

 

AD の離党は１２月に予定されている市議会議員選に

出馬するためではないかとの質問について 

 

「どの政治家も、どの政党も１２月の市議会議員選に参

加するとは発言していない。 

 

我々は選挙に参加できる条件を構築する努力をしなけ

ればいけないと考えている。このままでは選挙システム

への信頼感が下がってしまう。経済問題も、ベネズエラ

国民の悲劇も解決しない。 

 

 

 

 

我々は選挙システムを崩壊させることは望んでいない。

我々は選挙により本当に民意を反映した代表を選びた

いだけだ。」 

 

記者から新しい政治グループを作る意志があるか？と

の質問に対して、 

 

「これ以上、野党の政治グループを作るつもりはない。

政治グループを増やすことは問題解決の障害になる。国

民が求めているところで行動をする。地方や様々な場所

に行き、彼らの意見と我々への非難を聞く。」 

と訴えた。 

 

１７年１０月に全国州知事選で当選した４名の野党政

治家（全員 AD 出身）が制憲議会に知事就任を宣誓した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.50」１０月２３日付の記

事参照）。この４名の知事は後に、行動民主党（AD）を

除名させられた。 

 

これを受けて、MUD を構成する他の政党からアジュッ

プ AD 幹事長は強い非難を浴びた。これ以降、アジュッ

プ幹事長は MUD の前線から退いていた印象を持って

いる。 

 

 

（写真）行動民主党（AD）ラモス・アジュップ幹事長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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「制憲議会 軍事介入を促進した政治家を調査」           

 

７月５日 「米国トランプ大統領がベネズエラへ軍事介

入を検討した」という報道を受けて、制憲議会は軍事介

入を求めた国内の裏切り者を調査することを決定した。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長はこの報道を受けて 

 

「米国はベネズエラを第２のベトナムにしようと考え

ている。彼らが望むなら、我々は第２のベトナムになろ

う。 

ベネズエラへの軍事介入を呼びかけたベネズエラ居住

者を調査する。介入主導者は国家の敵、国家の裏切り者

とみなさなければいけない。」 

との見解を述べた。 

 

この調査委員会はマリア・ディアス制憲議員、グラディ

ス・レケセン制憲議員、マルコ・ソサ制憲議員、オスカ

ル・アルバラド制憲議員、マレリス・ペレス制憲議員、

ヘラルド・マルケス制憲議員で構成される。 

 

現在は、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マ

チャド党首が、クーデターを支援していたとの報告が上

がっている最中（「ウィークリーレポート No.53」参照）。

彼女がこの委員会に断罪される可能性は否定できない。 

 

「近隣諸国も米国の軍事介入に難色を示す」         

 

コロンビアの大統領選に当選したイバン・ドゥケ氏は米

国のペンス副大統領と会談。ベネズエラ政府への圧力を

かけ続けることで合意した。 

 

また、ペンス副大統領との会談では話題に挙がらなかっ

たが、記者から米国による軍事介入を支持するかとの質

問を受け、「支持しない」と答えた。 

 

 

「まず、ペンス副大統領とは軍事介入について話をして

いない。第２に私はこれまで軍事介入について話したこ

とは無いし、軍事介入を支援する意志もない。 

 

我々は独裁政権を崩壊させるために、米州機構の憲章に

従って行動するべきだと考えている。アルマグロ事務局

長の独裁政権を国際法で裁こうとする努力を評価する。」 

と述べ、軍事介入よりも司法的な手段での政権交代を進

める考えを示した。 

 

また、パラグアイのロイサガ外相も軍事介入に否定的な

スタンスを示した。 

 

「リマグループは対話以外のオプションを支持しない。

ベネズエラは国内の制度を通じて問題を解決すること

ができる。」とコメントした。 

 

「墨新大統領 ベネズエラ問題に不介入主義」          

 

メキシコは現在の政権下では十数カ国のラテンアメリ

カ諸国で構成されるリマグループに加盟し、マドゥロ政

権の運営を厳しく非難している。５月に実施された大統

領選についても同様に非難している。 

 

７月５日 メキシコの大統領選で当選したロペス・オブ

ラドール氏（１２月に大統領就任予定）は記者会見でメ

キシコの対ベネズエラ政策について 

「内政不干渉、内政自決、対話による平和的な解決、全

ての国の政府との友好な関係を目指す。」 

と説明した。 

 

私は元メキシコ市長の Marcelo Ebrard 氏を外相に起用

するつもりだ。Ebrard 氏は「他国の内政に干渉しない原

則」を基本スタンスとした外交政策を支援してくれるだ

ろうと補足している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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野党系メディア「Caraota Digital」は関係筋からの情報

として、メキシコ新政府はリマグループを脱退するつも

りだと報じた。 

 

「在ベネズエラ・オーストリア大使館閉館」         

 

７月５日 在ベネズエラ・オーストリア大使館は同大使

館を７月３１日付けで完全に閉鎖すると発表。８月１日

以降の手続きはキューバ大使館が代行すると発表した。 

閉鎖の理由については特に明らかにしていない。 

 

 

（写真）NTN24 記者のツイッターより抜粋 

 

 

 

経 済                       

「Conoco Citgo 資産も差し押さえ準備開始」            

 

ConocoPhillips は賠償金約２０億ドルの回収手段とし

て、PDVSA の米国子会社 Citgo 資産の差し押さえを狙

っている。 

 

７月５日 ヒューストン裁判所は Conoco Phillips に対

して、PDVSA の賠償金回収のために Citgo への訴訟を

起こす準備を始めて良いとの見解を示した。 

 

Conoco はクラサオ、ボナイレ、サンエウスタキオの

PDVSA 資産（原油・石油製品など）を差し押さえたが、

Citgoに使用権があるアルーバの資産は差し押さえるこ

とが出来なかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.141」５

月２３日付の記事参照）。 

 

「PLATTS ６月の産油量は日量１３０万バレル」         

 

資源関連の情報サービス会社「Platts」は６月の PDVSA

の産油量が日量１３０万バレルになるだろうと報じた。 

 

OPEC が公表した５月の産油量が日量１３６万バレル

なので、１カ月で６万バレル減少したことになる。 

 

「ベネズエラの減産傾向はまだ最終段階に入っていな

い。０２年１２月～０３年１月に起きた PDVSA のスト

ライキを除き、OPEC の統計が確認できる中で最も低い

水準に達している。 

 

ベネズエラは法外な債務、ハイパーインフレ、労働問題、

石油産業の混乱に苦しんでいる。ベネズエラの自発的

（意図しなかったとしても）な減産は OPEC の減産目

標値を達成させた大きな要因となっている。 

そして多くの専門家が予見したよりも速いスピードで

減産が進んでいる。」と報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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「PDVSA 石油サービス業者１１社と署名」              

 

PDVSA はプレスリリースで、マニュエル・ケベド

PDVSA 総裁（兼石油相）が増産のため鉱井サービス業

者１１社と署名したと発表した。 

 

協定により西部地区の湖にある船舶メンテナンス、鉱井

の補修が行われ産油量が回復するとしている。 

 

しかし、具体的にどの会社と契約を締結したのかは明記

されていない。 

 

 

（写真）PDVSA プレスリリース 

 

以上 

 

 


