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（写真）ドミニカ共和国外務省ツイッター “１月１３日の与野党交渉 握手する与野党関係者” 

 

２０１８年１月１２日（金曜） 

 

政 治                     

 「ALBA 会合 商取引でペトロ使用を求める 

～４月の米州機構総会への参加にも意欲～」 

 「米国務次官 ベネズエラへの制裁強化を検討」 

経 済                     

 「ABC 諸島政府と汚職対策で合意」 

 「GOLD を中国に輸出したとの報道流れる」 

社 会                     

 「ポラール社長へ大統領選出馬を求める集会計画」 

「サアブ検事総長 汚職容疑者を国際指名手配」 

２０１８年１月１３日（土曜） 

 

政 治                    

 「与野党交渉 合意に至らず１８日に再調整 

～与党交渉窓口 合意まであと少し～」 

 「ペレス元捜査官 交渉に参加する野党を非難」 

 「マドゥロ大統領 ヘンリー党首と公開討論か」 

経 済                    

 「PDVSA 労働者 職場環境を非難」 

 「ベネズエラ産原油 １バレル６０ドル超え」 

社 会                    

 「グアリコ州で２２店舗の略奪事件が発生」 
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２０１８年１月１２日（金曜）             

政 治                       

「ALBA 会合 商取引でペトロ使用を求める        

   ～４月の米州機構総会への参加にも意欲～」       

 

１月１２日 カラカスで ALBA 加盟国の緊急会合が開

かれた。マドゥロ大統領は同会合に参加した１４カ国の

関係者を前に米国政府による制裁と圧力を非難した。 

 

「ここにいる全員が知っている通り、ベネズエラは常に

米国からの攻撃にさらされている。米国が科した金融制

裁は１秒たりとも止まない。 

 

公的部門も民間部門も含めて、ベネズエラからの商業お

よび金融取引は常に米国の圧力にさらされている。彼ら

は金融的にベネズエラを締め出しており、我々に支払い

をさせない。 

 

米国の制裁により食料がベネズエラに届かず、必要な医

薬品も届かない。自ら食糧不足と医薬品不足を招き、ベ

ネズエラ国民を苦しめておきながらベネズエラ政府を

非難し、人道支援をオファーするなど許されることでは

ない。 

米国のしていることはベネズエラ国民のためではなく、

米国自身の利害のためだ。我々は国民のために断固戦

う。」とコメントした。 

 

マドゥロ大統領は米国の制裁がベネズエラの商業・金融

取引に重大な問題を及ぼしていることを説明した後に、

制裁の対応策としてベネズエラ政府が運用を検討して

いるデジタル通貨「ペトロ」による取引を受け入れてほ

しいと求めた。 

 

最後に、４月１３日、１４日に予定されているペルー・

リマでの米州機構（OAS）の首脳会合にも参加する意志

を示した。 

「４月に行われる OAS の首脳会合の招待状が届いた。

ALBA 諸国が合意するのであれば、私は参加するつもり

だ。そこでベネズエラが直面している真実を語る。」 

 

なお、昨年９月に米国で行われた国連首脳会合でもマド

ゥロ大統領は参加する意志を表明していたが、最終的に

アレアサ外相が出席したことがある。 

 

 

（写真）大統領府 “会合で演説するマドゥロ大統領” 

２０１８年１月１４日（火曜） 

 

政 治                  

 「与党 ポラール社長の出馬可能性に言及」 

 「大統領とカベジョ氏の亀裂についての噂」 

経 済                  

 「ケベド総裁 年末に日量２５０万バレル」 

 「消費者団体 デビッドカード使用できない」 

 「ララ州にユートンの修理用部品到着」 

社 会                  

 「ディビナ・パストーラ ３００万人超参加」 
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「米国務次官 ベネズエラへの制裁強化を検討」         

 

ALBA の緊急会合でベネズエラ政府が米国による制裁

を非難する一方で米国は制裁強化の検討を進めている。 

 

１月１２日 米国のトーマス・シャノン国務次官はスペ

インでベネズエラ政府への追加制裁を検討しているこ

とを明らかにした。同時に与野党交渉については、現時

点の実効性を疑問視する見解を示した。 

 

「ロドリゲス・サパテロ元スペイン大統領が尽力してい

る与野党交渉の存在を評価している。 

 

一方で、我々はベネズエラが直面している危機を解決す

るのに制裁が役立つと考えている。現在の対話の進展を

見る限りでは政府側に真摯な対応が見られないと考え

ている。制裁を強化することで交渉を良い方向に進める

ことが出来る。 

 

米国が科している制裁はベネズエラ国民に対してでは

なく、国民に対して暴力を行っている政府に対してのも

のだ。 

 

米国はスペインと共同でベネズエラ政府に対して制裁

強化を求めていく考えだ。スペインは欧州連合の制裁を

進めるうえで重要な役割を持っている。 

 

米国とスペインは共同でベネズエラ政府に対する外交

的な包囲網を形成することを目指している。特にベネズ

エラ国民や野党政治家、民主主義を蹂躙するベネズエラ

政府関係者への包囲網を形成する。」 

 

一連の発言に対してアレアサ外相は 

「米国は与野党対話を破談させるための工作を企てて

いる。トーマス・シャノンは自国の利害のために、病的

にベネズエラに関わっている。 

 

 

欧州連合がトラン

プ政権の指示に追

随していることは

悲しいことだ。 

 

米国が発言するた

びにベネズエラは

暴力的な状況に追

い込まれる。 

 

（写真）Wikicommons 

“トーマス・シャノン米国務次官” 

 

ベネズエラを前進させるには他国の利害を超えた対話

による解決が必要だ。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「ABC 諸島政府と汚職対策で合意」          

 

１月５日 ベネズエラ政府はベネズエラの財・サービス

が不法に ABC 諸島に流れており、モノ不足を加速させ

ているとしてこれらの島国との海路、空路の移動および

商取引を全面的に停止した。 

 

１月１２日 アルーバ、ボナイレ、クラサオ政府（ABC

諸島）とベネズエラ政府は交通・商業取引の停止の解決

策を話し合うための会合を開いた。 

 

同日、オランダの Halbe Zijlstra 外相は汚職撲滅のため

の共同計画を行うことで大筋合意に至ったと発表した。 

ただし、詳細について詰める必要があり少し時間がかか

ると補足した。 
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なお、ABC 諸島はベネズエラのファルコン州から数キ

ロのところに位置する。距離的にはとても近い島だ。 

 

海路、空路での移動を禁止され移動を妨げられた国民が

ボートで移動を試みるケースがある。しかし、海峡の波

は激しく船が転覆し、命を落とす人も出てきている。 

 

野党政治家はマドゥロ政権が行った政策による被害者

だと政府への非難を強めている。 

 

「GOLD を中国に輸出したとの報道流れる」        

 

ハビエル・マジョルカ記者はツイッターで、 

「火曜日にエアーフランス AF３８５で１トンの

GOLD がベネズエラから中国に送られた。」 

と投稿した。 

 

なお、政府資産の売却、政府資産を担保とする融資・国

外への移動、外国政府との契約は国会の承認が必要であ

ることが憲法で定められている。 

 

一方で憲法には制憲議会は憲法を超えた存在として扱

われるとも記載されており、考え方によっては国会の承

認を経ず、制憲議会の承認があれば問題ないという解釈

も存在する。 

 

社 会                       

「ポラール社長へ大統領選出馬を求める集会計画」          

 

全国独立行動同盟（Minas）は１月１５日に大手食品メ

ーカー「ポラール」のロレンソ・メンドーサ社長へ大統

領選出馬を求めるための集会の実施を呼びかけた。 

 

集合場所はカラカス地下鉄「Los Cortijos」にあるポラ

ール本社前。 

 

 

呼びかけた団体はフォロワー５００人以下と小さな団

体のため、そこまで参加者が多くないかもしれないが、

どの程度人が集まるかは注目に値するだろう。 

 

 

（写真）MINAS ツイッターより抜粋 

 

「サアブ検事総長 汚職容疑者を国際指名手配」                 

 

１月１２日 サアブ検事総長は女優ビビアナ・ヒベッリ

氏の兄弟のハルマル・ゴメス氏を国際指名手配すると発

表した。 

 

また、ラミレス元国連大使の側近の一人であるベルナル

ド・モーマー氏を含む３名も国際指名手配した。 

 

サアブ検事総長によると、ハルマル・ゴメス氏はServicio 

de Nutricion Animal Servinaca C.A.という会社を通じて

CENCOEX に２億３，４００万ドルを過剰に申請し、

不当な利益を得たという。 
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また、ベルナルド・モーマー氏、イルマ・モーマー氏、

マリアナ・セルパ・メルロイ氏の３名については、

PDVSA の原油価格が低くなるよう操作し、不正な資金

を得ていたと説明した。 

 

同３名の逮捕をインターポールに要請。彼らが所有する

口座、不動産の凍結を求めたと発表した。 

 

ベルナルド・モーマー氏は PDVSA ウィーン支社の石油

販売政策室の代表だったこともあり、汚職捜査が進んで

いるラミレス元国連大使の側近の一人でもある。 

 

１２月下旬に石油販売政策室に関係した逮捕者が出て

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.81」１月３日付の記

事参照）。 

 

サアブ検事総長は今後の調査で逮捕者がさらに増える

だろうと言及した。 

 

２０１８年１月１３日（土曜）             

政 治                       

「与野党交渉 合意に至らず１８日に再調整        

     ～与党交渉窓口 合意まであと少し～」        

 

１月１３日 ドミニカ共和国のメディナ大統領は１１

日～１３日にかけて行われた与野党交渉について、まだ

いくつか合意に至っていない部分があるとして１月１

８日（木曜）９時に交渉を再開すると発表した。 

 

与野党交渉は本来であれば１月１１日、１２日の２日に

かけて行われる予定だったが、初日の会合が遅れたこと

で１日伸ばして１３日まで継続した（１１日の交渉経緯

については「ベネズエラ・トゥデイ No.84」１月１１日

付の記事参照）。 

 

 

 

与党側の交渉団長を務めるホルヘ・ロドリゲス情報通信

相は交渉の状況について 

 

「大部分の議論で重大な進展があった。一方で解決する

必要がある議題も残っている。交渉について野党議員が

野党の交渉団を非難していることは理解している。 

 

一方で両者の理解の違いを越えて、平和的な共存を達成

するには対話が不可欠だ。」 

とコメントした。 

 

野党側の交渉団の一人であるフリオ・ボルヘス前国会議

長は 

 

「全ての議論で合意に至るまで何も合意していないと

考えている。現段階で明らかにできることは無い。ただ

し、食料、医薬品、自由のテーマにおいて両者の意見に

重大な接近があったことは認識している。 

 

我々は交渉が前進すると信じている。我々は現在ベネズ

エラが抱えている問題を乗り越えるための責任がある。」 

 

 

（写真）ドミニカ共和国外務省ツイッター 

“対話の進捗について報告する野党交渉団” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8da41e29fdf72ff3f06edccfb1356907.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
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「ペレス元捜査官 交渉に参加する野党を非難」           

 

昨年６月に強奪したヘリコプターで最高裁判所や内務

司法平和省を攻撃し、指名手配されているオスカル・ペ

レス元CICPC捜査官は与野党交渉に参加する野党政治

家を非難した。 

 

オスカル・ペレス元捜査官は CNN のインタビューにイ

ンターネットを通じて答えた。その中で 

「野党連合は金銭的な理由あるいは逮捕される心配か

らか政府に良識を譲ってしまった。ベネズエラ国民をも

裏切ってしまった。」とコメントした。 

 

ペレス元捜査官の発言はベネズエラ人占い師アドリア

ナ・アシ氏がツイッターに投稿した内容に理由がありそ

うだ。アシ氏はベネズエラでは有名な占い師で同氏のツ

イッターのフォロワーは８４万人を超えている。 

 

彼女は自身のツイッターで 

「政府は対話の見返りとしてフリオ・ボルヘス氏に２，

０００万ドル、ルイス・フロリダ議員に１，５００万ド

ル、マニュエル・ロサレス氏に９００万ドルを支払った。」 

と投稿した。この情報はドミニカ共和国の関係者から入

手したと補足している。 

 

情報の真偽は定かではないが、野党支持者、無党派層の

失望を誘うことは間違いないだろう。 

 

（写真）アドリアナ・アシ氏のツイッターより抜粋 

 

「マドゥロ大統領 ヘンリー党首と公開討論か」              

 

マドゥロ大統領が発展進歩党（AP）のヘンリー・ファル

コン党首（１７年１０月までララ州知事）に対して公開

討論を申し入れた。 

 

事の発端はヘンリー・ファルコン氏が 

「ララ州の知事だったころに政府から予算をもらえな

かった。」と発言したこと。 

 

マドゥロ大統領は同氏の発言に対して、ファルコン氏は

嘘をついていると非難、ヘンリー党首に公開討論を申し

入れた。 

 

これに対してファルコン党首は討論をカデナ（ベネズエ

ラの全ての国内テレビで政府の発表を流す行為。ベネズ

エラではカデナは珍しくない。）で放送することを条件

に討議の申し入れを受け入れると回答した。 

 

１２月の全国市長選でリベルタドール市長に立候補し

た与党系評論家のニックメル・エバンス氏は 

 

「政府は野党のリーダーとしてヘンリー・ファルコン氏

を擁立させようとしている。」とツイッターで投稿した。 

 

ヘンリー・ファルコン氏は元々チャビスタ。現政権の方

針を非難しているが、与党の主張と共通する部分もある。 

 

経 済                       

「PDVSA 労働者 職場環境を非難」            

 

PDVSA の現場で労働者の離職が進んでいる。理由は労

働条件、環境の悪化だ。 

 

現地紙「El Impulso」の記事によると労働者は３カ月前

から給料を受け取っていないという。 
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本来給料とは別で支給される食料補助チケットも渡さ

れていない。また、働いても受け取ることが出来る月額

の給料は３２．５万ボリバルと少額だ。 

 

支払い問題に加えて、労働環境も悪い。会社には水のフ

ィルターが無いため水道水は不純物が混ざっている。扇

風機もない。仕事のルーティーンによっては夜間に働く

こともあるが、毛布もない。 

加えて、移動するためのバスがないので多くの従業員は

数キロの距離を歩いて通勤している。マラリアにかかる

労働者がいるが PDVSA は適切な治療をサポートして

くれない。抗議行動をしても抑圧されると考え、静かに

している。 

 

「ベネズエラ産原油 １バレル６０ドル超え」         

 

１８年１月８日～１月１２日のベネズエラ産原油の平

均価格は６０．４ドル／バレルで前週の５９．０７ドル

から１．３３ドル上がった。１８年１月の平均油価は５

９．７３ドル。 

１バレル６０ドルの水準は２０１４年１１月以来。産油

量が減っているため、外貨収入の増加は予見できないが

価格面で見ればだいぶ持ち直してきたと言えそうだ。 

 

 

社 会                       

「グアリコ州で２２店舗の略奪事件が発生」          

 

１月１３日 ベネズエラ中部のグアリコ州で大規模な

略奪が発生した。 

ホセ・ベラスケス州知事はフランシスコ・デ・ミランダ

市のカラボソ地区で２２店舗が略奪の被害にあったと

報告した。 

また、人数は明らかにされていないが複数の逮捕者がい

ると説明、略奪による死者が出ていないことも補足した。 

 

 

（写真）Google MAP “グアリコ州” 

 

（写真）ALbertoRT５１ 
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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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２０１８年１月１４日（日曜）             

政 治                       

「与党 ポラール社長の出馬可能性に言及」        

 

１月１４日 与党の古株政治家であるホセ・ビセンテ・

ランヘル氏が自身のテレビ番組で野党の大統領選候補

について自身の見解を述べた。 

 

「野党が大統領選に向けて統一候補を擁立することは

容易なことではない。野党にはリーダーになることが出

来る人物がいない。大統領選出馬を希望する者はいるが、

彼らがしていることは統合ではなく、分裂だ。 

 

恐らく、野党がまとまる可能性があるとすれば企業家の

ロレンソ・メンドーサ氏だろう。良い選択肢だと思うが、

最も大きな障害は彼の家族だ。 

 

メンドーサ氏の家族は大統領選の出馬に反対している

と理解している。大統領選に出馬することはポラール社

の活動が困難になることを意味している。」 

とコメントした。 

 

「大統領とカベジョ氏の亀裂についての噂」           

 

野党系情報サイト「DolarToday」のヘスス・メディナ記

者は自身のツイッターでマドゥロ大統領とカベジョ

PSUV 副党首との確執について投稿した。 

 

「非公式情報。ニコラス・マドゥロ大統領が不服従を理

由として、ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首を政

治的に追放しようとしている。」 

 

野党サイトではこういった類の情報は時々流れるので

事実だと鵜呑みにすることは出来ない。 

 

 

 

一方でカベジョ PSUV 副党首とマドゥロ大統領との確

執は以前から噂されている。 

 

１月１０日にはカベジョ PSUV 副大党首は自身のテレ

ビ番組で与党系の女性大統領誕生を匂わすような発言

をしていたことも気になる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.84」１月１０日付の記事参照）。 

 

経 済                        

「ケベド総裁 年末に日量２５０万バレル」            

 

ケベド PDVSA 総裁はホセ・ビセンテ・ランヘル氏のテ

レビ番組に出演し、現在の PDVSA の状況や今後の目標

についてコメントした。 

 

ケベド総裁は米国からの金融制裁を理由に PDVSA が

深刻なキャッシュ不足に陥っていることを認め、１７年

は PDVSA やベネズエラ国民にとって厳しい年だった

と述べた。一方で汚職体質の PDVSA 幹部の一掃に成功

した勝利の年でもあったと状況を肯定した。 

 

ケベド総裁は自身の一番のミッションは産油量の増加

だと述べた。既に増産傾向にあり１７年１１月時点では

日量１８２．４万バレルだったが、日量１９０万バレル

近くまで戻したとコメントした。 

加えて、１８年末には産油量を日量２５０万バレルまで

増やしたいと語った。 

 

また、PDVSA の原油輸出先でアジア向けが４９％に達

したとコメントした。他、米国向けが全体の３１％、カ

リブ海諸国が１０％、ヨーロッパが５％、その他地域が

５％と述べた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
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「消費者団体 カード決済機が足りない」         

 

野党多数の国会は１７年のインフレ率が２，６１６％だ

ったと発表した。インフレが激しいベネズエラでは紙幣

の実質的な価値が日々下がるため、現金での財・サービ

スの購入が難しくなっている。 

 

ベネズエラ市民は現金での決済が出来ないのでカード

で支払うことが一般的になっている。 

 

全国消費者団体（Anauco）のロベルト・パレッリ氏は

カードの使用頻度が増えすぎてカード決済をする機械

が足りていないと発言した。 

 

「ベネズエラで一般的に使用されているカード決済機

は中国から輸入しており、値段は電話機よりも安い。

国民の支払い手段を保証するためにカード決済機を大

量に輸入しなければならない。」とコメントした。 

 

また、カード決済機を使用しない決済手段として携帯

電話による支払いも一つの手段だと述べた。 

 

「ララ州にユートンの修理用部品到着」         

 

１月１４日 ララ州の公共バス向けに中国バスメーカ

ー・宇通客車（ユートン）のメンテナンス用部品２，２

６５個が到着した。 

 

バルキシメト公共輸送サービス公社（Transbarca）は

今回部品が届いたことで、部品不足により稼働を停止

していた２０台のバスが再稼働すると発表した。 

 

１月１１日にはラグアイラ港に約１０万個のバスの部

品が到着していた（「ベネズエラ・トゥデイNo.84」

１月１１日付の記事参照）。 

 

 

タイミングから考えると今回の部品供給と関係がある

と思われる。 

 

社 会                       

「ディビナ・パストーラ ３００万人超参加」        

 

１月１４日はララ州の州都バルキシメトの守護聖人デ

ィビナ・パストーラの祭日だ。マリア信仰の宗教行事で、

マリア像をもって町中を練り歩くイベントだ。 

 

同様のイベントとしてはメキシコの「ビビルヘン・デ・

グアダルーペ」、ポルトガルの「ビルヘン・デ・ファテ

ィマ」などがあり、上記に続いて世界で３番目に規模の

大きいマリア信仰の宗教行事と言われている。 

 

ララ州のカルメン・メレンデス知事によると同イベント

に参加した人数は３００万人を超えたという。ベネズエ

ラの人口が３，０００万人越なので１０人に一人は参加

したことになり、過剰表現な気もするが大きなイベント

であることは間違いないだろう。 

 

行事の歴史も古い。現地紙「El Universal」によるとディ

ビナ・パストーラが始まったのは１７０５年。 

 

一人のキリスト教司祭が夢で聖母マリアと会った。 

司祭は画家に、夢であった聖母マリアの絵を描くよう頼

み、完成した絵を教会に飾った。その後、彫刻家に聖母

マリアの彫刻を作るようたのみ、完成したマリア像をも

って街を練り歩いたのが始まりとされる。 

 

マリア像は、片手で子供を持ち、もう片方の手は羊飼い

が使用する杖を持っている。マリア像は毎年衣装を変え

ており、参加する人々を楽しませているようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
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（写真）全て Ultimas Noticias 

“ララ州バルキシメトのディビナ・パストーラ” 


