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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 １４年～現在までに無償供与住宅２２０万戸建設を発表” 

 

 

２０１８年１０月３日（水曜） 

 

政 治                     

「Datanalisis 野党の自己中心的な姿勢を非難」 

「軍人裁判所判事 コロンビアへ亡命申請 

～有罪宣告者らに謝罪～」 

「ロドリゲス副大統領 国連大使就任の噂」 

「カベジョ制憲議長 ラミレス元国連大使を非難」 

経 済                     

「コロンビアーベネズエラ国境の物流が麻痺」 

「Fedeagro 農畜産業の自給率は２５％」 

「アラグア州で高圧線の鉄塔が倒壊」 

「４３回目 DICOM １ドル BsS.６２．３４」 

２０１８年１０月４日（木曜） 

 

政 治                    

「ペンス副大統領 ベネズエラ問題で中国非難」 

「Datanalisi 調査 ロペス VP 党首が好感度首位」 

「Hercon 調査 マドゥロ政権 ８割超が否定的」 

「在マイアミ領事館が６年ぶりに再開」 

「アレアサ外相 国連調整員と会談」 

経 済                    

「PDVSA 南ホセ・ターミナルの事故で輸出減」 

「PDVSA 労働者 新給与に不満」 

「無償供与の住宅 １４年から２２０万戸建設？ 

～公務員給与は隔週支払、賞与はペトロ建？～」 
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２０１８年１０月３日（水曜）             

政 治                       

「Datanalisis 野党の自己中心的な姿勢を非難」       

 

現在の野党は、選挙や対話での政権交代を志向する穏健

派野党と、対話の可能性を否定し、圧力で政権を変える

べきだと考える急進野党に分かれている。 

 

世論調査会社 Datanalisis のビセンテ・レオン代表はツ

イッターで、野党政治家の自己中心的な姿勢を「エゴの

祭典」と非難した。 

 

「国内外の野党政治家は、エゴの祭典を終了させ、統一

したプラットフォームを作らなければいけない。 

野党が変わらなければ、ベネズエラに前向きな変化が起

きることは無い。 

 

野党政治家は自身の意見を主張するだけで、他者の意見

に耳を傾けることがない。 

 

双方の方針の違いから、野党は空白の状態になっており、

その空白を外国のアウトサイダーが埋めようとしてい

る。 

 

大多数の国民がマドゥロ政権を拒絶している。 

 

問題は、野党の意見の分断で、現状に不満を持ちフラス

トレーションを抱えている国民をどちらも自身の主張

に引き込ませることが出来ていないことだ。」 

との見解を示した。 

 

レオン代表は、明言していないが、彼のこれまでの発言

を聞く限り、急進野党の方針には好意的な見解を持って

いない。 

 

 

１０月２日には、急進野党のアントニオ・レデスマ元カ

ラカス大首都区長と米国自治領プエルトリコの州知事

が政権移行に向けた協力をする署名を行った（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.197」１０月２日付の記事参照）。 

 

プエルトリコ州知事は１０月２０日、２１日に第一回目

の協議を呼びかけているが、穏健派野党はこの動きを非

難しており、レオン代表のツイッターは、その流れをく

む投稿と思われる。 

 

「軍人裁判所判事 コロンビアへ亡命申請        

          ～有罪宣告者らに謝罪～」         

 

１０月２日 大衆意志党（VP）のヒルベル・ガロ議員は

１７年に自身に有罪判決を下した軍事裁判所のルス・マ

リア・サンタフェ判事が、有罪判決を下したことを謝罪

するメールを送ってきたと発表。 

このメールに対して、ガロ議員は彼女を許すと返答した

ようだ。 

 

サンタフェ判事は現在コロンビアに脱出し、コロンビア

政府に亡命を申請しているようだ。 

 

サンタフェ判事はネット番組に電話出演し、裁判所内で、

彼を有罪にするよう圧力を受けていたと告白。有罪を宣

告した人々に謝罪した。 

 

また、コロンビアへ脱出した理由については、 

「他のベネズエラ人と同様に家族に将来のある生活を

させたいと考えて、ベネズエラを逃げた。」 

と回答した。 

 

ガロ議員は彼女を許すと投稿したが、彼女は判事在職中

にガロ議員以外に６００名を超える野党支持者を有罪

にしてきたと報じられている（真偽のほどは不明）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
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米国マイアミのベネズエラ人らで構成される団体「ベネ

ズエラ政治迫害亡命団体（Veppex）」はマイアミにて、

サンタフェ議員の亡命申請を受け入れないよう求める

デモ行動を行った。 

 

「ロドリゲス副大統領 国連大使就任の噂」                  

 

野党系ジャーナリストで情報サイト「Run Run」の運営

者であるネルソン・ボカランダ氏は、デルシー・ロドリ

ゲス副大統領が国連ベネズエラ代表大使に就任する可

能性があると自身のツイッターに投稿した。 

 

また、後任の副大統領職は現在カラボボ州知事を務める

ラファエル・ラカバ知事になると補足した。 

 

あくまで非公式情報で真偽のほどは不明。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は１８年６月まで制憲議

長を務めていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.150」６月

１４日付の記事参照）。 

 

制憲議長に就任する前は外相、情報通信相などベネズエ

ラ閣僚を務めてきたマドゥロ政権では５指に入る重鎮。 

 

国連大使の権限は限られている。 

副大統領から国連代表大使への交代は左遷と理解して

間違いない。 

 

現在、マドゥロ政権の敵になっているラファエル・ラミ

レス元国連大使も１４年までは経済担当副大統領と

PDVSA 総裁と石油相を兼任しており、ベネズエラ経済

で絶大な権力を誇っていた。しかし、１４年１２月に国

連大使になり、それから彼の立場は大きく低下した。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長も同じ状況になるのかが

注目される。 

 

「カベジョ制憲議長 ラミレス元国連大使を非難」                  

 

１０月２日 ディオスダード・カベジョ制憲議長は自身

のテレビ番組「Con el Mazo Dando」で、間接的にラフ

ァエル・ラミレス元国連大使（元 PDVSA 総裁）を非難

した。 

 

理由はラミレス元国連大使が情報サイト「Sumarium」

の独占取材に応じ、マニュエル・ケベド PDVSA 総裁に

ついて 

「石油産業について何も分かっていない」 

と非難したため。 

 

ケベド PDVSA 総裁は、軍出身でディオスダード・カベ

ジョ制憲議長（同じく軍出身）のグループに属する人物

と言われている。 

 

カベジョ制憲議長は 

「私はつい最近、誰かが「ケベドは石油産業について何

も知らない」と言っているのを耳にした。 

 

実際のところ「ケベドは盗むことを知らない」が正しい

だろう。これは確かだ。私が保証する。ケベドは盗むこ

とを知らない。マドゥロ大統領に与えられた役割を果た

している。盗むことは知らない。」 

と言及した。 

 

つまり、間接的にラミレス元国連大使を、石油の富を盗

んだ人物と非難しているように聞こえる。 

 

なお、今年７月末に行われた与党 PSUV の全国党大会

を前に、ラミレス元国連大使がカベジョ制憲議長にラブ

コールを送っていたが、カベジョ制憲議長は彼の呼びか

けに応じなかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.167」７

月２３日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f23100fa16e61be2da3d00c1440ba1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
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経 済                        

「コロンビアーベネズエラ国境の物流が麻痺」           

 

数日前から、コロンビアとベネズエラの国境の都市「サ

ン・アントニオ・デ・タチラ」と「ウレーニャ」で貿易

が停止している。２つの都市はベネズエラ側の国境の町。 

 

政府から公式な発表はされていないが、両国の物流が停

止してから既に１０日が経過しているようだ。 

 

１０月３日には、コロンビアからベネズエラへの貨物輸

入が再開したが、ベネズエラからコロンビアへの輸出は

停止したまま。 

 

ウレーニャの通関オペレーターであるミルタ・ビジャミ

ル氏は取材に対して、 

「ベネズエラ外務省、コロンビア外務省に対して、理由

を確認したが、彼らは通関を止めるよう指示をしていな

いと答えた。 

 

どの政府関係者も通関が停止している理由について、明

らかにしてくれない。」 

と答えた。 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」タチラ支部と通関

業者は記者会見を開き、政府に対して現状がどうなって

いるのか説明するよう要請した。 

 

Fedecamaras タチラ支部のウラディミール・トバル氏は

ベネズエラ・コロンビア国境の通関に従事する労働者は

少なくとも７００名の労働者はおり、物流の停止は彼ら

の生活に悪影響を与えると主張した。 

 

 

 

 

 

「Fedeagro 農畜産業の自給率は２５％」         

 

「農業・畜産業生産者団体（Fedeagro）」のアキレス・

ホプキンス代表は、ベネズエラの農畜産業の自給率は２

５％だと述べた。 

つまり、現在の農産品の７５％は輸入で賄われているこ

とになる。 

 

ホプキンス代表は、 

「ベネズエラには農業を営むことができる潜在性のあ

る土地が９００万ヘクタールもある。しかし、現在は２

００万ヘクタールも開拓されていない。 

 

また、畜産業については潜在性のある土地が３，０００

万ヘクタールもある。しかし、７００万ヘクタールも開

拓されていない。 

 

ベネズエラの生産性は地に落ちた。 

政府は空腹を克服するためにはベネズエラに投資し、生

産性を拡大させることが重要だということに気づかな

ければいけない。 

CLAP の輸入食品でベネズエラ人の食生活を維持する

のは、ベネズエラ人に対する侮辱だ。」 

と政府の姿勢を非難した。 

 

「アラグア州で高圧線の鉄塔が倒壊」                  

 

１０月３日の午後１６時頃 カラカス―バレンシア（ア

ラグア州）間の高圧線の鉄塔が倒れ、周囲に停電被害が

起きた。 

 

とは言え、停電自体は頻繁に起きているため鉄塔倒壊が

停電の原因かははっきりとしていない。 

 

また、高速道路に面している鉄塔が倒壊したため、交通

にも影響を与えた。 
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鉄塔倒壊の理由については、はっきりとした説明はない

が、メンテナンスが十分でなかったことは確かだろう。 

 

 

 

（写真）一般人ツイッター投稿写真 

 

「４４回目 DICOM １ドル BsS.６２．３４」                  

 

中央銀行は第４４回 DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６２．３４。前回の１ドル BsS.

６２．２６よりも少しボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計５９８万５，７７８．１９ドル。 

１８年で最も多い外貨供給額となった。 

 

 

 

 

法人１２４社に対して３５７万８，６９５．４ドルが割

り当てられ、２，５４３名に２４０万７，０８２．７９

ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は菓子メーカーの

「Nestle」で約３９．４万ドル。 

筆者が記憶している限りでは、一社が受け取る外貨とし

ては１８年で最も多い。 

 

次いで、電力系の技術サービスを行っている会社と思わ

れる「Construcciones Metaelect」が２１．５万ドル。 

輸入業者の「Las Palmas」が１３．１万ドル。 

同じく輸入業者の「Rusia Import」が１３万ドルだった。 

 

２０１８年１０月４日（木曜）             

政 治                       

「ペンス副大統領 ベネズエラ問題で中国非難」        

 

１０月４日 米国のペンス副大統領は、中国について

「借金外交」と批判。 

中国がマドゥロ政権の浮き輪（救命用具）になっている

と非難した。 

 

また、ドミニカ共和国、パナマ、エルサルバドルが台湾

との外交を希薄化させ、中国に接近していると説明。 

各国の外交方針に否定的な見解を示した。 

 

「中国はベネズエラの主要債権者だ。 

中国はこれまで腐敗したマドゥロ政権に６２０億ドル

を融資し、２００億ドルの融資残がある。 

 

ベネズエラは、以前は日量３２０万バレルの原油を産出

していたが、１０年間で１４０万バレルまで下がった。

また、１７年は中国向けに日量７０万バレルを送った。 

中国の融資が国をダメにした。」 

と主張した。 
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個人的には、中国の融資がベネズエラの汚職を促進し、

国発展に貢献しなかったことはその通りだと思うが、１

６年以降のベネズエラ経済の混乱は中国には直接的な

責任はない。 

 

なぜなら１６年３月以降、中国はベネズエラ政府からの

元本の返済を免除している。 

つまり、１６年以降は中国の融資返済が理由で、ベネズ

エラの外貨が枯渇したわけではない。 

 

また、台湾とカリブ海諸国との外交関係の希薄化、中国

の接近について、 

「カリブ海諸国の中国接近は米国と台湾の安定した関

係にとって脅威であり、非難されるべきものだ。 

米国は常に台湾の民主的な姿勢を信頼している。」 

と言及した。 

 

「Datanalisi 調査 ロペス VP 党首が支持トップ」           

 

世論調査会社 Datanalisis は、政治家の好感度調査を公

表した。 

 

最も評価が高かったのは大衆意志党（VP）の党首で、現

在は自宅軟禁措置を受けているレオポルド・ロペス氏。 

回答者の３３％はロペス党首に好感を持っていると回

答した。 

 

また、主要な政治家５名（右の図参照）の好感度調査を

並べると、ロペス氏に次いで支持が高いのはベネズエラ

主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首で２８％。

８月調査では２６％だったので、支持が２ポイント増え

たことになる。 

 

この調査ではマドゥロ大統領の好感度は意外と高く２

５．８％で５人中３番目。 

 

 

他、発展進歩党（VP）のヘンリー・ファルコン党首が２

５．７％。カプリレス元ミランダ州知事が２４．６％と

続く。 

 

また、拒絶率で最も高かったのはマドゥロ大統領で７２．

２％が拒絶している。 

 

次いで、カプリレス元ミランダ州知事が７０．７％。フ

ァルコン AP 党首が６７．５％。マリア・コリナ・マチ

ャド党首が６０．１％。レオポルド・ロペス党首が５８．

８％となる。 

 

穏健派野党よりも急進野党の方が国民の支持が高いよ

うだが、ロペス党首の除き支持は拮抗しているとも言え

そうだ。 

 

 

（写真）Datanalisis 

 

「Hercon 調査 マドゥロ政権 ８割超が否定的」         

 

世論調査会社Herconは９月１４日～３０日にかけてベ

ネズエラ人１，５００名にアンケート調査を行った。 

 

回答者の所得階層はＡ／Ｂ層（富裕層）が１５．３％。

Ｃ層（中間層）が３０．３％、Ｄ／Ｅ層が５４．３％。 

ベネズエラの状況を踏まえると中・高所得層の割合が高

いように思える。 

 

回答者の政治思想については、「与党派」が２２．６％。

「野党派」が３３．１％。「無党派」が４４．２％。 
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マドゥロ政権の運営について、８２．４％が否定的な見

解を示し、肯定的な見解は１６．３％にとどまった。 

 

回答者が直面している最も深刻な問題では 

「高物価」が圧倒的多数で７４．１％を占めた。 

次いで「モノ不足」が５．９％。 

「治安」が５．７％と続き、経済分野が国民の主な不満

であることが確認できる。 

 

現在の経済危機を克服するためには政権交代が必要だ

と思うか？との質問については 

 

「必要」との回答は７８．３％。 

「必要ない」との回答は１９．１％だった。 

 

「在マイアミ領事館が６年ぶりに再開」         

 

以前からマイアミの領事館が再開すると言われ続けて

いたが、とうとう１０月４日に再開したようだ。 

 

マイアミ領事館の再開は６年ぶり。 

１２年１月、米国政府がマイアミ領事館でスパイ行為が

行われていると訴え、同領事館の外交官を国外に追放。 

これに対抗する形で故チャベス大統領（当時）がマイア

ミ領事館を閉鎖させていた。 

 

在マイアミ・ベネズエラ領事館の再開についてはジェシ

カ・ロペス領事が発表した。なお、マドゥロ大統領は今

年２月にマイアミ領事館を再開させると発言していた

が、今回の再開についてはまだコメントしていない。 

 

他方、米国メディア「Univision」が米国の国務省に確認

したところ、国務省は「その情報（領事館の再開）は認

識していない。」と回答がしたようだ。 

 

 

 

 

（写真）TV Venezuela ツイッター抜粋 

“６年ぶりのマイアミ領事館再開を報じる記事” 

 

「アレアサ外相 国連調整員と会談」         

 

９月に行われた国連総会で国連の人権調査団がベネズ

エラで調査を行うことが決定した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.195」９月２７日付の記事）。 

マドゥロ大統領も受け入れる姿勢を示している。 

 

これを受けて、１０月４日 アレアサ外相はベネズエラ

在住の国連調整員ピーター・グラハム氏と面談した。 

 

アレアサ外相は 

「グティエレス国連事務局長とマドゥロ大統領の面談

を受けて、国連のベネズエラ調整員ピーター・グラハム

氏と面談をした。 

 

我々は全てのテーマについて意見を交換した。 

面談はポジティブなものだった。我々は国連に対して、

独立した調査団を派遣するよう勧めた。」 

とコメントした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
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（写真）ベネズエラ外務省ツイッター 

“グラハム国連調整員と面談するアレアサ外相” 

 

経 済                       

「PDVSA 南ホセ・ターミナルの事故で輸出減」            

 

PDVSA の原油輸出拠点の一つ「南ホセ・ターミナル」

は８月末に起きた船の衝突により使用が出来なくなっ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.184」９月１日～２

日付の記事参照）。 

 

９月末に再開するとの見通しが報じられたが、１０月に

入ってからも同ターミナルの使用は制限されている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.189」９月１３日付の記事

参照）。 

 

エネルギー情報会社「アーガス・メディア」は石油省内

部関係者からの情報で、米国の制裁により支払い手続き

に問題が生じており、１１月中旬まで同ターミナルは使

用できないだろうと報じた。 

 

 

 

 

アーガス・メディアは 

「外国の金融機関は PDVSA の資金を受けようとしな

い。また、米国の制裁により融資を行うこともない。 

 

ターミナルの閉鎖は、PDVSA の原油輸出に影響を与え

ており、９月は先月比で日量１６万バレルの輸出が減少

した。 

 

PDVSA の重要顧客であるロスネフチ、シェブロン、バ

レロなどの活動に悪影響を与えている。」 

と報じた。 

 

「PDVSA 労働者 新給与に不満」              

 

８月にマドゥロ大統領が新経済政策を発表し、９月に入

り本格的に運用が始まっている。 

 

その中で、９月から最低賃金を先月比６０倍と大きく増

やしたが、同時に役職や勤続年数に応じた給料の差が縮

小した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.196」９月２９日～３０日

付の記事では、今回の給料改定により PDVSA、特に上

級職員の給料が相対的に減ったという記事について紹

介した。 

 

１０月４日 PDVSA労働者は新給料表に反対する抗議

行動を行い、ストライキも辞さないとの意志を示した。 

 

「上級職の給料は月額 BsS.２，２９５で中級職の給料

は月額 BsS.２，２２０。 

石油産業の立て直しが最大の課題になっている現在、こ

のような給料で問題を解決できると考えているのか。 

 

マドゥロ大統領は経済立て直しの手始めに労働者の権

利を奪った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45b3c9a2c0434711abf74b45502952ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6eebaf63ee21032b0399ec3571991968.pdf
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この権利はチャベス政権下で我々が闘争の末に勝ち取

った権利で奪うことはできない」と訴えた。 

 

 

（写真）「El Cooperante」 

“PDVSA 職員による抗議行動” 

 

「無償供与の住宅 １４年から２２０万個建設？                 

 ～公務員給料は隔週支払い、賞与はペトロ建？～」              

 

１０月４日 マドゥロ大統領は１４年から現在までに

住居の無償供与プログラム「Gran Mision Vivienda」で

２２０万戸の住宅を建設したと発表。 

 

仮に２２０万戸すべてに世帯が入居したとすると、１世

帯４人家族だった場合は８８０万人。 

ベネズエラの４人に１人は政府の住宅無償供与プログ

ラムを受けることになる。 

 

しかも１４年から２２０万戸ということは、それ以前も

含めて受益者は更に増える。 

そこまで多くの人が同プログラムで住宅を供与された

かは大いに疑問だろう。 

 

 

 

 

 

 

また、公的セクターの労働者について、インフレの影響

を緩和するために週に１回、給料を支払うと発表した。 

 

「明日、金曜に公的セクターの労働者に対して、１０月

第１週目の給料を支払う。これは労働者からの訴えを受

けたものだ。 

 

少なくとも１１月までは隔週で給料を支払う。 

これが労働者の生活に資することを期待している。」 

と発言した。 

 

また、ベネズエラでは１０月～１２月頃にアギナルド

（年末賞与）を支払う習慣がある。 

 

この時期、ベネズエラ人はクリスマスモードに入り、仕

事はほとんど進まない。ただ、今の状況は違うだろう。 

 

筆者がベネズエラに着任したばかりの１２年当時はク

リスマスの町は電飾が施され、町は浮かれた雰囲気だっ

たが、１４年頃から徐々にクリスマスの様子が寂しくな

っていったことを記憶している。 

 

マドゥロ大統領は、今年のボーナス支払いについて、デ

ジタル通貨「ペトロ」で受け取ることもできると発表し

た。 

 

発表は曖昧で、ペトロ建てで支払うつもりなのか、ある

いはボーナスはボリバル建てで支払うが、そのボリバル

をペトロに換えることもできると言いたかっただけな

のか、真意が分からない。 

 

現在のところペトロは全く使用できず、ペトロ建てのボ

ーナス受け取りを希望する人は極めて少数だろう。 

 

以上 


