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（写真）ツイッター“カラカス旧市街地で食糧不足を抗議する国民（１５０名くらいが集まったとされる）” 

 

２０１７年１２月２７日（水曜） 

 

政 治                    

 「日本の注目記事でベネズエラのニュースが上位 

～１７年のうちに約７０のメディア閉鎖～」 

「カラカス大首都区庁解体を国際労働機関に訴え」 

 「１月８日に政治犯らの処遇を公表」 

 「食料品の供給不足はポルトガルのボイコット」 

 「オスカル・ペレス氏 民衆放棄を呼びかけ」 

経 済                    

 「大統領 ペトロ運用など経済政策を発表」 

 「カルドン製油所で爆発 けが人も複数」 

 「カベジョ議員 大手銀行バネスコの接収を示唆」 

２０１７年１２月２８日（木曜） 

 

政 治                   

 「米外交員 拘束された米国民の解放を要請」 

 「SEBIN ラミレス元国連大使の自宅に押し入る」 

経 済                   

 「情報通信相 ペトロの運用開始は近日中」 

 「PDVSA および子会社の役員が交代」 

 「制憲議会 外国投資法の改定案を承認」 

 「制憲議会 鉱物法の改正案を承認」 

 「Conindustria １８年は１０１８社が倒産危機」 

社 会                   

 「カラカス旧市街を含めて食料不足の抗議行動」 
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２０１７年１２月２７日（水曜）             

政 治                       

「日本の注目記事でベネズエラのニュースが上位      

   ～１７年のうちに約７０のメディア閉鎖～」       

 

「ベネズエラ 70 のメディア閉鎖」（AFPBB News）と

いうタイトルの記事が公開された。内容はベネズエラの

報道労組である SNTP の発表を報じたもの。 

 

「２０１７年にラジオ４６局、テレビ３局、新聞約２０

社が閉鎖。また、記者への暴行は４９８件、逮捕は６６

件が確認されている。 

 

２０１６年に確認された暴力行為は３６０件だったの

で、前年と比べて２６．５％増加している。暴力行為の

うち２７３件は４月～７月にかけて行われた反政府デ

モの時期。反政府デモで１２５名が亡くなり、そのうち

殺人の７０％は軍部や警察による殺人だった。 

 

政府は食料や医薬品などモノ不足、ハイパーインフレへ

の批判を力で抑えようとしている。」と発表した。 

 

 

（写真）Yahoo ニュース 

 

この記事はベネズエラ報道の難しさを物語っている。 

「ウィークリーレポート No.13」でも書いたが、国連の

報告書によると、治安部隊による殺人は４６名で４割弱

だ。７０％ではない。これに、コレクティーボと呼ばれ

る武装した与党支持者による殺人の２７人、その他原因

が特定できていない殺人の９件を足して６５％超。 

 

 

 

日本の報道側は翻訳しただけなので記事に他意は無い

だろうが、SNTP は野党系の報道団体（与党系の報道団

体も存在する）で、発言には政治的な意図がある。野党

政治家や報道者の言っていることの多くは真実だが、微

妙に過剰表現、巧みな嘘が混ざっている。あるいは大事

な情報を省略している。その微妙な違いが大きな認識の

違いを生むことがある。 

 

逆に、与党側の言っていることの多くは分かりやすい嘘、

間違い、論点のすり替えや過剰表現だが、核心を突いた

発言をする時もある。野党の話とは逆で、この時々出て

くる事実が意外と大事だったりもする。 

表：　反政府デモによる死因の内訳

人数

治安部隊よる殺人 46

国軍 26

地域警察 16

国家警察 3

空軍 1

反社会勢力よる殺人 27

道路封鎖による交通事故 15

略奪から派生した殺人 12

原因が特定出来ない殺人 9

治安部隊を狙った殺人 8

反政府活動参加者によるリンチ 5

抗議をきっかけとするその他事故 2

124

（出所）国連報告書からベネインベストメント作成

（注）５１件の殺人は未解決

合計

理由

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171228-00000030-jij_afp-int
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
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ベネズエラを正しく理解するには、野党側の言っている

こと（あるいは与党への批判）を鵜呑みにしすぎず、与

党の発言が全て嘘で聞く必要が無い話だと決めつけな

い姿勢が必要だろう。好む・好まないに関わらず、政策

を決めるのは野党ではなく与党であることも認識する

必要がある。また、発言者・団体がどのような政治思想

を持っているのかの事前知識も必要だ。 

 

手前みそだが、筆者は野党も知っているし、与党も理解

しているつもりだ。微妙な間違いに気づく前提知識も十

分にあると自負している。２０１８年もベネズエラの状

況を皆様に伝えるフィルターの役割を担っていきたい

と考えている。 

 

「カラカス大首都区庁解体を国際労働機関に訴え」         

 

元カラカス大首都区長のアントニオ・レデスマ氏は国際

労働機関にカラカス大首都区庁とアルトアプレ特別区

庁の解体を訴える文章を送った。 

 

文章の中には 

① 自分は現役のカラカス大首都区長であり、カラカス

大首都区長として今回の文章を書いていること 

② ６，０００人超の公務員が失業の危機にあること 

③ 仮にカラカス大首都区庁に代わる組織で働くこと

が出来るとしても、政治的な思想を理由に解雇され

る可能性が高いこと 

④ 正当な理由のない解雇は禁止されていること 

⑤ 昨日、カラカス大首都区庁の解体を巡り抗議行動が

起き、その抗議が治安部隊によって抑圧されたこと 

⑥ ２０日間、給与の支払いが遅れており、６，０００

人の給与（２００億ボリバル）が不払いであること 

⑦ 国際労働機関がミッション団を派遣する（１８年１

月の可能性あり）際はベネズエラの労働組合などと

会合してほしい。 

などを訴えた。 

 

「１月８日に政治犯らの処遇を公表」                  

 

人権団体フォロ・ペナルは、制憲議会が１月８日に、解

放された政治犯の今後の処遇を公表するだろうとの声

明を発表した。 

 

発表の中には、 

① 現在、クリスマス前後で４４名の政治犯が解放され

たこと 

② 解放された者の中には、ディオスダード・カベジョ

PSUV 副党首の娘（ダニエラ・カベジョ氏）の暗殺

を企てた罪で拘束され、２年４カ月、刑務所に収容

されたアンドレス・ゴンサレス氏が含まれること 

③ １７年に起きた反政府デモで治安対策を怠った罪

で拘束されたララ州イリバレン市長のアルフレッ

ド・ロメロ氏が含まれること 

④ フォロ・ペナルの認識では、今でも２１６人の政治

犯が拘留されたままであること 

⑤ ２０１４年から現在まで１２万人が逮捕され、その

うち７，１７１人が何らかの形で自由を制限されて

いること 

⑥ 解放された政治犯の処遇は１８年１月８日に制憲

議会が公表すること 

を発表した。 

 

「食料品の供給不足はポルトガルのボイコット」             

 

全国各地でマドゥロ大統領が約束した食料品が届いて

いないことに抗議するデモが起きている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.77」１２月２６日付の記事参照）。 

 

特にクリスマスに供給すると約束していた豚肉が届い

ていないことへの抗議が起きている。１２月２７日 マ

ドゥロ大統領は約束したはずの豚肉が供給できていな

いことを認め、原因がポルトガルのボイコットにあると

釈明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9c94e7db17685f8044387de2d3334d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9c94e7db17685f8044387de2d3334d5.pdf
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「我々はクリスマスに向けて計画を立てていた。子供向

けの玩具やクリスマス賞与を提供するという約束を守

った。しかし、豚肉を供給することができていない。 

なぜならポルトガルが豚肉を送るための２隻の船舶を

差し止めたからだ。 

金融ブロックや経済戦争が仕掛けられているが、我々は

ベネズエラ国民の生活を守る。」 

 

「オスカル・ペレス氏 民衆による放棄を訴え」         

 

１２月２７日 元犯罪科学捜査班（CICPC）のオスカ

ル・ペレス氏は新たなビデオレターを公開した。ペレス

氏の一団は今年 6 月に内務司法平和省のヘリコプター

を奪取し、そのヘリコプターで最高裁判所に手りゅう弾

を投げた（死者は出ず）。 

また、最近では軍部知的戦略統括部隊（DGCIM）の駐

留所に侵入し、軍人らを拘束、武器を強奪した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.74」１２月１８日付の記事参照）。 

 

ビデオでは、 

「我々は武器を押収した。ベネズエラの未来を壊そうと

する腐敗した一部の権力に武器を管理させることは出

来ない。もしベネズエラ国民の正当な抗議行動を抑圧す

るようであれば、我々は街頭に出て自由ために戦う。ベ

ネズエラ国民に対して、街頭に出て自由を求めるよう呼

びかける。」と投稿した。 

 

また、現地報道サイト El Pitazo によると、１２月２６

日にアラグア州サンタリタ市でエクトル・ペドロサ氏が

逮捕された。 

 

ペドロサ氏はオスカル・ペレス氏のフォトグラファーを

務めていたとされ、警察は彼の所持品を押収した。ペド

ロサ氏の家族は、彼が何処にいるのかわからないとコメ

ントしている。 

 

 

 

（写真）オスカル・ペレス氏のビデオレター 

 

経 済                        

「大統領 ペトロ運用など経済政策を発表」           

 

１２月２７日 マドゥロ大統領はデジタル通貨ペトロ

を含む一連の経済政策についてコメントした。 

 

① 鉱物セクターの会社は税金を外貨で支払うように

なる 

② デジタル通貨ペトロの運用に関する政令に署名し

た。ペトロの価値はオリノコ流域のアジャクチョ鉱

区の原油で保証されている。アジャクチョ鉱区は５

０億バレルの原油が埋蔵されている。 

③ １ペトロは１バレルの価値がある。 

④ デジタル通貨の運用に必要となるマイナーの組織

を作る（マイナーについては「ベネズエラ・トゥデ

イ No.76」１２月２２日付の記事参照）。 

⑤ 新たに１０万人の年金受給者が増える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
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「カルドン製油所で爆発 けが人も複数」         

 

１２月２６日 ファルコン州パラグアナ製油施設のカ

ルドン製油所で爆発が起きた。その結果、数人が火傷を

負った。一人は左腕に重度の火傷を負った。 

 

PDVSA 労働組合のイバン・フェレイタ氏は、 

「作業員がナフサの取り出し作業をしている際に、高炉

が爆発した。」とコメントしている。 

 

負傷者はスリア州マラカイボのコロモト病院へ搬送さ

れた。２６日２０時ごろに負傷者の親が、自分の息子も

他の負傷者も回復しそうだ。とコメントをしている。 

 

「カベジョ議員 大手銀行バネスコの接収を示唆」              

 

ディオスダード・カベジョ・ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）副党首（兼制憲議員）は、ベネズエラの大手

金融機関であるバネスコを国営化することを検討して

いることを明らかにした。 

 

発端は政府が所有しているバネスコの株式２．３４％の

売却交渉。バネスコのボードメンバーは政府から２．３

４％の株式を買い取る交渉をしたようだ。 

 

株式の売却はボリバル建てで、バネスコのファン・カル

ロス・エスコテト社長は DICOM レート（１ドル約３，

３００ボリバル）を基準にボリバル建ての買い取り額を

提示した。 

 

「彼らは我々から DICOM レートで株式を買い取ろう

とする一方、彼らは並行レートを利用して蓄財している。

政府をだまして株式を安く買い戻そうとしている。 

 

 

 

 

バネスコのファン・カルロス・エスコテト社長はベネズ

エラの並行レートを用いて不正に蓄財した資産を使い、

米国、コロンビア、スペイン、ドミニカ共和国、プエル

トリコ、パナマにベネズエラに投資されるべき資産を隠

している。 

 

マドゥロ大統領にそれを伝えたところ、バネスコの接収

をすることに同意した。」と述べた。 

 

エスコテト社長はスペイン系ベネズエラ人で「世界で最

も裕福な人、上位５００」に入っている。エスコテト社

長はスペイン系金融機関 Abanca の社長（ABANCA 社

の社長プロフィール）。 

 

また、カベジョ議員はバネスコがコロンビア国境での紙

幣の大量流出に関わっていると非難している。 

 

２０１７年１２月２８日（木曜）             

政 治                       

「米外交員 拘束された米国民の解放を要請」        

 

１２月２７日 米国大使館のトッド・ロビンソン経済担

当官がアレアサ外相と面談した。 

 

在ベネズエラ米国大使館は、「面談は２０分程度。ロビ

ンソン氏は最初の面談で２０１６年から拘束されてい

る米国籍のジョシュ・ホルト氏の解放を求めた。 

 

ホルト氏はベネズエラ人女性と結婚するために、２０１

６年６月にベネズエラを訪れた。その後、米国ビザが発

行されるまでの間、ベネズエラで彼女とその子供らと生

活していた。」と報じた。 

 

結婚式から２週間後にベネズエラの警察がホルト氏の

自宅に押し入りホルト氏夫婦およびその子供を逮捕し

た。 

http://www.abancacorporacionbancaria.com/es/consejeros/escotet-rodriguez/
http://www.abancacorporacionbancaria.com/es/consejeros/escotet-rodriguez/
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グスターボ・ゴンサレス内務司法平和相（当時）は、ホ

ルト氏の自宅からライフルや銃弾が見つかったと発表

している。 

 

米国にいるホルト氏の母親はウォールストリートジャ

ーナルの取材に応じ、息子は刑務所で２７キロ体重が減

少し、病気に感染していると答えている。 

 

なお、在ベネズエラ米国大使館のツイッターでトッド・

ロビンソン氏がカラカス旧市街地のボリバル広場で撮

影した写真が投稿されている。 

 

 

（写真）在ベネズエラ米国大使館ツイッター 

 

「SEBIN ラミレス元国連大使の自宅に押し入る」           

 

１２月２８日 国家諜報部（SEBIN）はカラカス、サン

タソフィア地区にあるラファエル・ラミレス元国連大使

の自宅に押し入った。 

 

ラミレス氏の家族は国外にいるため、自宅には誰もいな

かったようだ、なお、非公式ではあるがラミレス元国連

大使は現在イタリアにいるようだ。 

 

隣人のコメントによると、家宅捜査の最中にラミレス氏

の弁護士２名が SEBIN 捜査官と口論していたようだ。 

 

経 済                       

「情報通信相 ペトロの運用開始は近日中」            

 

１２月２８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はペトロ

の運用開始が近いと発言した。 

 

「ペトロについて発表されてから１カ月も経っていな

いが、議論は進展している。政府は官報でペトロ運用詳

細について発表した。１ペトロは１バレルの原油と同等

の価値がある。 

 

ペトロはビッドコインと似ているところもあるし、違う

ところもある。似ているところはビッドコインと同様に

ブロックチャーンのシステムを採用しており、取引の正

確性を裏付けるためのマイニング業者がいる。マイニン

グする法人あるいは個人は登録をすることになってい

る。 

 

大きな違いは、ペトロは実物の資源を信用の保証として

いることだ。既にペトロの運用開始にあたり、２億６，

７００万ドル相当の原油資源が確保されている。 

 

なお、ペトロ以外のデジタル通貨の使用もベネズエラの

法律に従い登録すれば国内で許可できる。」と説明した。 

 

「PDVSA および子会社の役員が交代」          

 

２０１７年１２月２２日付の特別官報６３５１号でＰ

ＤＶＳＡの外部役員と子会社役員の交代が発表された。 

 

・PDVSA ガスの社長は Nemrod Contreras 氏 

・PDVSA ナバル・マリナの社長は Jesus Landa 氏 

・PDVSA インダストリアル、BARIVEN 社長は Jose 

Gonzalez 氏 

・PDVSA アスファルトの社長は Erling Rojas 氏 

・Pdvsテレビの社長はJavier Lopez氏 
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・PDVSAエンジニアリングの社長はPaola Posini氏 

・PDVSA都市開発の社長はNurman Bordones氏 

 

PDVSA本体のボードメンバーも交代した。 

・PDVSA販売・供給部門の役員がJose Quintal氏。 

・PDVSA外部役員はアラグア州知事のMarco Torres

氏。 

・PDVSAオペレーション部門長はManuel Mendible

氏。 

 

確認されている範囲では PDVSA ナバルの Landa 社長、

バリベンとPDVSAインダストリアルのGonzales社長、

Pdvs テレビの Javier 社長、オペレーション部門長の

Mendible 氏は軍部出身である。 

 

マニュエル・ケベド氏が PDVSA 総裁に就任して、想像

通り軍部系の取り巻きが PDVSA を侵食し始めている

ようだ。 

 

「制憲議会 外国投資法の改定案を承認」         

 

１２月２８日 制憲議会は外国投資法の改定案を承認

した。近日中に官報で公開されることだろう。 

 

ウィルマル・カストロ・ソテルド経済担当副大統領は新

しい外国投資法は４７条で構成されていると発表した。 

 

現時点で詳細は不明だが、外国資本が国外で裁判を行う

ことを禁止するような法律が加わっているとの報道が

ある。 

 

なお、これまで有効だった外国投資法は２０１５年に改

定された法律。今年８月に科せられた米国からの経済制

裁を受けて、９月にマドゥロ大統領が新経済政策を発表

した。外国投資法の改定もその時にマドゥロ大統領が提

案したものだった。 

 

「制憲議会 オリノコ鉱物地域税法を改正」        

 

制憲議会はオリノコ鉱物地域税法の改正案を承認した。 

 

オリノコ地域の鉱山開発に関する新税法についても、マ

ドゥロ大統領が９月に提案したもの。 

 

ビクトル・カノ鉱業開発相は 

「ダイヤモンド、金、鉄鉱石、ボーキサイトなどの資源

はベネズエラ経済を多角化させるために極めて重要な

分野だ。改正法の第５条には鉱業分野への投資を促進す

るインセンティブになるような内容が含まれている。」 

 

マドゥロ大統領も本法律について言及している（本号

「マドゥロ大統領 ペトロ運用など経済政策を発表」参

照）。その際に、鉱業分野の税金を外貨で徴収できるよ

うになると発言していた。 

 

「Conindustria １８年は１０１８社が倒産危機」        

 

ベネズエラ製造業連盟 Conindustria のファン・パブロ・

オルキアガ代表は、現地紙「エル・ウニベルサル」の取

材に答え、１８年もベネズエラ経済に不況が続く場合、

多くの企業が倒産するだろうと警鐘を鳴らした。 

 

「長引く経済不況の影響でベネズエラ製造業の経済規

模は３分の１まで減少した。残っている企業は最低限の

稼働しかしていない。 

現在、ベネズエラには３，８００社の製造業がある。そ

のうちの２７％である１０１８社が倒産の危機にある。

また、２年後には１，７３１社が倒産する。ベネズエラ

製造業の状況は悲惨だ。 

 

しかし、今の状況は政府が正しい経済政策を取れば短期

あるいは中期的には回復できると信じている。」 

とコメントした。 
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「ウィークリーレポート No.26」で紹介したが、ベネズ

エラ中央銀行も製造業のマイナス成長を認識している。 

 

２０１５年の製造業のGDP成長率は前年比マイナス８．

１％、１６年は更に１５年比でマイナス２７．１％と著

しく下落している。 

 

社 会                       

「カラカス旧市街を含めて食料不足の抗議行動」          

 

クリスマスが過ぎ、年末に入るが食糧不足、ガソリン不

足、水・電気・ガスなど公共サービスの停止などを理由

とする抗議行動は止まらない。 

 

年末に入り、政治経済分野のネタがないのでマスコミが

取り上げている可能性も疑っていたが、やはり抗議行動

は増えている。 

 

野党政治家が呼びかけるデモ抗議は民主主義や平等、政

治犯の解放を求めたデモ行動が基本だった。今回の抗議

行動には（少なくとも表向きは）野党政治家が不在だ。

国民の不満がかなり高まっていることを意味する。 

 

また、１７年４月～７月の反政府デモの中心地はチャカ

オ市だった。一方で、今回の抗議行動はチャカオ市が拠

点ではない。旧市街地が拠点だ。 

逆に中高所得者層の多いチャカオ市などで食糧不足を

理由とする抗議行動が起きているとの報道は少ない。カ

ラカス旧市街地は大統領府から近く、軍部が抑えきれな

い可能性がある。また、食糧難を理由とする国民の暴動

は無計画に起きる。 

 

１８年のベネズエラの抗議行動は、１７年とは違うタイ

プの抗議行動になると想像している。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8224c665f0a1270beba4dc2bdda7b14a.pdf

