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（写真）オルテガ元検事総長ツイッター “マドゥロ政権の内情を告発したオルテガ元検事総長” 

 

 

２０１８年７月１１日（水曜） 

 

政 治                     

 「CNE 市議会議員選実施を１２月９日に決定」 

「カベジョ制憲議長 スイス企業の調査を要請」 

 「チリ議員 亡命最高裁を認識するよう要請」 

経 済                     

 「OPEC ベネズエラ産油量は日量１３４万バレル 

～ベネズエラ自己申告産油量との乖離が拡大～」 

 「通貨切り下げ 新札が来週届くとの報道流れる」 

 「ベネズエラ政府 ハイチに融資」 

社 会                     

 「ベネズエラ難民 １日２千人がペルーに入国」 

２０１８年７月１２日（木曜） 

 

政 治                    

 「オルテガ元検事総長が政権非難 

～チャベス １２年に死去した可能性指摘～」 

 「AD 秘書官 市議会議員選への参加を否定」 

経 済                    

 「Fedecamaras 元代表 Roy 氏 制裁を非難」 

 「CAVENES １８年６月の生産台数は６６台」 

社 会                     

 「米国ら４カ国 CLAP に関わる汚職を非難」 

「スリア州で無期限停電 ３８時間超える」 

「国連 避妊具１，０００万個を無償配布」 
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２０１８年７月１１日（水曜）             

政 治                       

「CNE 市議会議員選実施を１２月９日に決定」       

 

７月１１日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は市議会議員選を１２月９日に実施すると発

表した。 

 

「１８年１２月９日（日曜）に市議会議員選を実施する

ことを発表する。同選挙で市議会および補欠議員を含め

て４，９００の役職者を決定する。 

 

市議会議員選は小選挙区制、比例代表、先住民枠で構成

する。 

比例代表では６８５名の市議会議員と同数の補欠議員

を決定する。小選挙区制では１，７０３名の市議会議員

と同数の補欠議員を決定する。先住民枠では６９名の市

議会議員と同数の補欠議員を決定する。 

 

有権者登録（新たに有権者になる人、結婚による名義変

更、住所変更）の受付期間は７月２３日～８月２３日。 

 

立候補者のインターネットでの応募期間は９月１０～

１９日。その後、９月１９～２４日のうちに正式な立候

補書類を CNE に提出する。 

 

選挙キャンペーン期間は１１月２２日～１２月７日ま

で。 

 

現時点で１５の全国規模政党、１９の地域政党が CNE

に政党として登録されている。 

 

選挙法により各政党から出馬させる男女比率は制限さ

れており、男女どちらかが６０％を超えることは出来な

い」 

と説明した。 

「カベジョ制憲議長 スイス企業の調査を要請」         

 

７月１１日 ディオスダード・カベジョ制憲議長は自身

のテレビ番組で、ベネズエラで活動するスイス資本の企

業に調査を実施すると発表した。 

 

「おそらく私は今年の３月から制裁を受けている。 

それでは、制憲議会を通じてベネズエラで活動するスイ

ス資本の全ての企業の調査を行おう。我々は同待遇主義

の原則を貫く。スイスはディオスダードの口座を閉鎖し

た。いいだろう、見つかった口座があればそれは全てプ

レゼントする。」 

と発言した。 

 

カベジョ制憲議長の発言は７月１０日にスイスがベネ

ズエラ政府関係者１１名に制裁を科したことに端を発

する（「ベネズエラ・トゥデイ No.161」７月１０日付の

記事参照）。 

 

筆者の懸念は日本政府がこのような制裁あるいはネガ

ティブ発言をした際にベネズエラ政府が同様の反応を

する可能性があるということだ。 

 

最近では７月５日に国連でベネズエラ政府の人権問題

を非難する趣旨の決議に日本を含め５３カ国が賛同し

た。 

 

他、大統領選後には河野外相が直接、ベネズエラ政府を

非難し、何らかのメッセージを出したいと発言（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.140」５月２１日付の記事参照）。 

 

Ｇ７でも連名でベネズエラ政府を非難する声明に日本

が名前を連ねている（「ベネズエラ・トゥデイ No.141」

５月２３日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb249d08756e48245e971a755331e0e6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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「チリ議員 亡命最高裁を認識するよう要請」                  

 

７月１１日 チリの議員は、ベネズエラの亡命最高裁の

宣言を正式な宣言と認識するようピニェラ大統領に要

請した。 

 

亡命最高裁はマドゥロ大統領を解任すると決定。新しい

大統領を選定するよう求めている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.160」７月６日付の記事参照）。 

 

ただし、亡命最高裁はベネズエラ主導党（VV）のマリ

ア・コリナ党首や国民勇猛同盟（ABP）のアントニオ・

レデスマ元カラカス首都区長などで構成される急進野

党のグループに属しており、MUD とは異なる。 

 

政治的なスタンスの違いから MUD が主体となってい

る国会は亡命最高裁の決定を進めることをためらって

いる印象がある（「ベネズエラ・トゥデイ No.161」７月

１０日付の記事参照）。 

 

個人的には、今回の一件はチリ政府のスタンスを示すも

のと認識している。 

 

ピニェラ大統領はマドゥロ大統領を強く非難するグル

ープに属する。本件はチリの議員から大統領に要請が突

き上げられた格好だが、チリ政府からの要望を受けて、

議員らが決議を通したと考えている。 

 

これはチリ政府として、混乱が生じている MUD よりも

急進野党を支持するとの意志の表れと理解できる。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「OPEC ベネズエラ産油量は日量１３４万バレル     

 ～ベネズエラ自己申告産油量との乖離が拡大～」           

 

７月１１日 OPEC は月次レポート（「OPEC Monthly 

Oil Market Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１８年６月のベネズエラの産油量

（第三者調べ）は日量１３４万バレルで先月の１３８．

８万バレルから４．８万バレル減少した。 

 

 

 

第三者調べの産油量は毎月顕著な減少傾向が確認され

ているものの、ベネズエラが直接報告する産油量は日量

１５３．１万バレルと減少が留まっている。 

１７年末には第三者調べの産油量と自己申告の産油量

の差はほとんどなくなったが、再び乖離する傾向にある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
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「通貨切り下げ 新札が来週届くとの報道流れる」         

 

６月４日に予定していた通貨切り下げは８月４日に延

期された（「ベネズエラ・トゥデイ No.145」６月２～３

日付の記事参照）。 

 

既に通貨切り下げの施行日まで１カ月を切ったが、具体

的な動きは確認できていない。 

 

それどころか中央銀行総裁および役員が交代したこと

で、これまでの作業が大幅に後退する可能性もある（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.161」７月１０日付の記事参照）。 

 

一部の報道では８月１５日まで再度延期されるという

話もあれば、３ケタの通貨切り下げ（１，０００ボリバ

ル・フエルテを１ボリバル・ソベラーノに変更）を６ケ

タ（１００万ボリバル・フエルテを１ボリバル・ソベラ

ーノに変更）にするとの噂もある。 

 

このような状況で、７月１１日に銀行監督局

（SUDEBAN）が金融機関関係者を召集し、来週には新

札が各金融機関に配られると伝えたという。 

 

ただし、SUDEBAN 自身もどこまで中央銀行の内情を

知って金融機関に通知しているかもよく分からない。 

個人的には８月４日の通貨切り下げ導入は難しいので

はないかと考えている。 

 

「ベネズエラ政府 ハイチに融資」                  

 

ベネズエラ政府とハイチ政府は二国間の融資プロジェ

クトに署名した。ベネズエラからハイチに融資をするよ

うだが、金額は明らかにされていない。 

 

 

 

 

ホルヘ・アレアサ外相はハイチのアントニオ・ロドリゲ

ス外相と共同会見を行い 

「我々はハイチの開発プロジェクトに対して融資を行

う。この投資は農業分野を想定しており、生産品はベネ

ズエラ政府に輸出される。」 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

 

社 会                        

「ベネズエラ難民 １日２千人がペルーに入国」       

 

国連の難民委員会はベネズエラで起きている経済危機

を理由に一日２，０００人のベネズエラ人がペルーに移

動していると発表した。 

 

先週難民委員会が公表した数字では、ペルーに亡命を希

望するベネズエラ人の数は１７年に前年比で３倍に増

加し、１１万１６００人に達したとしている。 

 

また、１８年１月～６月２２日にかけてブラジルとベネ

ズエラの国境にあるロライマ県（ブラジル側）で１万６，

９５３件の亡命申請がされた。そのうち９７％がベネズ

エラ人だった。 

 

ブラジル当局は１日４００人のベネズエラ人がブラジ

ルに移動していると予想している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
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２０１８年７月１２日（木曜）             

政 治                       

「オルテガ元検事総長が政権非難             

 ～チャベス １２年に死去した可能性指摘～」        

 

１７年３月末に最高裁が発表した国会の権限を奪うと

の政令に抗議し、その後政府との対立を深め、１７年８

月には外国に亡命したルイサ・オルテガ元検事総長は情

報サイト「Punto de Corte」の取材に応じた。 

 

そこでマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長ら政府関係者

を痛烈に非難した。インタビューは長いので要約のみ紹

介する。 

 

・マドゥロ大統領は Odebrecht の汚職を理由に解任さ

れなければいけない。 

 

・カベジョ PUSV 副党首はチャベス大統領が死亡した

後に、自分（カベジョ氏）が大統領選に出馬するとオ

ルテガ元検事総長に語った。しかし、その後何があっ

たか分からないがマドゥロ大統領が出馬した。 

 

・カベジョは１８年１２月に大統領選をするべきだと

考えていた。しかし、そうならなかった。カベジョと

マドゥロには間違いなく権力闘争が存在する。 

 

・ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は私（オルテガ元検事

総長）が最高裁の決定に不服を示した後で私の自宅

に来て、考えを変えなければ検事総長から引きずり

おろすと言った。 

また、マドゥロ大統領が私と話をしたがっていると伝

えた際に、「マドゥロ大統領には難しいことを言わず、

簡単に伝えないといけない。彼には難しいことは理

解できない。」と話した。 

 

 

 

・デルシー・ロドリゲス副大統領について「ベネズエラ

の子供、老人、女性、男性は聡明だ。デルシーを除い

て。彼女については精神的な問題がある。」と非難し

た。 

 

・故チャベス元大統領は公式には１３年３月に亡くな

ったことになっているが、その事実は怪しい。１２月

２８日にカベジョ氏から私に電話が来た。当時、私は

外国にいたが、カベジョ氏から「チャベス大統領が亡

くなったので戻ってくるように」と言われた。しか

し、帰国後に亡くなっていなかったと言われた。 

 

確かに１２年１２月２８日にチャベス大統領が亡くな

ったという噂が流れ、一時メディアを騒がせた。 

 

その後、チャベス大統領が病室で娘らと話をしている写

真が公開された。その写真にはキューバの新聞「Granma」

が掲載されており、日付も記事の内容も最新のものだっ

た。合成の可能性も指摘されたが、最終的な結論は出な

かった。 

 

他にも色々と発言したようだが、現在このインタビュー

記事を掲載した「Punto de Corte」はサイトにアクセス

できなくなっている。 

筆者はこのサイトでオリジナル記事を閲覧しようとし

たが、サイト自体に入れなかった。 

 

なお、チャベス元大統領が死亡したのが１２年１２月２

８日だったとの告発を受けて、チャベスの娘であるマリ

ア・ガブリエラ・チャベスはオルテガ元検事総長につい

てツイッターで 

 

「嘘つきで、汚職まみれで、無能で、裏切り者で、認知

症患者だ。」 

と非難している。 
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「AD 秘書官 市議会議員選への参加を否定」           

 

MUD から離脱した行動民主党（AD）のネガル・モラ

レス・ミランダ州秘書官（下の写真の人物）はユニオン

ラジオのインタビュー番組に出演し、「AD は１２月９

日の市議会議員選には出馬しない」と発表した。 

 

「私はベネズエラで選挙の道は閉じられたと考えてい

る。１５年の国会議員選後にマドゥロ政権は二度と選挙

では負けないと決めた。この日から選挙を通じた解決の

道は閉鎖された。 

 

それからベネズエラの選挙システムは抑圧的になり、今

では誰一人ベネズエラの選挙制度を信じていない。信頼

できる国際監視団も存在しない。」と発言した。 

 

個人的には、この発言は AD 全体で精査された上での発

言ではないように思える。アジュップ AD 幹事長はあく

まで選挙を通じて問題を解決すると発言している。 

また、地方を回り関係者の意見を聞いてから方向性を決

めるとしている。 

市議会議員選の登録は９月から始まるとしており、

MUD 離脱の発表から１週間後に決める問題でもない

だろう。 

 

筆者の認識が事実であれば MUD から離脱した AD も

一枚岩ではなく、発言や方向性に統制が取れていないこ

とになる。 

 

 

経 済                       

「Fedecamaras 元代表 Roy 氏 制裁を非難」            

 

意外な人物から意外な発言があった。 

 

７月１２日 ベネズエラ経団連（Fedecamaras）の代表

を務めたホルヘ・ロイ氏は、外国政府がベネズエラに科

している制裁に反対するとの意向を示した。 

 

ロイ氏はユニオンラジオのインタビュー番組に出演し 

「私はベネズエラで起きている制裁を全く好んでいな

い。私は制裁がない状態を望んでいる。しかし、実際は

制裁が起きている。 

 

国際社会はベネズエラへの窓口を閉じている。この影響

は全てのベネズエラ人が負うことになる。制裁リストに

入っている人物だけではない。私は引き続き対話を志向

している。」 

と発言した。 

 

ホルヘ・ロイ氏は民間セクターの MUD 代表のような位

置付けで野党支持者の中で彼の人気は低くない。 

 

MUD が現在検討している幹事長の候補にも挙がって

いる人物（「ベネズエラ・トゥデイ No.157」６月３０日

～７月１日付の記事参照）。 

 

制裁はそもそも野党が国際社会に求めて実現したもの

で、これまで MUD は国際社会の制裁を非難するような

ことはしてこなかった。今回のロイ氏の発言は MUD の

方針と異なっている。 

 

今回の発言には違和感があり、その真意は不明だ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/281961e0d274423be6f7d492d462fec9.pdf
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「CAVENES １８年６月の生産台数は６６台」         

 

ベネズエラ自動車会議所（CAVENEZ）の発表によると、

１８年６月のベネズエラ民間自動車組み立て会社６社

（FCA、FORD、IVECO、MACK、MMC/HUNDAI、

TOYOTA）の組み立て台数は６６台だった。 

 

会社ごとの生産台数ではトヨタ社が６５台（COROLLA 

GVN を１５台、HILUX を２０台、FORTUNER を３０

台）。 

FORD 社が F-350 GNV を１台だった。 

 

１８年５月も６６台だったので先月と同じ台数（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.151」６月１６～１７日付の記事

参照）。１８年１月～６月の合計生産台数は４５８台で

前年同期と比べて４８．４％減少した。 

 

 

（出所）ベネズエラ自動車部品協会（FAVEMPA） 

“FAVEMPA が CAVENEZ の統計を公表しているた

め、元データは CAVENEZ” 

 

 

社 会                        

「米国ら４カ国 CLAP に関わる汚職を非難」            

 

７月１２日 米国、コロンビア、メキシコ、パナマの４

カ国政府関係者らはコロンビアのカルタヘナで会合し、

ベネズエラ政府が行っている汚職について情報共有を

することで合意した。 

 

４カ国の政府代表らはベネズエラ政府が行っている取

引が金融的にマドゥロ政権を存命させているとの認識

で合意したと発表。 

 

特に、「祖国カード」保有者に対して安価な食料品を販

売する CLAP での汚職を非難。また、食料供給を国民の

コントロールに使用していると言及した。 

 

コロンビアのカルデナス財相は 

「ベネズエラ国民が飢餓状態にあるのはベネズエラ政

府の汚職が原因だ。」 

と非難した。 

 

また、米国の Marshall Billingslea 財務次官は CLAP に

ついて 

「ベネズエラ政府は CLAP の輸入過程で４～５回仲介

をかますことで、お金を抜いている。マドゥロ政権が行

っていることは明らかな人権侵害だ。」 

と非難した。 

 

この会合は今後も定期的に実施されるようだ。 

 

次回の会合はワシントンで行う。アルゼンチンとスペイ

ンも会合に参加する予定。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
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「スリア州で無期限停電 ３８時間超える」         

 

これまでも何度か紹介しているがスリア州の停電は他

の地域の比ではない。 

 

スリア州はベネズエラで最も人口が多い州。日中は高温

になる州としても知られており、電力不足は人への影響

はもちろん冷蔵庫が機能しなくなることで食料品にも

影響を与える。 

 

７月１２日 スリア州の地方紙「El Panorama」はスリ

ア州の州都マラカイボに３８時間電気が来ていないと

報じた。 

 

マラカイボ州の全ての地域で３８時間の停電が起きて

いるわけではないようだ。停電を訴えるツイッターの投

稿を見る限りでは、１２時間停電しているところもあれ

ば、１５時間のところもある。 

 

同日、モッタ・ドミンゲス電気エネルギー相が報道陣に

対して 

「我々は問題に対処している。電力の復旧がいつ頃にな

るのかはっきりとしたことは言えない。４時間かもしれ

ないし、６時間かもしれない。８時間も１２時間もあり

得る。」と答えた。 

 

なお、ドミンゲス氏はツイッターで、電気ケーブルが切

断されている映像を見せて、これは政府の転覆を狙う過

激派が起こした停電だと非難した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国連 避妊具１，０００万個を無償配布」               

 

物価高、経済問題は様々なところに影響を与える。 

 

国連の人口基金（UNEFA）はベネズエラに対して１，

０００万個の避妊具を寄付することを決定した。 

 

UNEFA のゴンサレス・カロ代表は、避妊具はベネズエ

ラ政府の保健省および非政府団体を通じて無料で配布

されると発表。 

 

「ベネズエラには必要な物資がない。全世界の人がそれ

を認識している。物価高を理由に薬局で避妊具を購入す

ることは難しい。」 

と説明した。 

 

なお、米国政府、米州機構（OAS）はベネズエラ政府が

人道支援を受け入れないと主張しているが、政治的な対

立が少ない国連機関からの支援は食料、医薬品を含めて

地味に受け入れている記事が散見される。 

 

以上 

 

 


