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（写真）ベネズエラ国営放送局 VTV 写真ギャラリー “制憲議会で演説するマドゥロ大統領” 

２０１７年８月９日（水曜） 

 

政 治                   

  「米国 ベネズエラ政府関係者８名に制裁」 

  「野党 州知事選出馬を発表」 

  「エルアティージョ市長 １５カ月の禁固刑」 

  「外国のベネズエラをめぐる動き」 

経 済                   

  「国会 ７月までのインフレ率は２４９％」 

「自動車産業の稼働率は１８％」 

「制憲議員 価格統制を批判」 

「ベネズエラの米国向け原油輸出減少」 

２０１７年８月１０日（木曜） 

 

政 治                   

  「大統領 制憲議会に恭順の意を示す」 

  「野党 土曜日に反政府デモを呼びかけ」 

  「マリア・コリナ 野党連合を脱退」 

経 済                   

  「クレディスイス ベネ政府との取引禁止」 

  「米国議員 石油制裁をしないよう要請」 

  「ミランダ州知事 国民の６割が極貧状態」 

社 会                   

  「電話など通信サービスに不具合」 

  「エアーヨーロッパ労組 治安対策を要請」 
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２０１７年８月９日（水曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ政府関係者８名に制裁」         

 

米国は以下の政府関係者８名を追加で制裁した。 

 

・CHAVEZ FRIAS, Adan Coromoto 

（アダン・チャベス） 

故チャベス大統領の兄。 

０７年のベネズエラ社会統一党

（PSUV）創設者の一人。 

現在は制憲議会議員。バリナス州

知事や文化相などを歴任 

 

・D'AMELIO CARDIET, Tania, 

 （タニア・ダメリオ） 

２００９年から選挙管理委員

会（CNE）役員。 

２０１６年１２月に最高裁判

所に再任を許可されたため任

期は２０２３年まで。 

・ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo 

（ヘルマン・エスカラ） 

 

弁護士。制憲議会議員。 

１９９９年に新憲法を起草した際

も制憲議会議員だった。元々野党

派だったが与党に鞍替えしている。 

 

・FARIAS PENA, Erika del Valle（エリカ・ファリア） 

 

制憲議会議員。コヘーデス州知事、

都市農業相など歴任 

故チャベス大統領存命時には国

会議員、食糧相、大統領府担当相

なども経験している。 

・LUGO ARMAS, Bladimir Humberto  

（ウラジミール・ルーゴ） 

 

ベネズエラ国軍 国会治安維持部

隊司令官。 

１７年７月５日に与党支持者が国

会を襲撃した当時も国会のセキュ

リティを担当していた。 

 

・MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa 

 （カルメン・メレンデス） 

 

制憲議会議員。大統領府担当相、

国防相など歴任。海軍大将。 

大家族で１５人兄弟の１１人目の

子供。 

 

 

・VIVAS VELASCO, Ramon Dario （ダリオ・ビバス） 

 

制憲議会議員。２０１１年１月

～２０１７年７月まで国会議員。 

 

 

・AMELIACH ORTA, Francisco Jose 

 （フランシスコ・アメリアッチ） 

 

制憲議会議員。国会議員、大統

領府担当相、カラボボ州知事な

ど歴任した。ベネズエラ社会統

一党（PSUV）の選挙担当副代表。

元軍人。９２年に故チャベス大

統領とクーデーターを実行。 

 

同８名は米国内の資産の凍結、米国への渡航禁止、米国

の個人、法人は同８名との取引をすることができない。 
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「野党 州知事選出馬を発表」                  

 

８月９日（水曜） アンデレス・ベラスケス氏（所属政

党カウサ R）は野党連合が全会一致で州知事選に参加す

ることを決めたと発表した。これで正式に野党連合に所

属する政党は出馬の方向を固めたことになる。 

 

また、野党連合として州知事選に参加するが、街頭での

反政府デモの呼びかけは継続するとの方向性を示した。 

 

なお、８月８日、９日の立候補者登録は仮登録であり、

正式登録する者は９月３０日までに有権者の一定数の

署名や必要書類を選挙管理委員会（CNE）に提出する必

要がある。現状は、できるだけ仮登録をしておいて、９

月３０日までに野党連合として誰を正式な候補者にす

るかを決めると思われる。 

 

正式な情報ではないが、各政党で出馬を考えている政治

家は噂ベースでは以下の通り。 

 

＜第一正義党（PJ）＞ 

ホセ・マニュエル・オリベロ国会議員（バルガス州） 

ヘルヒオ・グアテロール国会議員（ファルコン州） 

リチャード・マルド野党連合政党調整役（アラグア州） 

ウィルメル・アスアヘ国会議員（バリナス州） 

ルイス・パラ国会議員（ヤラクイ州） 

ファン・レケセンス国会議員（タチラ州） 

ファン・ミゲル・マシュ国会議員（カラボボ州） 

マリア・エルナンスデ国会議員（モナガス州） 

ファン・パブロ・グアニパ国会議員（スリア州） 

 

ミランダ州は通常であれば現在州知事を務めるエンリ

ケ・カプリレス氏が本命になるが、同氏は公共事業で不

正な選定に関わった嫌疑をかけられており出馬するこ

とが出来ない。 

 

 

カルロス・オカリス現スクレ市長がミランダ州知事に仮

登録するのではないかとの噂がある。 

 

＜大衆意志党（VP）＞ 

フレディ・スペラーノ国会議員（バリナス州） 

ダニエル・セバジョ前サンクリストバル市長（タチラ州） 

レステル・トレド国会議員（スリア州） 

ダビッド・スモランスキー前？エルアティージョ市長 

（ヤラクイ州） 

 

＜民主行動党（AD）＞ 

ライディ・ゴメス国会議員（タチラ州） 

ラモン・ゲバラ国会議員（メリダ州） 

エレセル・シリト国会議員（ファルコン州） 

エルナン・アレマン国会議員（スリア州） 

ロベルト・アルカラ国会議員（スクレ州） 

 

＜新時代党（UNT）＞ 

カルロス・ラモス経済学者（メリダ州） 

マヌエル・ロサレス前スリア州知事（スリア州） 

 

＜進歩発展党（AP）＞ 

ヘンリー・ファルコン現ララ州知事（ララ州） 

 

＜カウサＲ＞ 

アンドレス・ベラスケス元ボリバル州知事（ボリバル州） 

 

現政権は反政府デモを呼びかけている中心人物と反政

府デモの取り締まりに消極的な市長の拘束を行ってい

る。 

ベネズエラ憲法では公共財の破壊で起訴を受けた者は

政治に参加できないことになっている（第６５条）。 

 

反政府デモに加担した野党政治家の政治参加権を奪う

可能性は十分考えられる。 
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「エルアティージョ市長 １５カ月の禁固刑」          

 

本日 最高裁に出頭を命じられていたダビッド・スモラ

ンスキー、エルアティージョ市長が１５カ月の禁固刑を

命じられた。同時に選挙への出馬など政治活動も禁止さ

れる。 

 

罪状は、管轄市内の道路封鎖や暴力的な反政府デモ活動

などに対して、最高裁が命じていた適切な措置を採らな

かったこと。現在、スモランスキー市長は身を隠してい

る。エルアティージョ市は日本人学校がある。 

 

前日の８月８日には日本人駐在員が多く住むチャカオ

市のラモン・ムチャチョ市長も同様の罪で１５カ月の禁

固刑を言い渡されている。ラモン市長も身を隠している。 

なお、チャカオ市はラモン市長の後任としてチャカオの

セキュリティ担当部長をしていたグスターボ・ドゥケ氏

が臨時で就任した。 

 

政府の次の狙いはミランダ州スクレ市のカルロス・オカ

リス市長（下の写真）と考えている。オカリス市長は８

月９日に子供の病院に付き添うため、マイアミに渡航し

ようとしていた。ところが、オカリス市長が搭乗したフ

ライト（サンタバルバラ航空）がマイケティア空港に引

き返した。 

オカリス市長の関係者は「飛行機の技術的な理由」とし

ているが、政府がオカリス市長の国外脱出を妨害したと

指摘する意見もある。 

 

 

「外国のベネズエラをめぐる動き」              

 

野党、与党が外国からの支持を集めるための攻防を繰り

広げている。 

 

８月８日にペルーで１３カ国が、「オルテガ検事総長を

正式な検事総長と認識し、支持する」「民主主義的に選

ばれた組織として国会を支持する」など、野党を支持す

る声明を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.17」参

照）。 

 

この声明に対して、ルイサ・オルテガ検事総長はツイッ

ターで「８月８日にリマで行われた会合に参加した国に

よる連帯と支持に感謝する。」と投稿した。また、８月

９日に行われた野党多数の国会で、リマでの外相会合で

の声明を支持する決定を下した。 

また、野党カウサＲのアンデレス・ベラスケス氏は米国

による８名の政府関係者の制裁について、米国の決定を

称賛する。と述べ、欧州など同様の措置を採ることを希

望すると述べた。 

 

ペルーは特にベネズエラ政府に対して批判的で、ペルー

国会は９日に在ペルーベネズエラ大使の本国送還を決

定した。 

また、治安問題の悪化を理由にカラカスに本部を置くア

ンデス開発基金（CAF）も本部を別の国に移すことを検

討しているとの報道がある。 

 

一方でベネズエラ政府は、米州ボリバル同盟（ALBA）

やカリブ共同体（CARICOM）などに国際的連携を求め

ている。なお、ロシア外相は米国による追加制裁につい

て、望むような効果が得られるとは思えない。と否定的

な態度を示した。他、ウルグアイのバスケス大統領はベ

ネズエラを支持するとメルコスール他国から報復を受

ける可能性があるとメルコスール内の圧力の存在を示

唆した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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経 済                        

「国会 ７月までのインフレ率は２４９％」          

 

８月９日に開かれた野党多数の国会は、１７年７月のイ

ンフレ率を承認した。 

 

国会の発表によるとインフレ率は先月比２６％増。２０

１７年１月初めから２４９％増加したと発表した。別の

表現をすると７カ月で物価が３．５倍になったというこ

とになる。 

 

 

 

「自動車産業の稼働率は１８％」            

 

現地紙エル・インプルソ紙によると、ベネズエラ自動車

部品製造組合（FAVENPA）のオマール・バプティスタ

代表が、現在の自動車産業の稼働率は平均で１８％だと

言及した。 

 

稼働率が低い理由は原材料が少ないこと、また国内での

販売価格が高くなりすぎて消費者の購買力が落ち、需要

が減退していることも理由とした。更に、２０１７年期

中にこの傾向が改善する見通しは無いとの見方も示し

た。 

 

「制憲議員 価格統制を批判」             

 

企業家セクターから選ばれたオスカル・シェメル制憲議

会議員（世論調査会社インテルラセスの社長）は、ベネ

ズエラ政府が進める「ベネズエラ経済アジェンダ」のフ

ォーラムで、為替管理は並行レートを下げることに成功

しなかったと言及。 

 

「経済統制を見直さなければならない。これまでの統制

は並行レートの抑制にもインフレの抑制にも成功しな

かった。一時的な経済統制は意義がある時はあるが、経

済統制が厳格かつ長期化すると汚職と非効率を生み出

す。」 

 

と政府に対して、経済への統制方針を見直すよう求めた。 

 

また、８０％のベネズエラ国民は政府と民間の合弁会社

を望んでいる。とも発言。現在のベネズエラの根本的な

問題は政治体制ではなく経済政策に原因があるとの見

方も示した。 

 

シェメル制憲議員が価格統制を見直すよう求める一方

で、最近は価格統制庁（SUNDDE）の査察に関する報

道が増えている。 

 

８月９日にはベネズエラに多くの店舗を持つポルトガ

ル系スーパーマーケット「セントラル・マデイレンセ」

が SUNDDE の査察にあい、ウィリアム・コントレラス

SUNDDE長官から価格統制法に違反していると警告を

受けた。 

 

「ベネズエラの米国向け原油輸出減少」           

 

ベネズエラの米国向け原油輸出が減少した。国際エネル

ギー機関の発表によると、最新のベネズエラの米国向け 

表：　国会発表の消費者物価指数

（単位：％、物価指数は参考値）

２０１６年

１２月 １月 ２月 ３月

物価指数 100 118.6 142.4 165.5

先月比 - 18.6 20.1 16.2

累積インフレ率 - 18.6 42.4 65.5

４月 ５月 ６月 ７月

物価指数 192.8 227.8 276.6 348.6

先月比 16.5 18.26 21.4 26

累積インフレ率 92.8 127.8 176 248.6

（出所）国会発表をベースにベネインベストメント作成

２０１７年

２０１７年
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原油輸出量（週別）は日量５０．７万バレルで、この数

値は２０１７年３月の第１週目以来の低い数値とのこ

と。 

 

米国は通常であればベネズエラから日量７５万バレル

前後の原油を輸入しているが、米国政府が石油産業への

制裁を検討しており、ベネズエラからの輸入量に影響を

与えている。 

 

２０１７年８月１０日（木曜）            

政 治                       

「大統領 制憲議会に恭順の意を示す」        

 

８月１０日 第３回目の制憲議会が行われた。同会にニ

コラス・マドゥロ大統領が出席し、制憲議会がすべての

公権力を上回る存在で、制憲議会の決定に従うと発言し

た。 

 

マドゥロ大統領は演説中に、「嫌悪罪取締法」を制憲議

会に提案した。マドゥロ大統領の発言によると「嫌悪罪

取締法」は、道路封鎖や暴力を促すような言動は犯罪で

あるとして、そのような言動をしたものに１５年、２０

年、２５年の禁固刑を科すような内容のようだ。 

 

また、制憲議会は経済の立て直しに注力してほしいとの

要望を示すと同時に、ベネズエラに融資をしないよう書

簡を送っている野党多数の国会を非難した。 

 

他、１２月１０日の州知事選挙について、エクトール・

ロドリゲス与党国会議員がミランダ州、８月８日に米国

に制裁されたカルメン・メレンデス制憲議会議員がララ

州に出馬すると発表した。 

 

また、デルシー・ロドリゲス制憲議会議長は記者会見を

開き、制憲議会の決定を以下の通り公表した。 

 

 

「制憲議会は、すべての公権力のふるまいを正すため、

法律を作ることを決定した。すべての公権力は制憲議会

に従わなければならない。我々は今一度、不寛容を非難

し、平和への呼びかけを行う。」 

 

アリストブロ・イストゥリス制憲議会第一副議長も、制

憲議会の決定を拒否できる公権力は存在しない。との見

解を示した。 

 

なお、ディオスダード・カベジョ制憲議員は、州知事選

挙に正式に出馬するための申請書類として、制憲議会が

作成した「治安を悪化させるような行動を慎む」と書か

れた書面を追加したい。とテレビで発言した。 

 

制憲議会が作成した書面に野党政治家がサインすると

いうことは、間接的に野党が制憲議会を認めたと認識さ

れてしまう。野党にとっては飲めない条件だろう。 

 

制憲議会に関する分析は２０１７年８月９日付「ベネズ

エラ・ウィークリー・レポート No.6」を参照。 

 

 

（出所）ベネズエラ大統領府 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
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「野党 土曜日に反政府デモを呼びかけ」        

 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長は８月１２日（土曜）

に反政府デモを行うよう支持者に呼びかけた。 

 

目的は、最高裁に１５カ月の禁固刑を命じられた市長ら

を支持し、最高裁の決定への反対を示すため。また、街

頭での反政府デモがなくなれば、我々は敗北する。とデ

モ行動への参加を訴えた。 

 

出発地はチャカオ市とエルアティージョ市を起点とす

るようだが、具体的な集合場所、目的地はまだ確認でき

ていない。 

 

「マリア・コリナ 野党連合を脱退」         

 

ベネズエラ主導党の党首マリア・コリナ・マチャド氏は

州知事選に参加するという野党連合の決定を非難し、野

党連合から離れることを宣言した。 

 

「州知事選に参加することは我々の方針と異なる。野党

連合が州知事選に出馬するなら、ベネズエラ主導党は野

党連合のメンバーではない。野党連合はマドゥロに１２

月まで政権にとどまっていてほしいのか。我々はそれを

容認することはできない。国民の意見を聞かなければな

らない。」 

と野党へ現在の方針を修正するよう求めた。 

 

マリア・コリナ・マチャド党首は２０１２年の大統領選

挙の際に「エンリケ・カプリレス氏」「レオポロド・ロ

ペス氏」と肩を並べて、野党統一候補の選択肢に上がっ

た人物だった。野党連合の中で、特に強硬な政党として

知られる。 

 

 

 

 

（写真）ベネズエラ主導党 ツイッター 

 真ん中の女性がマリア・コリナ・マチャド党首 

 

経 済                        

「クレディスイス ベネズエラ政府と取引禁止」    

 

ブルームバーグによると、クレディスイスはベネズエラ

での人権侵害を理由に、ベネズエラ政府関係者あるいは

ベネズエラ公的組織との取引を停止することを決定し

た。ベネズエラの民間部門との取引も制限され、クレデ

ィスイスのコンプライアンス評価班の承認が降りた場

合は取引が可能となる。 

 

また、クレディスイスは PDVSA２０２２と、ベネズエ

ラ国債２０３６の取引および、６月１日以降に発行した

債券の取引を停止するよう社内で指示していたことも

確認された。 

 

「米国議員 石油制裁をしないよう要請」       

 

８月１０日 米国上院議員４名がトランプ政権に対し

てベネズエラからの原油輸入を禁止しないよう求めた。 

 

この訴えはテキサス州のジョン・コニー上院議員、ルイ

ジアナ州のビル・カシディ上院議員、 
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ミシシッピ州のタード・コックラン上院議員とロジャ

ー・ウィッカー上院議員の４名が行った。 

 

「原油輸入の禁止措置は米国の石油産業に打撃を与え、

かつベネズエラ国民の生活を悪化させる。加えて、米国

からの軽質油あるいは精製材料のベネズエラ向け輸出

を禁止する措置もベネズエラの債務不履行の可能性を

高める。また、近年ベネズエラと関係を強化しているロ

シア、中国との関係強化を促進することになる。」 

とトランプ政権に検討の見直しを求めている。 

 

米国は多数のベネズエラ政府関係者に対して個人制裁

措置を採っているが、石油産業への直接的な制裁は科し

ていない。 

 

「ミランダ州知事 国民の６割が極貧状態」         

 

ミランダ州知事は２０１７年のベネズエラの極貧率は

６０％を超えるだろうと発言した。 

 

経済の破壊は深刻で、多くのベネズエラ人はＣＬＡＰが

供給する食料品しか購入できていない。 

 

州知事選を行っても、ベネズエラの資金繰りは回復しな

い。つまり、物不足は深刻化し、飢餓が増え、高インフ

レが続く、と言及した。 

 

社 会                        

「電話など通信サービスに不具合」        

 

固定電話、携帯電話、インターネットなど公共通信サー

ビスの悪化が著しい。 

 

国営電話公社 CANTV や国営携帯電話公社モビルネッ

トで通信障害が起きている。 

 

ウルベル・ロア大学教育科学技術相は８月 7 日から公的

組織はサイバー攻撃を受けている。 

国営通信の光ファイバーケーブル９カ所が悪意を持っ

た何者かによって切断され、ヤラクイ州、ララ州、カラ

ボボ州、トゥルヒージョ州、ファルコン州、メリダ州、

タチラ州などで通信に不具合が生じたと発表した。 

他、今回の事件に先だって民間携帯会社モビスターも光

ケーブルの切断で通信に問題が生じていた。 

 

 

（写真）国営放送 VTV の発表の抜粋 

 

（写真）モビスター 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年８月９日～８月１０日報道            No.０１８   ２０１７年８月１１日（金曜） 

9 / 9 

 

一方で、ホセ・ゲラ国会議員は 

「CANTV とモビルネットの通信障害は投資とメンテ

ナンスを怠ったことが原因。電気公社コルポエレック、

カラカス地下鉄、すべての公的組織で投資不足による問

題が起きている。」 

とツイッターで投稿した。 

 

「エアーヨーロッパ労組 治安対策措置を要請」        

 

カラカス―マドリッド間を週３回（月曜、水曜、金曜）

で運航しているエアーヨーロッパの労働組合は、ベネズ

エラの治安問題を理由に、パイロットがカラカスで宿泊

するようなタイムスケジュールを見直すよう当局に要

請した。 

 

同じくカラカス―マドリッド間を週３回（水曜、木曜、

日曜）運航しているイベリア航空は、パイロットをカリ

ブ海などに移動させて待機する措置を採っており、エア

ーヨーロッパも同様の措置を採るべきだと求めた。 

 

なお、２０１７年８月１日時点のフライト運航表は「ベ

ネズエラのフライト運航予定表（発着便）」の通り。フ

ライトスケジュールは定期的に変更しているので、事前

に確認することをお勧めするが、参考として紹介する。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7acec50053a148dd55e53c68764a9732.xlsx
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7acec50053a148dd55e53c68764a9732.xlsx

