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（写真）副大統領府 写真ギャラリー ”制憲議会選挙の様子” 

 

２０１７年８月１４日（月曜） 

 

政 治                   

  「大統領 日本含む６カ国の大使に信任状授与」 

  「エクアドル大統領 ベネズエラに懸念」 

  「６月の抗議中に被弾した男性が死亡」 

  「米国がベネズエラ人の渡航ビザを制限」 

  「サアブ検事総長 検察庁を一新」 

経 済                   

  「７月の米国向け原油輸出増加」 

「財務委員会代表 ５つの経済政策を提案」 

「７月の生活基礎費は２０４万ボリバル」 

２０１７年８月１５日（火曜） 

 

政 治                   

「専門家 選挙プロセス変更の可能性を指摘」 

  「国会 国連求めに応じ迫害状況報告を決定」 

  「国会議員 給料が停止して１年が経過」 

  「前チャカオ市長 軍事介入を容認」 

  「制憲議会 野党系 CNE 役員を承認」 

  「与野党 州知事選出馬者が決まる」 

経 済                   

  「Crystallex が Citgo 株の差し押さえを申請」 

  「Gold Reserve ８月の賠償金支払いを確認」 

  「第１３回 DICOM 公募開始」 
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２０１７年８月１４日（月曜）             

政 治                       

「大統領 日本含む６カ国の大使に信任状を授与」     

 

８月１４日（月曜） マドゥロ大統領は大統領府ミラフ

ローレスで日本、ベトナム、グアテマラ、スペイン、フ

ランス、シリアの６名の大使に信任状を授与した。 

 

同会合で参加大使らに外交関係の発展を求め、ベネズエ

ラは平和を愛する国であり、世界に対して協力と友好を

求めていると強調した。また、トランプ大統領のベネズ

エラへの脅迫に対抗するために、首脳会合を開催する必

要性を強調した。 

 

同会合にはホルヘ・アレアサ外相と各国の地域担当次官

が出席した。 

 

～所感～ 

 

本来、信任状の授与自体はベネズエラ政府が各国の大使

を正式に認めるための儀礼的なもので、テレビで報道さ

れるようなイベントではない。 

 

一方で今回の６カ国の信任状授与式は大々的に報道さ

れた。信任状授与式について一般市民の受け止めは、「こ

の６カ国の大使は、非人道的なベネズエラ政権から信任

状をもらっている。現政権を支持しているのか？」と疑

問を持つだろう。ベネズエラ政府が国際社会から認めら

れていると暗に訴えることが政府の狙いだったと思わ

れる。 

 

グアテマラ、スペイン、フランスは国として何度かベネ

ズエラ政権を非難している。また、シリアがベネズエラ

政権に加担しているのは事実なので印象は大きく変わ

らない。日本、ベトナムはベネズエラ政府への見解はあ

まり述べていない。 

「エクアドル大統領 ベネズエラに懸念」        

 

エクアドルのレニン・モレノ大統領は、他国の主権を侵

害しない原則を持っているとの前提で、「ベネズエラに

多くの政治犯が存在していることを心配している」と懸

念を表明した。 

 

この発言に対して、エクアドルのファン・フェルナンド・

モレノ議員は、「隣人ベネズエラに対するモレノ大統領

の発言を評価する。今後、ベネズエラ人を支援するため

にさらに直接的な言動が出ることを期待している。今後

エクアドルがマドゥロ政権と距離を取る可能性がある

ことを示している。」と述べた。 

 

モレノ大統領はラファエル・コレア元大統領の派閥で親

ベネズエラ政府だ。エクアドルの大統領がベネズエラ政

府に対して否定的な意見を述べることは南米の左派政

権の政治図に少なくない影響を与える。 

 

「６月の抗議中に被弾した男性が死亡」          

 

検察庁は６月５日にカラボボ州サンディエゴ市で行わ

れた反政府デモで頭部に被弾し、病院に送られた１５歳

のルイス・ギジェルモ氏（男性）が死亡したことを発表

した。 

これまでは一日に平均１人が全国で死亡している計算

だったが、これまでと比べると死亡事件が減っている。 

 

８月に入り抗議行動が小規模になってから催涙弾やゴ

ム弾を用いた治安部隊の抑圧行為の報道が著しく減少

した。 

７月２７日から拘束されていたウィリアム・アルテアガ

氏も解放された。同氏は反政府デモでバイオリンを弾く

ことで有名となった。抗議行動の縮小とともに徐々に政

府が拘束を緩めていることが分かる。 
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（写真）Twitter より抜粋“ウィリアム・アルテアガ氏” 

 

「米国がベネズエラ人の渡航ビザを制限」         

 

エルナシオナル紙によると、８月に入り米国大使館がベ

ネズエラ人の米国向け渡航ビザを制限しているようだ。 

 

１４日（月曜）AM１０時～AM１１時の間で６人のうち

５人は米国渡航ビザの更新、学生ビザの申請を拒否され

たとクレームしている。また、新聞記者と国会議員２名

も初めて米国渡航ビザの更新を拒否されたようだ。 

他、同日米国マイアミで大量の不法滞在者の取り締まり

が行われ多くのベネズエラ人が不法滞在で捕まったと

の報道がある。 

 

また、サンタルシアのアレン・チャーストン首相はベネ

ズエラ市民のサンタルシア向けビザを制限すると公表

した。 

 

理由として、「ベネズエラ政府は国の秩序を守ろうとし

ているが、国の混乱状況はコロンビアを通じた麻薬の取

引を増やしており、その結果サンタルシアやカリブ海に

武器や麻薬が流れているため」と語った。 

 

なお、基本的にサンタルシアはベネズエラ政府を非難し

ており、米州機構の会合では米国側についている。 

 

「サアブ検事総長 検察庁を一新」           

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は就任時の目標の

一つとして検察庁の構造改革と述べた。早速、幹部職ら

が数人の交代が官報で公表された。 

 

アンソアテギ州担当のラファエル・アントニオ・ウルタ

ード護民官を検察庁上級判事に迎えた。ヘルマン・イン

ファンテがグアリコ州担当上級判事、ナルディア・サナ

ブリアは女性保護担当部長など。 

 

サアブ護民官の知り合いが多く検察庁に入庁した。基本

的に組織のトップが変わると、トップが知り合いをその

まま連れてくることはベネズエラでは一般的である。 

 

経 済                       

「７月の米国向け原油輸出増加」           

 

１７年７月の PDVSA の米国向け原油輸出量は日量６

３．８万バレルで６月の４９．１万バレルと比べて３

０％増加した（「ベネズエラ・トゥデイ No.１３」に６月

の米国向け原油輸出の記事あり）。７月の主な米国仕向

け先は Valero Energy と Citgo。ベネズエラ原油の主要

な輸入先の一つである Phillips 66 は７月にベネズエラ

原油を購入しなかった。 

 

ベネズエラの米国向け原油輸出量は日量７５万バレル

前後であることが一般的なため、平均よりも少ない。 

 

「財務委員会代表 ５つの経済政策を提案」      

 

８月１３日 国会のホセ・ゲラ財務委員会代表はベネズ

エラの経済情勢を立て直すために５つの経済政策をと

る必要があると述べた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8daecad4a1a5baf322c2830c4756609c.pdf
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ホセ・ゲラ氏は中央銀行役員の経験もある有名な経済学

者で野党の経済ブレーンとして知られている。与党に政

策決定権があるうちは、彼の意見はほぼ意味を持たない

が、野党に政権が変わった場合の経済政策の方向性を占

ううえでは重要と言える。 

 

1. 為替レートの一本化。 

「１ドル１０ボリバルの DIPRO レートと１ドル３，

０００ボリバルの DICOM レート、政府が認めてい

ない並行レートが存在する。為替レートのゆがみは

物価を上げる。」 

 

2. 価格統制の柔軟化。 

「価格統制は何の意味も持たない。４００ボリバル

で統制された商品を買うことは出来ない。公共サー

ビスの価格統制も柔軟にしなければならない。通信

インフラやカラカス地下鉄などのサービスは安す

ぎる。」 

3. 国内通貨の供給を抑える。 

「紙幣の異常な印刷を止めなければならない。経済

原則に沿わない通貨の供給はインフレを招くだけ

だ。」 

4. 対外債務の再融資 

「上記の政策を採れるのであれば、対外債務を履行

できる。我々は支払い期限の先延ばしを求めること

が出来る。これで国内経済に酸素が注入される。そ

の間に外貨準備を増やし支払いを履行できるだろ

う。」 

5. 石油産業の方針を変える 

「PDVSA の２０１６年の財務報告書で KPMG が

石油産業に汚職の問題があると言及した。更に生産

も減っているので、今までよりも多くの原油を輸入

しなければならない。また、労働者の給料は PDVSA

が稼いでいるわけではなく、中央銀行の補助金で支

払っている。」 

 

 

 

１，２，３，５は誰が見ても明らかで新しい話でもない

が、４．の政権交代後に対外債務をどのように処理しよ

うと考えているか一定のアイデアが述べられたことは

言及に値するだろう。 

 

「７月の生活基礎費は２０４万ボリバル」      

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人家族が

１カ月にかかる食費（基礎食料費）と医療費や住居費な

どを含めた１カ月の生活費（基礎生活費）を毎月公表し

ている。 

 

すでに「ベネズエラ・トゥデイ No.１７」で２０１７年

７月の食費コストが１４０万ボリバルだったと報告し

たが、今回は住居費や教育費などすべてを含めた生活費

のコストが公表された。 

 

同組織の調査によると１７年７月の基礎生活費は２０

４万３，０８３ボリバルとの結果が出た。先月から生活

コストが１７．５％上昇したことを意味する。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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２０１７年８月１５日（火曜）            

政 治                       

「専門家 選挙プロセス変更の可能性を指摘」     

 

選挙研究者のアニベル・サンチェス氏は選挙管理委員会

（CNE）が選挙規則を変更する可能性を指摘している。 

 

「ベネズエラの選挙手続法の第６２，６３，６４条では

立候補の取り下げ、変更は選挙実施日の１０日前まで可

能としている。しかし、CNE は１０月の州知事選のプ

ロセスを明らかにしておらず、この規定も変更される可

能性がある。 

 

州知事選が１０月開催になったことにより野党は各州

の代表者を決めるための事前選挙を行う時間がなく、事

前選挙ではなく党内の話し合いによって野党連合とし

ての候補者を絞る必要がある。 

 

万が一、今回立候補した候補者の取り消しや変更が出来

ないとすれば、野党として一人の人に投票するように周

知することで政権による選挙妨害を乗り切ることがで

きるだろう。」と述べた。 

 

なお、CNE のソコロ・エルナンデス役員は８月１５日

（火曜）午後に州知事選挙の実施日を公表するだろうと

コメントしていたが、結局公表されなかった。 

 

また、通常であれば州知事選挙と同時に州議会議員選挙

も行われるが、州議会選挙は当初の予定通り１２月１０

日（日曜）に実施されるようだ。 

 

「国会 国連求めに応じ迫害状況報告を決定」     

 

８月１５日 野党多数の国会は国連拷問禁止委員会の

求めに応じてベネズエラで起きている政府の人権侵害

について報告することを決定した。 

 

同時にタレク・ウィリアム・サアブ検事総長に対して国

会に来て人権侵害の状況を報告するよう求めた。なお、

この議題を提出した新時代党のデルサ・ソロルサノ議員

は反政府デモによる死者数は１３７名と発言している。 

 

国連は８月１１日にベネズエラ政府に対して、国内の拷

問状況を明らかにするための報告書の作成を求めてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.１９」）。 

 

人権団体フォロ・ペナルによると８月１５日時点で５，

３２６人が逮捕され、うち１，０４８人が現在も拘束さ

れており、６５５人が軍事裁判所で裁判にかけられてい

る。 

 

 

（写真）ベネズエラ国会 “国会議事堂” 

 

「国会議員 給料が停止して１年が経過」       

 

１６年８月に最高裁判所が国会議員に対して、給料を支

払わないと決定してから１年間が経過した。この間、議

員らは給料をもらっていない。 

 

国会への最初の嫌がらせは１６年５月に始まった。最初

はマドゥロ大統領が国会を非難したことで、国会労働者

への支払いを遅らす決定がなされた。労働者への給料は

遅れていたが支払われていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
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その後、１６年８月に議員への給料支払いを停止した。

そして、１７年１月には最高裁の憲法法廷が国会への予

算割り当てを停止させることを決定した。 

 

この決定により国会は予算が使用できなくなり、運営に

必要な資材の購入や国会以外の場所での議会開催もで

きなくなった。なお、国会労働者の支払いは経済財務省

の予算で支払っている。 

国会議員の中でも特に遠方の議員は移動費も自己負担

しており、経済的な負担は大きいようだ。 

 

「前チャカオ市長 軍事介入を容認」         

 

最高裁に反政府デモを抑えなかったことを理由に１５

カ月の禁固刑を求刑され、現在身元を隠しているチャカ

オ市のラモン・ムチャチョ前市長は、CNN エスパニョ

ールと TVV に出演した。 

 

ラモン・ムチャチョ前市長は 

「ベネズエラ政府は独裁政権だ。民主的な脱出の可能性

はない。残念だが、このことを認識しなければいけない。

この前提で反政府運動を続けばければいけない。」と述

べた。 

 

また、州知事選挙について 

「野党が州知事選に参加すると、マドゥロ政府と選挙管

理委員会に合法性を与えることになる。どうして野党は

選挙に参加するのか理解できない。政府と対峙しようと

いう街頭での抗議運動を鈍化させてしまう。マドゥロ政

権が欲しているのは暴力と武器であり、投票を必要とし

ていない。」とマドゥロ政権と野党の方針を非難した。 

 

 

また、軍事介入について 

「最後のオプションだが、今のベネズエラの状況を鑑み

れば、米国の軍事介入は避けられない。」と述べた。 

 

国内外で米国の軍事介入は拒絶をされた。最も急進派の

ベネズエラ主導党マリア・コリナ・マチャド氏やベネズ

エラ政府を強く非難するペルーでさえも米国の軍事介

入を否定している。 

 

私が知る限り、反政府派の主要な政治家の中で初めて米

国の軍事介入の必要性に言及した人物だと思われる。 

 

「制憲議会 野党系 CNE 役員を承認」        

 

８月１５日（火曜） 制憲議会は、５名の選挙管理員会

（CNE）役員の中で唯一、承認していなかった野党系の

役員エミリオ・ロンドン氏を承認した。 

 

ロンドン氏は８月１１日（金曜）の制憲議会の招集に応

じなかったため、制憲議会から CNE 役員として承認さ

れていなかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.１９」）。

翌１２日（土曜）にアリストブロ・イストゥリス制憲議

会第一副議長やその他代表と面談したことにより、制憲

議会に従う方針を決めたとのこと。 

 

本件についてエウヘニオ・マルティネス選挙担当記者が

ツイッターで、 

「理解に苦しむかもしれないが、州知事選に参加するに

あたり、野党連合がロンドン役員を必要としたため制憲

議会と面談したのだろう。」 

と、制憲議会を認めた理由を推測している。 

 

一方で今回の件で、ミランダ州カ

プリレス知事がロンドン役員を

非難している。 

 

 

 

（写真）エミリオ・ロンドン役員のツイッターより抜粋 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
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「与野党 州知事選出馬者が決まる」         

 

８月１３日（日曜）～１４日（月曜）にかけて州知事選

の候補者の書類提出が行われた。 

 

詳細はグロボビシオンのウェブサイトを参照されたい。 

「政府・野党が州知事選の候補者を決定（リスト）」 

 

ただし、ミランダ州知事に出馬した候補者はグロボビシ

オンの報道ではネガル・モラレス氏（民主行動党所属）

とエンリケ・メンドサ氏（キリスト教社会党）の２名し

か書かれていないが、カルロス・オカリス氏（第一正義

党）は出馬しているはず。一部は間違いもありそうだ。 

 

経 済                       

「Crystallex が Citgo 株の差し押さえを申請」          

 

２００８年にベネズエラ政府により金鉱区を接収され

たカナダの Crystallex 社が PDVSA 米国子会社 Citgo 株

式の差し押さえを米国デラウェア裁判所に申請したこ

とが確認された。 

 

Crystallex 社は世界銀行の組織「国際投資紛争解決セン

ター（ICSID）」にベネズエラ政府を提訴し、賠償金と利

息を含めて合計１４億ドルを支払うよう決定が出てい

る。 

 

１７年４月にコロンビア州裁判所は、Crystallex 社が

Citgo を含む PDVSA の米国内資産の差し押さえを試み

ることを許可している。 

 

一方で、Citgo の株式の４９．９％は PDVSA 社債２０

２０年の担保となっており、残りの４９・９％はロシア

の石油会社ロスネフチの１５億ドル融資の担保となっ

ており、差し押さえが実際にできるのかどうかは不透明

だ。 

 

「ゴールドリザーブ ８月分の賠償金支払いを受領」      

 

Crystallex 社と同様、ベネズエラ政府に一度接収され、

勝訴したカナダのゴールドリザーブ社は最終的にベネ

ズエラ政府と合弁会社を組織し、賠償金の返済スケジュ

ールに合意している。 

 

両者の合意に基づき、ベネズエラ政府は８月分の返済分

２，９５０万ドルの支払いを完了した。 

ゴールドリザーブ社への支払いは今回で３回目。これま

で９，９００万ドルを支払った。 

 

今後も毎月同社へ賠償金を返済し、２０１９年６月に返

済が完了する予定。 

 

「第１３回 DICOM 公募開始」            

 

第１３回目の DICOM 募集要項が公示された（参照） 。  

内容は以下の通り。   

   

■応札期限：８月１６日（水曜）PM４時まで   

■競売決定日時：８月１７日（木曜）AM８時   

■結果公表：８月１８日（金曜）   

■決済日：８月２１日（月曜）   

■応札レート幅：   

 ２，３１０～２，９７０ボリバル／ドル   

■応札最小額：   

 個人： ５０ドル   

 法人： １，０００ドル   

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、ドル口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

以上 

http://globovision.com/article/gobierno-y-oposicion-definieron-sus-fichas-para-las-elecciones-regionales
https://www.dicom.gob.ve/2017/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-013-17/

