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（写真）制憲議会 “８月２日 制憲議会で不正為替取締法の改定を承認” 

 

 

２０１８年８月１日（水曜） 

 

政 治                     

 「ポルトゥゲサ州の農民 大統領との面談求める」 

「LCR 党首 ８月２０日に全国で抗議行動を提案」 

 「トーレス元内務司法相の体調 深刻な状態か」 

「チリ 政府発行の犯罪歴証明書手数料に苦情」 

経 済                     

 「交通部門の国勢調査 電子登録を開始 

～本登録は８月３日からボリバル広場で実施～」 

 「マドゥロ大統領 新通貨は大量に届いている」 

社 会                     

 「国会・Cantv・Corpoelec 労働者が待遇改善要求」 

２０１８年８月２日（木曜） 

 

政 治                    

「AD、UNT 政党更新作業への参加を拒否」 

 「AD 幹事長 外国にいる政治家を非難 

～野党主要政治家は全員 マドゥロの手先？～」 

「マドゥロ大統領 ポルトゥゲサ州の農民と会談」 

経 済                    

 「制憲議会 不正為替取締法の改定を承認 

～専門家 ポジティブだが不十分～」 

 「ベネズエラ産原油の４５％は米国向けに輸出」 

 「ベナルム等 CVG 子会社の代表が交代」 

「軍部石油サービス会社 Camimpeg 代表が交代」 
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２０１８年８月１日（水曜）             

政 治                       

「ポルトゥゲサ州の農民 大統領との面談求める」       

 

８月１日 与党系の農民団体「Campesino Admirable」

がマドゥロ大統領との面談を求めて、ポルトゥゲサ州か

ら徒歩でカラカスまで来た。 

 

７月１２日にポルトゥゲサ州を出発したと報じられて

おり、２０日ほどかけてカラカスに到着したことになる。 

正確な人数は分からないが１００名弱の農民が大統領

府前まで押し寄せ大統領との面談を要求。 

軍人が駆けつけ数名が逮捕された。 

 

一時は緊張が高まったが、最終的に彼らはカベジョ制憲

議長との面談にこぎつけ、翌２日にはマドゥロ大統領と

面談することになる（８月２日付けの記事「マドゥロ大

統領 ポルトゥゲサ州の農民と会談」参照）。 

 

 

（写真）Karelly Olivares 記者 

 

（写真）ディオスダード・カベジョ制憲議長ツイッター 

 

「LCR 党首 ８月２０日に全国で抗議行動を提案」         

 

８月１日 野党連合（MUD）の中でも急進的なスタン

スを持つボリバル州の地方政党「La Causa R（LCR）」

は以前より抗議行動を呼びかけている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.156」６月２８日付の記事参照）。 

 

その後、野党系の市民団体「Frente Amplio」はストライ

キの実施を検討すると発表（「ベネズエラ・トゥデイ

No.166」７月２０日付の記事参照）。LCR は抗議行動を

リードする立場になりつつある。 

 

LCR のアンドレス・ベラスケス党首は記者会見を開き

８月２０日に全国的な抗議行動を行うよう提案した。 

 

８月２０日は 5 桁の通貨切り下げが施行される予定日

で、政府は８月２０日から新しい経済回復プランが始ま

ると繰り返し訴えている。 

 

同日に多くの国民が抗議行動に参加することで、政府の

方針を拒否する国民が多いことを証明する狙いだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3ecd1b48279ac0b56e49aee9a76019c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3ecd1b48279ac0b56e49aee9a76019c.pdf
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「ベネズエラの経済状況は混迷を極めており、国は社会

崩壊の状態にある。マドゥロ政権は問題解決を放置する

ことで存続しようとしている。政権は国をコントロール

していない。ベネズエラには政府が存在しない。 

この状況は昨日ミランダ州で起きた大規模停電でも証

明されている。この状況に国民が耐え続けることは出来

ない。 

 

我々は全国的な抗議行動を呼びかける。実施日は８月２

０日を想定している。この日に国民は与党が強いる経済

モデルへの拒否の意志を示す。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）LCR ツイッター 

“抗議行動の実施を提案するベラスケス党首” 

 

「トーレス元内務司法相の体調 深刻な状態か」                  

 

野党系情報サイト「RUN RUN」の運営者であるネルソ

ン・ボカランダ氏はミゲル・ロドリゲス・トーレス元内

務司法平和相（元将軍クラスの軍人）の右肩の損傷がひ

どく、腕を動かせなくなる可能性があると報じた。 

 

ミゲル・ロドリゲス・トーレス元内務司法平和相はクー

デター計画容疑で１８年３月に SEBIN に拘束されてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」３月１３日付の記

事参照）。 

 

また、７月１８日には肩の持病悪化を理由に病院に運ば

れたと報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.165」

７月１８日付の記事参照）。 

 

「チリ 政府発行の犯罪歴証明書手数料に苦情」                  

 

８月１日から在チリ・ベネズエラ大使館では犯罪履歴証

明書のアポスティーユを行うために５０ドルを徴収す

ることを決定した。 

 

アポスティーユとはベネズエラ政府として、書類の内容

（今回の場合は、罪を犯したことがないとの宣誓）が正

しいことを証明する行為を意味する。 

 

これまで犯罪履歴証明書は、インターネットにある所定

のフォームに必要事項を記入し、印刷するだけで費用は

掛からなかった。 

 

チリへの移民申請者からは、政府の嫌がらせだとの苦情

が増えている。 

 

これを受けて、チリ政府はベネズエラ政府の移民手続き

の変更は我が国の移民政策に影響を与えると抗議の意

を示した。 

 

在ベネズエラ・チリ大使館のサウル・サンウエサ領事は 

「各国の主権と制度を定める権限は尊重するが、同時に

移住を希望するベネズエラ人を守ろうとするチリの移

民政策も尊重するよう要請する。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
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経 済                        

「交通部門の国勢調査 電子登録を開始          

 ～本登録は８月３日からボリバル広場で実施～」           

 

７月２９日 マドゥロ大統領は交通部門に関わる支援

策を検討するにあたり８月３日～５日にかけて祖国カ

ード保有者を対象に国勢調査を行うと発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.169」７月２９日付の記事

参照）。 

 

この国勢調査に先駆けて８月１日から祖国カードの情

報サイト（patria.org.ve）で電子登録を開始した。 

このサイトに入るためには祖国カードに登録し、ID、パ

スワードを事前に設定する必要がある。 

 

ログインするとツールバーに「Vehiculos（自動車）」と

いう項目が表示される。この項目をクリックすると、自

身が使用している輸送機器の情報を登録する画面が表

示される。 

 

登録内容は、「自身の所有物か、家族の所有物か」「使用

用途」「ナンバープレート情報」「所有者名」「車種や色」

など。 

 

電子登録を行った後に登録内容が記入された印刷画面

が表示されるので、その書類を持参し８月３日～５日に

かけて所定の会場で本登録を行う必要がある。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は８月３日～５日に予定

されている本登録は全国にある「ボリバル広場」で行わ

れると説明した。 

 

「ボリバル広場」という名前の広場は全国至る所にあり、

そこに登録所が設置されるということだろう。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 新通貨は大量に届いている」         

 

８月１日 マドゥロ大統領は８月２０日の通貨切り下

げに向けて新紙幣が既に中央銀行に大量に届いている

と発言した。 

 

「既に我々は通貨切り下げの導入に必要な量の新紙幣

を持っている。むしろ初期導入に必要とされる何倍もの

紙幣を持っている。既に印刷済みで手元にある。」 

と発表した。 

 

一方で金融機関に新紙幣が届いたという報道は確認で

きておらず、システムの移行手続きなどを踏まえて８月

２０日に通貨切り下げが出来るか懸念が広がっている。 

 

 

（写真）Alberto Rodriguez 氏（ジャーナリスト） 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59a2bc630e0db6ca4ba600a7f2f253f.pdf
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社 会                       

「国会・Cantv・Corpoelec 労働者が待遇改善要求」       

 

国会、通信公社（Cantv）、電力公社（Corpoelec）など

の労働者が待遇改善を求めて抗議行動をした。 

 

物価の高騰に見合った給料の改定が行われておらず、一

般的に言って労働者の経済情勢は厳しい。 

 

国会は野党政治家が多数派になっており、議員は現在給

料を受け取っていないが、そこで働く労働者は政府の予

算割り当てを受けて給料を受領している。その点で、国

会の労働者は公的セクターの労働者と言える。 

 

８月１日 国会の労働組合は予算措置を担当する財務

省で抗議集会を起こそうとしたが、軍部に抑えられた。 

 

同日、Corpoelec、Cantv 労働組合がカラカスのリベル

タドール通りで集合し、待遇改善や仕事をする上で必要

な資材を供給するよう求めた。 

 

 

（写真）抗議集会に参加する Corpoelec、Cantv 労組 

 

 

なお、この抗議集会を純粋に労働問題と認識してよいか

は迷うところだ。 

 

CorpoelecやCantvは大きな組織で野党系の組合員は確

実に存在する。野党グループと協力し、労働組合という

名前を使用し、政治的な意図をもって抗議行動をけしか

けている場合もある。 

 

これは政府も同様で民間の食料会社「ポラール」など大

企業では与党支持の労働者が政府と結託し、労働組合と

して抗議行動を行い、経営者層のイメージを操作しよう

とすることがある。 

 

「労働組合」という名称を使用するとその組織全体を代

表しているかのように見えるが、必ずしもそうではない

時があることは注意しなければいけない。 

 

２０１８年８月２日（木曜）              

政 治                       

「AD、UNT 政党更新作業への参加を拒否」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.170」７月３０日付の記事

で行動民主党（AD）と新時代党（UNT）が政党更新作

業の申請はしていたようだと報じた。 

 

背景はよく分からないが、最終的に AD も UNT もこの

政党更新作業には応じないことを決めたようだ。 

 

８月２日 ラモス・アジュップ AD 幹事長はカラカスの

サン・マルティン地区で街頭演説を行った。 

 

そこで 

「AD と UNT は選挙管理委員会（CNE」に対して、政

党更新作業に応じない旨を説明する書面を提出する。」 

と発言した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b531522f320ef3caf2130a8581640f71.pdf
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AD は１８年１月に政党更新作業に応じ、更新が認めら

れたばかり（「ベネズエラ・トゥデイ No.91」１月２８

日付の記事参照）。 

 

アジュップ AD 幹事長は 

「選挙組織法では公選に２回参加しなかった政党は更

新の対象になると定められている。」として、今回の更

新作業に応じる必要はないとの見解を示した。 

 

「AD 幹事長 外国にいる政治家を非難        

 ～野党主要政治家は全員 マドゥロの手先？～」           

 

８月２日 ラモス・アジュップ AD 幹事長は街頭演説で

外国に亡命した野党政治家の対応を強烈に非難した。 

 

野党政治家が他の野党政治家をここまで罵ることは筆

者が知る限り初めてだろう。 

 

ラモス・アジュップ AD 幹事長は息子が PDVSA の汚職

に関与していたと報じられている。 

この噂はもともと存在していたが、特に注目され始めた

のは AD が野党連合（MUD）からの離脱を表明した直

後で、野党内部からのリークだったと噂されている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.161」７月９日付の記事参照）。 

 

「政府からの迫害によりベネズエラを見捨てた野党政

治家はベネズエラ国内で政府と日々戦っている我々に

命令をするべきではない。 

 

政府に迫害された理由は、自分の利己的な考えも理由だ。

あなた方は政府に迫害されたかもしれないが、あなた方

は我々を迫害している。 

 

あなた方は外国にいるからピストルを頭につきつけら

れることは無い。引っ込んでろ！ 

 

 

私はカラカス第３区で選出された議員だ。私はどこにい

る？マドリッドか？いや、私はここにいる。 

 

これまでで最も悪い状況で、あなた方は外国にいるが、

私はここに残っている。日々、ベネズエラで危険と戦っ

ている。電話は盗聴されており、行動は監視されている。

家族も追跡されている。 

 

外国に行った政治家は誰もテントで寝て、青あざを作っ

ていない。彼らは外国に行くことを選んだ。 

 

高級ワインと贅沢な食べ物を食べながら我々がしてい

ることに口を挟むな。我々に何をしなければいけないか

あなた方が命令する権利はない。」 

と発言した。 

 

政治家の分断も深刻だが、その支持者の意見もバラバラ

で、何か大きなイベントでもない限り野党支持者の意識

統一は不可能なレベルに来ているように感じている。 

野党支持者はツイッターを通じて発言しており、支持者

間の対立は深まっている印象を受けている。 

 

最近ではツイッターでオマール・バルボサ国会議長を政

府の手先と批判する意見が多い。選挙への参加を志向す

るファルコン党首やカプリレス元ミランダ州知事らも

政府の協力者と非難する意見も流れている。 

 

一方で、外国にいるアントニオ・レデスマ元カラカス首

都区長やフリオ・ボルヘス前国会議長へも、国民の統一

を阻み政府に協力していると非難する声が散見される。 

 

いわば、主要な野党政治家が全員、野党派の国民からマ

ドゥロの手先と非難される状況にある。 

 

この分断には政府も関与しており、ツイッターを通じて

意図的に野党支持者を操作している側面もあると想像

している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
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「マドゥロ大統領 ポルトゥゲサ州の農民と会談」         

 

８月２日 マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、ロドリ

ゲス副大統領は、大統領との面談を求めてポルトゥゲサ

州から徒歩でやってきた農民らと会談した。 

 

会談では農民らの現状の訴えを聞く機会が多く、彼らは

「政府が接収した土地が廃墟になっている」 

 

「カラカスまで来るのに多くの障害があった。特に昨日

は軍部の妨害に合いひどい目にあった。我々の求めを遠

ざけようとする理由が理解できない。」 

 

「生産をしたいと考えているだけの無実の農民３４名

が放棄地を耕した罪で逮捕された。逮捕された３４名の

うち１１名が女性で、明日裁判が予定されている。」 

など、政府への苦情の声を上げた。 

 

マドゥロ大統領は、参加した農民らに対して、 

「政府は生産拡大の取り組みを支持しており、汚職撲滅

を推進している。農民の土地を農民の手に返す。 

 

汚職を働いている公務員の名前をリストにして提出し

てほしい。サアブ検事総長と共同で調査を行い、汚職者

を拘束する。」と政府の方針への理解を求めた。 

 

 
（写真）大統領府 

 

経 済                       

「制憲議会 不正為替取締法の改定を承認         

     ～専門家 ポジティブだが不十分～」            

 

８月２日 制憲議会で不正為替取締法の改定が承認さ

れた。７月２５日にマドゥロ大統領が同法律の改正につ

いて言及し、約一週間で制憲議会が承認したことになる。 

 

その意味では政府が提出した法案を右から左に移した

だけで、制憲議会でまともな議論が行われたようには思

えない。 

 

非公式ではあるが今回、制憲議会が承認した法令がネッ

トに流れており、それを見る限りでは「不正為替取締法

自体が廃止される」と書かれている。 

 

その場合、大きな変更と言えるが現段階では正確なとこ

ろは分からない。 

 

また、今回の不正為替取締法を改定したことでデジタル

通貨「ペトロ」がどのように使用されるようになるのか

も不明だ。 

 

政府の代表として同法案を制憲議会に提出したタレク・

エル・アイサミ経済担当副大統領は 

 

「８月２０日から全てのベネズエラ人は両替所で透明

で合法的な手段で外貨を購入することが出来るように

なる。」 

と発言した。 

 

外貨制度の柔軟化という視点で見れば、多くの専門家は

好意的に受け止めているが、今回の改定は外貨管理制度

の廃止を意味しておらず、引き続き政府が管理すること

になるだろうと考えている。 
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また、ホセ・ゲラ議員はそもそも今回の不正為替取締法

の改定、および中央銀行法の改正は国会の承認マターで

あり、制憲議会に法律を変更する権限はないと主張して

いる。 

 

「ベネズエラ産原油の４５％は米国向けに輸出」         

 

８月２日 エネルギー関連の情報を扱う「S＆P Global 

Platts」は、ベネズエラの輸出の４５％は米国に輸出さ

れているとの記事を公表した。 

 

同社は、１８年２月時点の米国向けベネズエラ産原油輸

出は日量４０．９万バレルで一年前と比べて約半分まで

減ったが、同月を底にその後は輸出量が回復しており、

６月は日量５８．７万バレルまで回復。 

６月の輸出実績だけで見れば PDVSA の原油輸出量の

４５％は米国向けだったと報じた。 

 

米国エネルギー省の試算では、PDVSA の産油量は１８

年末には日量１００万バレルを下回り、１９年末には７

０万バレルを下回ると予想している。 

 

しかし、「S＆P Global Platts」は産油量が下落しても米

国がベネズエラ産原油の輸入を停止することは考えに

くいと分析。 

 

特にメキシコ湾岸の製油所はベネズエラ産原油を必要

としており、同地域の５月の原油輸入の２０％はベネズ

エラ産原油だったと報じた。 

 

米国エネルギー省によると、１８年５月実績でベネズエ

ラ産原油を購入している主な製油所は 

「Citgo Lake Charles」が日量１５．７万バレル。 

次いで「Valero Port Arthur」が日量８．２万バレル。

「Valero St. Charles」が日量７．１万バレル。 

「Citgo Corpus Christi」が日量５万バレル 

 

「Valero Texas City」が日量４．８万バレル。 

「PBF Chalmette」が日量４．８万バレル。 

と続いている。 

 

「ベナルム等 CVG 子会社の代表が交代」              

 

７月３０日付の官報４４２，６２５号でガイアナ開発公

社（CVG）のグループ会社である「CVG Venalum」「CVG 

Bauxilum」「CVG Carbonorca」の社長交代が発表された。 

 

日本とも関係が深い「CVG Venalum」はホセ・ゴンサ

レス・ロドリゲス氏が社長に就任した。 

 

同氏に関する情報は少ないがボリバル州の現地紙

「Diario el Guayanes」によると、彼はボリバル州シウ

ダ・グアヤナの Cachamay 地区に住んでいる。 

工科大学卒のエンジニアで卒業以降はベナルムで働い

てきた生え抜きの人物のようだ。 

軍人ではなく、専門知識を持った人物が社長になったこ

とはプラスに評価できると思われる。 

 

他「CVG Bauxilum」の社長はアントニオ・パラ・スア

レス氏。彼もアルミニウム業界は長い専門家のようだ。 

 

「CVG Carbonorca」の社長はファン・バウティスタ・

ロドリゲス氏。 

 

現在のガイアナ開発公社（CVG）代表は、これまで中央

銀行で DICOM の外貨競売委員会の代表を務めていた

ペドロ・マルドナード氏。彼はアイサミ派閥の人物とし

て知られている（「ベネズエラ・トゥデイ No.161」７月

１０日付の記事参照）。 

 

現在、石油を除く資源開発分野はアイサミ経済担当副大

統領の管理下にある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
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「軍部石油サービス会社 Camimpeg 代表が交代」         

 

７月３０日付の官報４４２，６２５号で CVG グループ

会社だけでなく、軍部の石油事業サービス会社

「Camimpeg」の社長も交代した。 

 

これまで社長を務めていたアレクサンダー・エルナンデ

ス・キンタナ氏（１７年１月から）に代わり、ラウレン

ス・ベラ氏が社長に就任した。 

ラウレンス・ベラ氏は国営食料公社「Agropatria」社長

からスライドしてきた。 

 

「Camimpeg」は１６年に設立した国防省傘下の石油サ

ービス事業会社。設立当時、事業内容が PDVSA とかな

り似ていたため、 PDVSA の資産を軍部組織の

Camimpeg に移譲することで訴訟時に資産防衛をする

のではないかとの憶測が飛び交った。 

 

他方、当時 PDVSA 内部情報に精通した有識者に聞いた

ところ、そのような意図はなく、単純に軍部セクターの

収入を増やすことが目的だったと話していた。 

また、PDVSA も外貨繰りが厳しい中、ボリバル建てで

サービスを提供してくれる組織を探しており、利害が一

致したとも補足していた。 

 

設立から２年が経過した現在、それらしい動きは見られ

ないが今後もこの懸念が払しょくされることはなさそ

うだ。 

 

以上 

 


