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（写真）社会主義統一党（PSUV） “国会議員の罷免手続きを検討すると発言したカレーニョ制憲議員” 

 

２０１８年７月６日（金曜） 

 

政 治                    

 「ベルトゥッシ牧師 連帯支援を呼びかけ」 

「モレノ大統領 ウナスール事務局の撤収宣言 

～ベネズエラ政府との亀裂は決定的～」 

 「亡命最高裁 大統領の解任を要求」 

経 済                    

 「政府・企業 観光産業の投資促進について協議」 

 「マドゥロ大統領 生活支援策を発表 

～CLAP１箱７万ボリ、１０００万人へ賞与支給」 

 「原油価格 １バレル６９．６５ドル」 

２０１８年７月７日（土曜） 

 

政 治                   

 「マドゥロ大統領 軍部最高幹部を発表 

～人事変更は１１役職中３役職～」 

「AD の MUD 離脱に関する関係者の見解 

～だいぶ前から AD は離脱を検討していた～」 

経 済                   

 「生活必需品の統制価格 発表されず」 

 「並行レートサイト「DolarToday」の統制強化」 

 「ペキベン El Tablazo コンプレックス稼働停止」 

「ファリア制憲議員 為替管理の撤廃を要請」 
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２０１８年７月６日（金曜）             

政 治                       

「ベルトゥッシ牧師 連帯支援を呼びかけ」       

 

５月の大統領選に出馬したハビエル・ベルトゥッシ牧師

は大統領選後にマドゥロ大統領と対話をした後、しばら

くメディアから姿を消していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.141」５月２３日付の記事参照）。どうやらベルト

ゥッシ牧師は肝炎を患い治療に専念していたようだ。 

 

７月５日 このベルトゥッシ牧師が「外国に住む全ての

ベネズエラ人からの連帯支援を求める」と発表した。 

 

「連帯支援（Ayuda Solitaria）はベネズエラの危機的な

食料、医薬品事情の対応を目的としている。 

 

我々は連帯支援を実施するための手続きを進めてきた。

今月中に私は外国に行き、最初の食料品と医薬品につい

て話をまとめる。我々が大統領選の際に誓ったベネズエ

ラ国民への約束を果たす。 

帰国後に記者会見を開き、詳細について説明する。」 

と発表した。 

「モレノ大統領 ウナスール事務局の撤収宣言     

     ～ベネズエラ政府との亀裂は決定的～」          

 

コレア前大統領の頃はベネズエラと蜜月関係にあった

エクアドルだが、レニン・モレノ氏が大統領に就任して

から２国間の関係は徐々に希薄になっていた。 

 

７月６日 レニン・モレノ大統領は、同国の首都キトに

事務局を置いている国際組織「南米諸国連合（ウナスー

ル）」を機能していないと批判、建物をエクアドル政府

に返してもらい、同建物を「エクアドル国家原住民大学」

として使用することを検討すると発表した。 

 

ウナスールが創設されたのは２００８年。南米に左派政

権が多い時代にブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、

エクアドル、ボリビア他１２カ国で結成された政治団体。 

 

しかし、南米各国の政治構造が変化することでウナスー

ルは政治的に中途半端な存在となり、１８年４月にはア

ルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、パラグアイ、

ペルーがウナスールを脱退。 

 

７月３０日が加盟国から運営資金を受け付ける期限と

なっているが、ベネズエラからの支払いは期待できず、 

政治的にも運営資金の観点からもモレノ大統領が発言

した通り機能しなくなっていた。 

 

（写真）ＵＮＡＳＵＲ 

２０１８年７月８日（日曜） 

 

政 治                    

 「伯ルーラ元大統領 解放をめぐり混乱」 

「CARICOM ガイアナ支持のスタンス示す」 

 「制憲議会 国会議員の罷免手続きの検討開始」 

経 済                    

 「経済政策への助言のため中国専門家派遣」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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「亡命最高裁 大統領の解任を要求」                 

 

７月６日 野党多数の国会が任命し、政府の迫害もあり

外国に亡命した最高裁判事らで構成される亡命最高裁

はマドゥロ大統領に対して職務不能を宣言。新しい大統

領を決定するよう命じた。 

 

亡命最高裁の説明としては、６月２８日にルイサ・オル

テガ元検事総長が、亡命最高裁に対して、マドゥロ大統

領を汚職・収賄の罪で訴え、最高裁がこれを認め、マド

ゥロ大統領の職務停止を決定したようだ。 

 

今後、７月１９日にマドゥロ大統領の罪状についてコロ

ンビア、ボゴタの亡命最高裁で協議される予定のようだ。 

 

この取り組みについて米州機構（OAS）のアルマグロ事

務局長が支持する旨の発表をしているが、マドゥロ大統

領が政権についている限り、この決定はベネズエラ国内

ではほとんど影響しない。 

 

一見無意味に見えるが、政治的にマドゥロ政権にネガテ

ィブな印象を与える効果はある。 

 

また、仮に軍部がクーデターを起こした際、軍人は「民

意で選ばれた国会が任命した最高裁判事の決定に従っ

た。」という筋書きを作ることができるため、全く無意

味とも言えないだろう。 

 

経 済                         

「政府・企業 観光産業の投資促進について協議」          

 

７月６日 新たに観光相に就任したステジャ・ルーゴ前

ファルコン州知事とウィルメル・カストロ・ソテルド土

地農業相は、観光団体（Conceturismo）と産業開発のた

めの協議を行った。 

 

 

会合後、Conceturismo は政府と共同で、交通、空運（国

内・国外）、観光地の治安対策、公共サービスなど特定

の分野について協議するグループを組織することで合

意したと発表した。 

 

また、ルーゴ観光相は、与党系の産業団体「ベネズエラ

中小企業連合会（Fedeindustria）」、「民間観光活動団体

（Fedeturismo）」の代表とも協議。 

 

外貨獲得源を増やすために協調して観光産業を発展さ

せることで合意した。 

 

「マドゥロ大統領 生活支援策を発表          

 ～CLAP１箱７万ボリ、１０００万人へ賞与支給」        

 

７月６日 マドゥロ大統領は CLAP の価格を見直し、

今後１箱７０，０００ボリバルで販売すると発表した。 

これまで CLAP は１箱３０，０００～３５，０００ボリ

バルで販売されていた。 

「私の夢は転売業者に流れることなく、CLAP の箱が１

５日毎に国民に行き渡ることだ。」 

 

CLAP は１世帯が１～２週間（家族構成による）、最低

限の生活をできる程度の食品が入ったパッケージ。１５

日毎に届けば生活は大きく改善されると思われるが、実

際はそこまで高頻度で配られない。 

 

加えて、転売業者（CLAP の関係者自身が横流ししてい

る）を経て CLAP が７０，０００ボリバルよりも高く販

売されることも度々起きている。 

 

また、マドゥロ大統領は７月中に祖国カードを所有して

いる国民１０００万人に独立記念日を祝う「Bono de 

Independencia」とシモン・ボリバルの誕生日を祝う

「Bono Nino Simon」のボーナスを給付すると発表した。 

ただし、金額については言及しなかった。 
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（写真）大統領府ツイッター 

“祖国カードを持つ国民” 

 

「原油価格 １バレル６９．６５ドル」             

 

１８年７月２日～６日のベネズエラ産原油の平均価格

は４６１．７６人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６９．６５ドル／バレル。前週の６７．０

７ドルから約２．５８ドル上昇した。 

 

ベネズエラ石油省の発表では１７年のベネズエラ産原

油の平均価格は１バレル４６．６６ドル。 

 

他方、１８年１月～７月時点の平均原油価格は１バレル

６３．２８ドルと１６．６２ドル（３５．６％）増加し

ている。 

 

 

 

 

 

 

２０１８年７月７日（土曜）              

政 治                        

「マドゥロ大統領 軍部最高幹部を発表         

      ～人事変更は１１役職中３役職～」        

 

７月７日 マドゥロ大統領は軍部の最高幹部にあたる

「国軍最高指揮官評議会」を構成する１１名を発表した。 

 

１１役職ある中の３役職が交代した（うち１名は役職を

スライドしただけなので、評議会メンバーに新たに加わ

ったのは実質２名）。 

 

「国軍最高指揮官評議会」は 

国防相、総大将、大総督、防衛大将、監察長、オペレー

ション戦略司令官長、陸軍総大将、海軍総督司令官、空

軍総大将、防衛軍総司令官、民間自警団総司令官で構成

される。 
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（出所）ベネズエラ石油省
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新しい「国軍最高指揮官評議会」メンバーは以下の通り

（赤字の人物が交代）。 

 

・パドリーノ・ロペス国防相（陸軍出身） 

・パドリーノ・ロペス総大将（兼任） 

・レミヒオ・セバジョ大総督（海軍出身） 

・ホセ・フェレイラ防衛大将（防衛軍出身） 

・イダルゴ・テラン監察長（空軍出身） 

・レミヒオ・セバジョ・オペレーション戦略司令官長 

 （大総督と兼務） 

・ヘスス・スアレス陸軍総大将（陸軍出身） 

・ジュセッペ・アレサンデロ海軍総督司令官（海軍出身） 

・ペドロ・フリアック空軍総大将（空軍出身） 

・リチャード・ロペス防衛軍総司令官（防衛軍出身） 

・カルロス・テジェリア民間自警団総司令官（防衛軍出

身） 

 

うち、新しく「国軍最高指揮官評議会」メンバーに加わ

ったのはアレサンデロ海軍総司令官とペドロ・フリアッ

ク空軍総大将の２名。 

 

イダルゴ・テラン監察長は空軍総大将から監察長にスラ

イドした。 

 

「ウィークリーレポート No.53」で５月の大統領選前に

計画されていたクーデター未遂事件の内容について報

告した。 

 

同計画の主犯格グループは海軍と空軍で構成されてい

る。今回の人事変更は海軍総司令官と空軍大将で、クー

デター未遂事件と関係している可能性が高そうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

「AD の MUD 離脱に関する関係者の見解          

 ～だいぶ前から AD は離脱を検討していた～」           

 

７月７日 行動民主党（AD）のウィリアムス・ダビラ

議員は MUD からの離脱について 

 

「MUD は不可欠な政治変革のツールになり得なかっ

た。歴史的な政治イベントを前に変化のスピードについ

ていけなかった。AD の離脱は野党が続けてきた非効率

な政治運営からの大きな前進になる。」 

と評価した。 

 

７月５日 アジュップ AD 幹事長が MUD 離脱を発表

した際に、彼は MUD について可能な限り非難を避けた

が、ダビラ議員は MUD の運営の問題点を非難した（ア

ジュップ AD 幹事長の発言は「ベネズエラ・トゥデイ

No.159」７月５日付の記事参照）。 

 

様々な記事が出ているが、一番実態に近いと思われるの

は大統領選をめぐる野党政党のスタンスの違いだろう。 

 

１８年の始めからアジュップ AD 幹事長は繰り返し、大

統領選に備えて予備選を行うよう要請していた。 

 

しかし、他の野党の中核を成す第一正義党（PJ）はカプ

リレス元ミランダ州知事の出馬を禁止され、大衆意志党

もレオポルド・ロペス党首の出馬が禁止され、他に擁立

できる候補がいなかった。 

 

この状況で予備選が行われれば、野党のリーダーにはア

ジュップ AD 幹事長が選ばれていただろう。当時、PJ、

VP の合意が得られず予備選が行われることなくリーダ

ー不在で現在に至っている。 

 

AD はこの点について不満を感じており、かなり前から

MUD からの離脱を検討していたとされる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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経 済                       

「生活必需品の統制価格 発表されず」            

 

７月６日にマドゥロ大統領は翌７日にタレク・エル・ア

イサミ経済担当副大統領が生活必需品の価格を発表す

ると発言していた。 

 

しかし、７月７日の当日になり情報通信省の通達で、 

「生活必需品の価格発表は延期する」と発表がされた。 

延期の理由については明らかにされていない。 

 

価格統制の議論は６月２７日から始まった（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.156」６月２７日付の記事参照）。 

 

政府は国内で生産される生活必需品の７０％を政府に

販売するよう要請していたが、民間団体はこの求めに反

対していた。 

 

「並行レートサイト「DolarToday」の統制強化」         

 

ペドロ・カレーニョ制憲議員はテレビのインタビュー番

組に出演し「戦争と対峙する時が来た」と発言。 

 

「新しくコロンビアの大統領に就任するイバン・ドゥケ

はウリベ元大統領と同様に米国の操り人形で彼らと戦

う必要がある。」 

と国際社会との対立姿勢を前面に主張した。 

 

また、経済戦争の観点から並行レートの参考にされてい

る「Dolar Today」というサイトがベネズエラに経済戦

争を仕掛けていると発言。 

 

「チャベス大統領は自衛軍を「DolarToday」のような有

害サイトを閉鎖させるために作った。国軍はベネズエラ

を防衛する力がある。」 

との認識を示した。 

 

ペドロ・カレーニョ制憲議員はカベジョ派閥に属する。 

カベジョ氏と同じく過激な発言をしがちなチャビスタ

だ。カベジョ氏が制憲議長に就任したことで発言力が増

す可能性はあるだろう。 

 

 

（写真）ペドロ・カレーニョ制憲議員 

 

「ペキベン El Tablazo コンプレックス稼働停止」        

 

現地紙「El Nacional」がペキベンの状況について記事を

出している。以下、簡単に内容を紹介したい。 

 

融資危機、オペレーション危機は石油化学会社ペキベン

も例外ではない。 

 

匿名の情報筋によると、プラスチック製品の原料を生産

するスリア州 El Tablazo コンプレックス工場は稼働が

停止してから３カ月が経過する。 

 

「ポリプロピレン生産施設などはガスと部品が不足し

ており、オペレーションの問題から稼働を停止している。

これによりプラスチック生産の原材料が不足し、通常の

オペレーションが出来なくなっている。」 

 

情報筋曰く、ベネズエラで産出される天然ガスの大部分

は石油生産に使用される。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf
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「原油ポンプのメンテナンス不足、鉱井の投資不足によ

り１８年４月から日量１４０万バレル程度に落ちてい

る。ガスの産出も同様に減少している。」 

とコメントした。 

 

国際エネルギー機関によると、ベネズエラは天然ガスの

埋蔵量では世界８位。米州では米国に続いて２番目の埋

蔵量を誇る。 

 

１６年、ベネズエラは約３．３兆立法フィートを産出し

たが、３．４兆立法フィートを消費した。この不足分は

PDVSA が輸入しなければいけなかった。 

 

「今年、特にここ最近の３カ月は（恒常的にはなってい

ないが）ガスをペキベンが輸入している。 

２カ月ほど前に Tablazo 湾にガスを搭載した船が到着

した。しかし、その船のガスは既に使い切った。Dicom

で外貨が割り当ててもらえないのであれば、自由レート

で外貨を購入し輸入しなければいけない。」 

 

PDVSAは原油の生産のために鉱井にガスを注入する必

要がある。PDVSAは増産と輸出をする必要があるので、

優先順位に劣るペキベンへのエタンガス、プロパンガス

を供給しなくなっている。 

 

このガスを使い Tablazo コンプレックスで年間１５万

立方トンのエチレン、３．２万立方トンのポリプロピレ

ンが製造される。この原料は関係会社の「Propilven 社」

「Poliner 社」を通じて別の製品になる。 

 

一般の消費者は 

「２週間ほど前にスーパーマーケットでビニール袋の

ために６万ボリバルを支払う必要があった。手で持ち運

ぶこともできず、購入を余儀なくされた。」と話す。 

 

 

 

 

お店側はビニール袋の不足と物価高を理由に、顧客に持

ち運びバックを持参するよう呼びかけ、ビニール袋を有

料にしている。ゴミ袋の価格があがればアパートの管理

費にも反映されるなど二次的な影響は避けられない。 

 

プラスチック業界関係の匿名の情報によると 

「唯一価格が安いのは、エチレンとポリプロピレンだっ

た。しかし、ペキベンの合弁会社は我々へ供給しておら

ず、並行レートでコロンビアから輸入している。」 

 

別の関係者は 

「ペキベンから原材料を購入していた頃、原材料価格は

１キロ当たり１，３５０ボリバルだった。しかし、３０

万ボリバルになり、今は３００万ボリバルになってい

る。」と語った。 

 

一方、ペキベンに近い人物は「１７年まで原材料価格は

補助金漬けでガソリン価格のように非常に安価に販売

されていた。しかし、転売など汚職が行われていた。」

と話した。 

 

PVC は水道管、ガス管などに必要なプラスチック原料

で建設業界に不可欠だ。しかし、PVC の価格も並行レ

ートで輸入することを迫られ跳ね上がっており、国内の

モノ不足を拡大させている。 

 

PVC を製造するためのクロロ、ビニールなども Tablazo

コンプレックスで日量２７０トン生産できる能力があ

るが、停止状態にある。 

 

「ファリア制憲議員 為替管理の撤廃を要請」           

 

ヘスス・ファリア制憲議員は、以前外国貿易投資相を務

めていた。彼は以前から為替管理制度の廃止を訴える与

党政治家（カベジョ派閥に属する）として異色の存在と

言える。 
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ファリア制憲議員は再び為替管理制度の廃止をマドゥ

ロ大統領に訴えた。 

 

「為替管理制度は昔、ベネズエラにポジティブな影響を

与えた。しかし、外貨収入の減少により過去の政策は失

敗し、壊滅的な状況にある。 

 

為替制度はベネズエラ経済を機能させるために修正し

なければいけない。為替管理制度を無くせば、投資家の

信頼が戻り、輸入が減り、輸出が拡大する方向に向かう

可能性がある。今の外貨管理制度が続けばベネズエラの

経済問題を解決することは出来ない。」 

と訴えた。 

 

与党政治家とは思えない、真っ当な訴えのように思える。 

 

２０１８年７月８日（日曜）             

政 治                       

「伯ルーラ元大統領 解放をめぐり混乱」              

 

ブラジルのルーラ元大統領は汚職の罪で１８年４月７

日から懲役１２年１カ月の有罪判決を受け、服役してい

る。 

 

同氏の解放をめぐりブラジルの裁判判定は２転３転の

争いを繰り広げた。 

 

７月８日（日曜） 

午前９時 ブラジルのルーラ元大統領の有罪判決につ

いて、ポルト・アレグレ州地方裁判所の Rogerio Favreto

裁判官が取り消しを決定。ルーラ元大統領の即時解放を

言い渡した。 

 

１２時 Sergio Moro 汚職対策裁判官は Favero 裁判官

の決定を非難。取り消しを求めた。 

 

 

１２時３０分 Favero 裁判官は再びルーラ元大統領の

解放を要請。 

 

１３時 連邦検察庁は Moros 汚職対策裁判官の意見に

同調し、Favreto 裁判官の決定に疑問を呈した。 

 

１４時 ルーラ元大統領の有罪判決を下した Pedro 

Gebran Neto氏は Favreto裁判官の決定を無効とすると

決定した。 

 

１６時 Favreto 裁判官は、解放令はまだ有効でルーラ

元大統領を即時解放するよう繰り返し要請。１時間以内

に解放するよう訴えた。 

 

筆者が知る限り、その後ルーラ元大統領が解放されたと

いう追加情報はない。 

 

ルーラ元大統領は汚職で有罪判決が下っている一方で

１０月に予定されているブラジル大統領選で最も支持

率が高い人物でもある。 

 

テメル現大統領もPetrobrasの汚職に関わっていたとさ

れる中、ルーラ元大統領だけを有罪にするのは政治的な

謀略だと非難する報道は多い。 

 

 

（写真）ルーラ元大統領ツイッター 

“写真中央がルーラ元大統領” 
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「CARICOM ガイアナ支持のスタンス示す」           

 

カリブ海諸国連合（CARICOM）の３９回総会がジャマ

イカで開催され、最終発表でベネズエラとガイアナの国

境問題について声明が盛り込まれた。 

 

内容は CARICOM として、ガイアナの主張を認め国際

司法裁判所で２国間の領土問題を争うべきだとの見解

を示した。 

 

ベネズエラ政府はガイアナとの領土問題を協議で解決

することを望んでいるが、ガイアナは国際司法裁判所で

決めることを望んでいる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.152」６月１８日付の記事参照）。 

 

「制憲議会 国会議員の罷免手続きの検討開始」              

 

ペドロ・カレーニョ制憲議員は国会が機能していないこ

とを指摘し、罷免手続きの検討を提案した。 

 

「ベネズエラ憲法では任期の半分が過ぎた時点で、有権

者２０％の署名があれば罷免投票を実施できると定め

られている。我々はそのような署名を始める必要がある

かどうか検討をするつもりだ。」 

と発言した。 

 

国会議員の任期は５年間。２０１６年１月から現在の国

会が始まっているので、２０１８年７月で任期の半分が

過ぎたことになる。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長は５月の大統領選前

から国会議員の罷免手続きの開始を求めていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.135」５月９日付の記事参照）。 

 

 

 

 

現在、カベジョ氏は制憲議長に就任し、マドゥロ大統領

よりも強い権限を持っていることになる。今後はこの動

きが現実のものとなる可能性が高まったと言える。 

 

経 済                       

「経済政策への助言のため中国専門家派遣」            

 

７月８日 シモン・セルパ財相は、今後、中国の国家開

発銀行（BDC）の経済エキスパートの助言を受けること

にしたと発言した。 

 

「融資に関連して、国家開発銀行が様々な分野のエキス

パートをベネズエラに連れてくる。そして、彼らの助言

を受けベネズエラが掲げる１５の経済原動力を発展さ

せるための経済制度を構築する。」 

と説明した。 

 

なお、セルパ財相は７月３日に２．５億ドルの投資を受

け入れることで合意したと発言したが、昨日のベネズエ

ラ系国営メディア（「Correo de l Orinoco」）には投資の

金額について具体的な記述はなかった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.158」７月３日付の記事参照）。 

 

 

以上 
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