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（写真）La Causa R（LCR） “LCR の４議員 伝統野党グループからの離脱を表明” 

 

 

２０１８年１１月１４日（水曜） 

 

政 治                     

「カラボボ大学の学生連合代表選挙で混乱 

～野党代表の学生が当選か～」 

「LCR など複数議員が伝統野党から離脱」 

「PSUV 役員 デルシー・ロドリゲス氏が復党？」 

経 済                     

「ベネズエラの対外債務に関するレポート」 

「PDVSA 人材流出と機材盗難で事業に障害」 

「６０回目 DICOM １ドル BsS.６７．２１」 

社 会                     

「大学教員・国営報道局 労働者が抗議行動」 

２０１８年１１月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「１９年国会議長は VP ファン・グアイド議員？」 

「UNT 急進野党の分断を招く発言を非難」 

「スペイン外相 アレアサ外相と会談」 

「米国中間選挙 ねじれ議会で軍事介入は困難」 

経 済                    

「FORD 労働者 給料改定を求めストライキ」 

「IMF 情報提供について中銀と対話している」 

社 会                     

「車両脱線で停電 電車の運行に障害」 

「マイケティア空港で１．８万個の錠剤を押収」 
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２０１８年１１月１４日（水曜）             

政 治                       

「カラボボ大学の学生連合代表選挙で混乱        

         ～野党代表の学生が当選か～」         

 

１１月１４日 カラボボ大学保健科学部のキャンパス

で学生連合の代表を決める選挙が行われた。同日、学生

選挙委員会は野党代表として出馬していた学生 Jossica 

Bello 氏が当選したと発表した。 

 

８月に起きた大統領ドローン襲撃事件に関与したとし

て SEBIN に投獄されているファン・レケセンス議員の

妹ラファエラ・レケセンス氏（学生中央連合の元代表）

は、自身のツイッターに８２．６％の得票率で Jossica 

Bello 氏が当選したと投稿した。 

 

同日の選挙には、与党支持者と見られる武装グループが

乱入。催涙弾を投げ、強盗を行うなどして選挙が一時延

期された。現場に居合わせた大学の学生によると、武装

グループは銃器を所持していた。 

死者が出たという報道は確認していない。 

 

新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ氏は、事件には

カラボボ州知事のラファエル・ラカバ氏が関与している

と訴え、学生の意志を尊重するよう訴えた。 

他方、ラカバ知事はカラボボ大学の学長に責任があると

反論している。 

 

また、ラカバ知事は同キャンパスでの選挙について「野

党系の学生代表は負けた」としている。 

 

 

 

 

 

「LCR など複数議員が伝統野党から離脱」           

 

１１月１３日 国会は「１９年１月１０日のマドゥロ大

統領の再任は憲法違反」との決議を承認した。 

同決議には「透明な条件での一斉選挙の実施を求める」

内容も記載されていた。 

 

選挙を求める文言を受け入れることが出来ないとして

急進野党は同決議に賛成しなかった。 

また、ボリバル州の地方政党「La Causa R（LCR）」の

議員らも決議に賛成票を投じなかった。 

 

この決議を受けて１３日、少数政党「ベネズエラ進歩行

動党（MPV）」のホセ・ルイス・ピレイラ議員は急進野

党グループ「Soy Venezuela」、急進野党議員団「７月１

６日連合」に移籍すると発表した。 

 

また、１１月１４日には LCR のアメリコ・デ・グラシ

ア議員が、前述の決議を理由に伝統野党のグループを離

脱すると発表。 

 

グラシア議員は、 

「今回の議題を提案されるにあたり、我々には全く相談

されなかった。あの決議には合意による解決と書かれて

いた。どのような合意を想定しているのか。この決議が

誰に利するのかを考えなければいけない。 

 

政府は汚職にまみれ、見解が異なる者を迫害する犯罪集

団だ。我々は、犯罪政府を非難する国際社会と制裁に対

して賞賛を送る。」と訴えた。 

 

LCR は急進野党に近いスタンスを示しているが、急進

野党には属さず、独自の政治グループを組織するとの見

解を示した。４名の議員が LCR に属している。 
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「PSUV 役員 デルシー・ロドリゲス氏が復党？」                  

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」は党内役員

を交代した。正確には増員でこれまで３０名だった党内

役員を３４名にした。 

 

エリアス・ハウア元教育相は党内役員を投票で決定する

よう提案していたが、マドゥロ大統領と意見が対立。 

教育相を解任され、現在は誰も知らないような組織の代

表になっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.185」９月

４日付の記事参照）。 

 

今回の役員任命も投票などは行われず、マドゥロ大統領

の指名とされる。なお、PSUV の党規則によると役員数

は３０名なので、規則違反のようだ。 

 

また、党の政治委員会は、イリス・バレラ制憲議員（元

刑務所相）、ロドルフォ・サンチェス元在エクアドル大

使、マレリー・マルカノ元女性省次官、フリオ・エスカ

ローナ制憲議員、エルネスト・ビジェガス文化相、デル

シー・ロドリゲス副大統領らで組織される。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は１月に与党 PSUV の

分派政党「Somos Venezuela」の党首になるため、PSUV

を離党していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.91」１月

２７日付の記事参照）。 

 

ロドリゲス副大統領は引き続き「Somos Venezuela」の

党首のようだが、PSUV の政治委員会のメンバーを担う

ということは政党の二重登録ということになる。 

 

最高裁は、野党連合 MUD について他の政党との重複党

員が多いことを理由に解体していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.90」１月２５日付の記事参照）。 

 

 

 

経 済                        

「ベネズエラの対外債務に関するレポート」           

 

「BBC MUNDO」はベネズエラ経済危機についてのレ

ポートを公開した。 

 

アンケート調査会社「Datanalisis」のルイス・ビセンテ・

レオン社長は、ベネズエラの対外債務について語った。 

 

「PDVSA と政府の対外債務は１，２５０億ドル程度と

される。 

 

これに、中国やロシア、世界銀行、その他多国籍組織な

どとの融資を加えなければいけない。また、民間企業や

航空会社への未払金など政府が支払いをしていない商

業債務も追加する必要がある。 

 

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、

１５年時点の対外債務は１．３９０億ドル程度だと分析

している。 

 

私は１８年の対外債務は１，７５０億ドル程度になって

いると考えている。」 

とコメントした。 

 

この債務額が多いのかについて、国内総生産（GDP）で

見ることが一般的。しかし、ベネズエラは政府が情報公

開をしておらず、ハイパーインフレの現状などもあり、

GDP を判断することは極めて困難になっている。 

 

経済学者オスカル・フォレロ氏によると、ベネズエラの

対外債務は GDP 比４０％だと語る。他方、レオン氏は

経済分析には適切な情報が必要との前提の上で「対外債

務は GDP 比で１００％を超えている」と語っている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc16653715f353eae2baf8ec92183dc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
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米国ワシントンの「戦略国際問題研究所（CSIS）」によ

ると、中国はこれまでベネズエラに対して６２０億ドル

を融資してきた。 

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」のペドロ・パ

ルマ氏は、中国はここ数年、ベネズエラに対して融資を

していないと語っている。なお、今年９月にマドゥロ大

統領が中国に訪問した際、５０億ドルの融資を中国から

受けると報じられたが、中国政府側はこの報道が事実で

あると発言していない。 

 

「PDVSA 人材流出と機材盗難で事業に障害」                

 

米国紙「The New York Times」は PDVSA のオペレー

ションの内情について記事を公開した。 

 

同記事によると、PDVSA は人員流出と機材盗難で事業

に障害が起きているという。 

 

「PDVSA は労働者の辞職が続いており、犯罪集団が会

社の機材、自動車、爆発物、電線、銅線などお金になり

そうなものを奪っている。 

 

人材と機材の流出はただでさえ外貨繰りが厳しい

PDVSA にとって更なる悩みの種になっている。 

 

PDVSA 事務所の机は空席がおおく、現場での作業員は

半ば強制的に働かされている。車は盗まれ、業務に不可

欠な資材はなくなっている。」 

と報じた。 

 

また、NYT 紙は複数の PDVSA 労働者らにインタビュ

ーを行った。彼らの多くは現状に対する失望を口にした。 

 

 

 

 

ある労働者は 

「以前は PDVSA で働いていれば満足な生活が出来た。

必要なものを全て買うことが出来る給料が得られてい

た。今では食料も買うことが出来ない。」 

とコメントした。 

 

「６０回目 DICOM １ドル BsS.６７．２１」                  

 

１１月１４日に６０回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６７．２１（１ユーロ BsS.

７６．０２）。前回の１ドル BsS６５．４３から少しボ

リバル安になったことになる。 

 

外貨供給額は合計で４８６万７，９９８．２７ドル。 

 

法人は１６３社に対して４２０万３，０７８．７ドルが

割り当てられた。また、個人は８５６名に対して６６万

４，９１９．５７ドルが割り当てられた。 

 

なお、ドルで表記しているが法人・個人ともにほとんど

がユーロ建てで割り当てられている。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食料品卸業社の

「FTG Invesment & Consulting」で１７．５万ユーロ（約

２０万ドル）。使用用途は債務の支払い。 

 

次いで、「Importadora El Salamy」が１６万ユーロ（約

１８万ドル）の外貨供給を受けた。業種は不明。外貨の

使用目的は完成品の輸入。 

 

３番目は「Nescorp」で１３万ユーロ（１４．７万ドル）

の外貨供給を受けた。業種は不明。資材の輸入が目的。 
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社 会                        

「大学教員・国営報道局 労働者が抗議行動」           

 

１１月１４日 給料改定を求めて大学教員らが教育省

の前で抗議行動を行った。 

 

目的は労働条件の改善と遅延している給料の早期支払

い。報道によると、１０月最終週分の支払いや法定福利

である食料補助の支払いを受け取っていないグループ

もいるようだ。 

 

数人の抗議行動者は教育省に入省することができたが、

アリストブロ・イストゥリス教育相は、抗議参加者との

面談に応じなかったという。 

 

国営報道局（VTV）の職員らも１１月９日から給料の改

善などを求めて抗議行動を行っている。 

 

 

（写真）Maduradas.com 

“教育省前で抗議行動を行う人々” 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１１月１５日（木曜）             

政 治                       

「１９年国会議長は VP ファン・グアイド議員？」        

 

２０１８年も終わりが近づいている。ベネズエラの国会

役員の任期は１年間で、毎年１月に議長が交代すること

になっている。 

 

野党議員らは２０１６年１月に役員の輪番表を決めて

おり、２０１９年は大衆意志党（VP）に所属する議員が

国会議長を務めることになっている。 

 

１１月１５日 スリア州の現地紙「Panorama」は、VP

のファン・グアイド議員が国会議長、国会第１副議長は

行動民主党（AD）のエドガー・サンブラーノ議員が就

任する方向で話が進んでいると報じた。 

 

第２副議長は新時代党（UNT）の党員が担うようだが、

まだ明確な候補は存在していない。しかし、ノラ・ブラ

チョ議員が筆頭候補になっているようだ。 

 

 

（写真）フアン・グアイド議員ツイッター 

“１９年の国会議長候補とされる大衆意志党のグアイド

議員” 
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「UNT 急進野党の分断を招く発言を非難」           

 

新時代党（UNT）のエンリケ・マルケス議員は 

「野党内で他の野党に対するネガティブキャンペーン

が行われている。このキャンペーンは外国にいるグルー

プが仕掛けている。」と訴えた。 

 

また、新時代党（UNT）のマニュエル・ロサレス党首と

カラボボ州のラカバ知事が水面下で合意をしていると

の噂について、事実を否定。 

 

「過激派グループはロサレス党首とラカバ氏の合意を

吹聴しているが、彼ら自身もそのような事実は知らない

はずだ。」と訴えた。 

 

他、第一正義党（PJ）のカプリレス元ミランダ州知事や

デルサ・ソロルサノ UNT 副党首らが急進グループによ

る野党の分断を煽る発言に懸念を表明している。 

 

「スペイン外相 アレアサ外相と会談」         

 

１１月１５日 グアテマラにて行われた「イベロアメリ

カ首脳会合」にて、ホルヘ・アレアサ外相はスペインの

ジョセップ・ボレル外相と会談、両国の二国間関係につ

いて意見交換を行った。 

 

両国外相が会談したのは国連総会が開かれた９月２７

日以来。 

 

ボレル外相は同会合でラテンアメリカの各国外相らに

対して、対話による解決策への理解を求めると報じられ

ている。 

 

 

 

 

 

ボレル外相は 

「ラテンアメリカ諸国はベネズエラ移民の流入に苦し

んでいる。ベネズエラ人もそうだ。経済危機により人々

は生活が出来ない。この問題に対して有効な対応がとれ

ていない。」 

との見解を示した。 

 

「米国中間選挙 ねじれ議会で軍事介入は困難」         

 

１１月６日に米国で行われた中間選挙の結果、議会下院

の過半数を民主党が奪還した。上院は引き続き現与党の

共和党が過半数を占めている。 

 

つまり、上院・下院で政党多数派が変わる「ねじれ議会」

が誕生した。トランプ政権が政策を進めにくくなるとさ

れており、ベネズエラにも関係してきそうだ。 

 

米国報道会社「ABC ニュース」は、中間選挙の結果を

受けてトランプ政権がベネズエラに軍事介入をするこ

とが難しくなったと報じた。 

 

米国政府はベネズエラへの軍事介入を否定しているが、

大統領自身がベネズエラへの軍事介入の可能性を示唆

しており、水面下では武力行使の可能性も視野に入れて

いるだろう。 

 

ABC ニュースは、８３年のグラナダ侵攻、８９年のパ

ナマ侵攻など「戦争宣言」を伴う軍事介入には議会の承

認が必要で、下院議会ではこの宣言を承認しないだろう

と報じた。 

 

他方、「戦争宣言」を必要としないベネズエラ政府への

制裁については、議会の承認を得ることなく、大統領の

判断で行使することが出来るようだ。 
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経 済                       

「FORD 労働者 給料改定を求めストライキ」            

 

米国系自動車アッセンブラー「FORD」の従業員１５０

名は現在の給料では家族を養うことが出来ないとして、

給料改定を求めてストライキを宣言した。 

 

ベネズエラ人はクリスマスに豚肉やアジャカなどを食

べる習慣がある。また、衣類をたくさん購入し、新年を

新しい服で過ごすことが一般的だ。ハイパーインフレの

状況下では、これらの支出が出来る労働者は決して多く

ないのが現実だろう。 

 

FORD 労働者メルキアデス・バルサル氏は、現地紙「El 

Nacional」の取材に対して、「我々はドルとボリバルの

両通貨で販売される自動車を生産している。他方、この

ような給料では労働に見合わない。ここにいる１５０名

の労働者は最低賃金を受け取っている。 

 

FORD は１，８００ボリバル・ソベラーノをボーナスと

して支払った。しかし、これではクリスマスを過ごすの

に全く不十分だ。おもちゃ一つも靴一足も２，５００ボ

リバル・ソベラーノもかかる状況では何も買えない。 

家族を養っていくことが出来ない。」 

と訴えた。 

 

バルサル氏は、「FORD が我々の不満に対応するまでス

トライキを継続する」と述べた。 

 

「IMF 情報提供について中銀と対話している」         

 

１１月１５日 国際通貨基金（IMF）は「統計情報の提

供を受けるためベネズエラ中央銀行と対話をしている」

と説明した。 

 

 

 

IMF は少なくとも１７年１１月からベネズエラ政府に

情報開示を要求しており、１８年５月にも同様の要請を

した。 

 

また、先々週にも情報開示を要請しており、１１月末ま

でに情報開示がない場合は制裁もあり得ると警告をし

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.214」１１月９日付

の記事参照）。 

 

IMF の Gerry Rice 報道官は定例の記者会見で 

「ベネズエラ政府とは協議をしている。政府当局との対

話は進展している。来週中に政府高官と IMF が会合を

行うことを期待している。」 

と述べた。 

 

社 会                        

「車両脱線で停電 電車の運行に障害」           

 

１１月１５日早朝 「Los Valles del Tuy」で車両が脱線。

停電が起こり、鉄道サービスが一時停止した。 

 

利用者の Twitter 投稿によると AM５時～AM６時４５

分頃まで運行が停止したようだ。 

 

資材が破れたくらいで幸いなことに死者が出たとは報

じられていない。 

 

 

（写真）La Gran Ciudad 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d21eae99dbfc38338100bd977ec7334b.pdf
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「マイケティア空港で１．８万個の錠剤を押収」              

 

１１月１５日 現地紙「La Verdad de Vargas」は、ベネ

ズエラの玄関口「マイケティア国際空港」で１万８，４

０７個のエクスタシー（幻覚剤）錠剤が押収されたと報

じた。 

 

この錠剤は４つの黒赤色とオレンジ色の箱に入れられ

ており、郵送物としてドイツに送られるところだった。 

現在のところ逮捕者は出ていない。 

 

医薬品不足のベネズエラで大量の幻覚剤がドイツに向

けて輸出されるのは異例なことだろう。 

 

 

（写真）La Verdad de Vargas 

 

以上 

 

 


