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２０１７年８月４日（金曜） 

 

政 治                   

  「制憲議会初日 代表メンバー決まる 

～国際社会が延期を求める中で議会開始～」 

  「CNE 州知事選出馬の受付期間は２日間」 

  「州知事選 野党の統率に乱れ」 

  「レデスマ氏 再び自宅軟禁に」 

経 済                   

  「第１１回 DICOM の結果公示」 

「国債２０３１年 利息支払いを確認」 

（写真）国営放送 VTV 写真ギャラリー“８月４日の制憲議会宣誓式の様子” 

２０１７年８月５日（土曜） 

 

政 治                   

  「議会初日 検事総長解任の承諾と 

議会２年間継続を決定」 

  「メルコスール 

ベネズエラ加盟資格を無期停止」 

  「ロペス氏 再び自宅軟禁に」 

経 済                   

  「ロスネフチと PDVSA ガス事業で協力」 

  「原油価格１バレル４６．６１ドルに上昇」 
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２０１７年８月４日（金曜）             

政 治                       

「制憲議会初日 代表メンバー決まる         

   ～国際社会が延期を求める中で議会開始～」   

 

国内では、検察庁や野党支持者、海外では、バチカン、

米州機構、メルコスール、欧州連合など多くの国が中止

を求める中で、８月４日（金曜）に制憲議会宣誓式が国

会議事堂で行われた。 

 

前日の３日には与党も野党も国会前に集まることを宣

言していたが、野党支持者は治安部隊に阻まれ国会には

行けず、与党支持者が国会前を占拠した。 

 

初日に議会の議長、副議長、秘書官らが決められた。 

 

モナガス州選出のディオスダード・カベジョ議員が役

員メンバーの推薦を行い承認された。 

 

・議長：デルシー・ロドリゲス議員（元外相） 

・第一副議長：アリストブロ・イストゥリス議員 

 （前副大統領） 

・第二副議長：イサイアス・ロドリゲス議員 

 （元検事総長、２０００年には副大統領） 

・秘書官：フィデル・バスケス氏 

 （元副大統領府次官、イストゥリス氏に近い） 

・副秘書官：カロリス・ペレス氏（略歴不明） 

 

政府系新聞「CiudadCCS」に現時点で当選が判明してい

る議員のリストが掲載されている。当選者は

「CiudadCCS」ウェブサイトより確認可能。 

 

宣誓後も米国をはじめとする諸外国から制憲議会の存

在を認めないとする政府コメントが多く流れている。米

国のマルコ・ルビオ議員は来週には米国が次の制裁をか

ける可能性があると述べている。 

（写真）ベネズエラ国営放送 VTV ギャラリー 

赤い服を着た女性がデルシー・ロドリゲス議員 

２０１７年８月６日（日曜） 

 

政 治                   

  「バレンシアでクーデター未遂事件」 

  「与党支持者 制憲議会支持の集会を実施」 

  「検事総長 CNE 役員の Odbrecht 汚職告発」 

  「野党と離反与党組がフォーラム開催」 

  「パナマ ２名の新判事を保護」 

経 済                   

  「医薬品のための外貨システムを要求」 

「選挙後 ボリバル通貨の価値が急激に下落」 

「４年間でベネズエラ経済は４０％縮小」 

http://ciudadccs.info/anc-se-instala-hoy-palacio-federal-legislativo/
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「CNE 州知事選出馬の受付期間は２日間」        

 

８月４日 選挙管理委員会（CNE）は１２月１０日（日

曜）に予定されている州知事選の出馬応募期間が８月８

日（火曜）、９日（水曜）の２日間であると発表した。 

 

選挙のスケジュール表では８日～１２日とされていた。

１０日～１２日は申請内容の確認にあてられるものと

思われる。州知事選へ出馬する候補者は CNE のウェブ

サイトから申請しなければならない。 

 

出馬申請した候補者は、９月３０日までに必要書類を提

出しなければならず、選挙キャンペーンは１１月１５日

～１２月７日までの予定。 

 

なお、ベネズエラでは政党の更新期間にある。２年間、

一度も選挙に参加していない政党は登録が抹消される。

更新を希望する政党は CNE の定める手続きを行わなけ

ればならない。 

更新手続きは１７年２月１８日から開始したが、まだ更

新手続きは終了していない。正式に公表されていないが、

現時点で以下の１３の政党は出馬可能とされている。 

 

１．野党連合（MUD） 

２．ベネズエラ社会統一党（PSUV） 

３．統一理解党（Puente） 

４．進歩のための独立党（IPP） 

５．民衆政治統一党８９（UPP 89） 

６．民主行動党（AD） 

７．発展進歩党（AP） 

８．第一正義党（PJ） 

９．大衆意志党（VP） 

１０．祖国のための新ビジョン党（Nuvipa） 

１１．ベネズエラ共産党（PCV） 

１２．統一達成のための革命行動組織（Tupamaro） 

１３．新時代党（UNT） 

 

「州知事選 野党の統率に乱れ」           

 

他の記事でも説明をしているが、州知事選をめぐって野

党の統率が乱れている。 

 

カラカス首都区アントニオ・レデスマ市長が所属する国

民勇猛同盟（ABP）は州知事選に参加しないと決定した。 

 

一方で民主行動党のラモス・アルップ議員は２３の候補

者を擁立すると宣言した。アルップ議員は出馬する理由

について「もしこの選挙に野党が参加しなければ２３州

の全てが与党の知事になってしまう」と述べた。 

 

また、ララ州ヘンリー・ファルコン州知事が所属する発

展進歩党も州知事選挙に出馬する。新時代党も出馬する

方向で議論をしているようだ。 

 

アンドレス・パストラーナ元コロンビア大統領は 

「野党連合は制憲議会を合法にしようとする違法な選

挙権力を認めるのか？」とツイッターに投稿。アルップ

議員の意見に反対している。 

 

州知事選の出馬に反対している大衆意志党のフレディ・

ゲバラ国会第一副議長は、民意を一番に考えなければな

らず、国民の意見を聞くべきだ。と統一を訴えている。 

 

「レデスマ氏 再び自宅軟禁に」           

 

８月１日に自宅軟禁措置から軍事収容所に移送された

カラカス首都区のアントニオ・レデスマ前市長は、４日

に再び自宅軟禁に戻った。 

 

彼は体調不調により２０１６年２月から自宅軟禁措置

になっていたが、政治にかかわる発言をネットに流した

こと、国外逃亡を企てたことを理由に諜報部（SEBIN）

に再拘束されていた。 
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経 済                       

「第１１回 DICOM の結果公示」           

 

中央銀行の外貨競売委員会は第１１回目のDICOM の

落札結果を公表した。 

今回も特別競売。国内で製品を生産するための原材料、

資材を輸入する企業に対して外貨を割り当てた。 

 

落札レートは１ドル２，９７０ボリバル 

落札総額は２，４２８万ドル。 

法人への外貨割当ては２１５社、１，９６６万ドル。 

個人は１４，６１０人に４６１万ドルが割り当てられ

た。 

法人については、農業部門に５０．４％、工業部門に

３３．３％。医薬品部門に９．１％の外貨が割り当て

られた。また外貨を割り当てた法人の申請理由は７

４．７％が原材料輸入のため。２２．３％が設備・部

品輸入のため、３．０％が完成品輸入のためであっ

た。 

 

詳細は DICOM 専用ウェブサイトより確認できる。 

 

「国債２０３１年 利息支払いを確認」        

 

ベネズエラ国家歳入庁は２０３１年満期のベネズエラ

国債の利息２．５億ドルの支払い手続きを完了したと発

表した。 

 

今月は 

８月１５日に１８年満期の国債利息７，０００万ドル 

８月１７日に２２年満期 PDVSA 社債利息１．９億ドル、 

８月２３日に２２年満期の国債利息１．９億ドル 

も支払う予定。 

 

受け取り利息で買い増すケースが多く、米国の制裁懸念

が拡大しない限り、今月の債券価格は上昇機運にある。 

 

２０１７年８月５日（土曜）             

政 治                       

「制憲議会初日 検事総長解任の承諾と         

           議会２年間継続を決定」    

 

制憲議会の最初の決定は、ルイサ・オルテガ検事総長の

解任を承諾することだった。 

 

最高裁判所は前日の８月４日（金曜）にルイサ・オルテ

ガ検事総長の解任を定める裁定を公布しており、制憲議

会がこの裁定を承認した。 

 

また、検事総長のポジションは臨時として、タレク・ウ

ィリアム・サアブ護民官が就任する。また、検察庁は根

本的に体制を再構築する必要があるとして、再構築の担

当にエルビス・アモロソ議員が選ばれた。 

 

タレク氏は検事総長に就任するため、護民官職を離れる

必要があり、護民官はアルフレド・ルイス氏が引き継ぐ。

アルフレド・ルイス氏は非政府団体「平和と正義支援基

金」の創設者。 

なお、本来であれば、検事総長の就任には国会の承認を

必要とする。 

 

また、制憲議会には役割を規定する内規が存在し、現在

は１９９９年の制憲議会内規が有効とされている。 

当時の内規では制憲議会の有効期限は６カ月と定めら

れていたが、その内規を２年に延長することを全会一致

で決定した。 

 

また、一連の反政府デモについて、誰に責任があるのか

を探る「真実の委員会」を組織し、委員長にデルシー・

ロドリゲス氏が就任することも決定した。 

 

次の制憲議会は８月８日（火曜）に行われる。 

 

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-011-17/
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「メルコスール ベネズエラ加盟資格を無期停止」       

 

８月５日（土曜） メルコスールはベネズエラのメルコ

スール加盟資格を無期限で停止した。 

 

ベネズエラ政府が民主主義的な統治を行っていないと

して、民主主義憲章を発動、ベネズエラの加盟資格を停

止した。この決定に対して、制憲議会、外務省、マドゥ

ロ大統領は強い拒絶を示している。 

 

なお、ベネズエラはすでに昨年１２月からメルコスール

の加盟資格を一時的に停止されていた。今回の措置で抜

本的に何かが変わるわけではない。 

 

しかし、昨年１２月の際にベネズエラが加盟資格を停止

させられたのは「ベネズエラがメルコスール加盟当初に

約束していた加盟要件を満たしていなかったこと」が理

由だった。 

 

今回は「ベネズエラ政府が民主主義的な統治をしていな

い。」ことが理由としており、非難のトーンが一段階上

がったことになる。 

 

現時点では経済制裁という話にはなっていないが、今後

そういった議論が出てくる可能性はある。 

 

「ロペス氏 再び自宅軟禁に」            

 

カラカス首都区元市長のアントニオ・レデスマ氏と同様

に８月１日に自宅軟禁から軍事収容所に移送されてい

たレオポルド・ロペス氏が８月５日 PM１０時３０分に

再び自宅に戻された。 

 

ロペス氏が再拘束された理由もレデスマ氏と同様に反

政府デモへの参加を呼びかけたこととされる。 

 

レオポルド・ロペス氏とアントニオ・レデスマ氏が自宅

軟禁になったことで野党、国際社会の緊張が多少は緩和

されたが、ルイサ・オルテガ検事総長の解雇など問題は

残っている。 

 

最高裁と制憲議会が引き続き強引な決定を続けた場合、

米国、欧州連合、メルコスールによる制裁が加えられる

可能性もあるだろう。 

 

「ロスネフチと PDVSA ガス事業で協力」      

 

ロスネフチと PDVSA はベネズエラ国内の天然ガス田

開発の協力を検討している。 

「先月７月に同プロジェクト（パタオ、メヒジョネス、

リオカリベ地域）のフィージビリティスタディが完了し

た。今後、石油省にガスライセンスを申請する可能性が

ある。」とロスネフチ社が発表した 

 

ロスネフチはベネズエラ国内で少数株主としてPDVSA

とペトロミランダ、ペトロモナガス、ペトロビクトリア

など複数の合弁プロジェクトを実施してきた。 

これらのプロジェクトにより昨年は８４０万トンの石

油を産出し、うち２４０万トンはロスネフチの生産にな

った。 

 

「原油価格１バレル４６．６１ドルに上昇」      

 

７月３１日～８月４日のベネズエラ産原油の平均価格

は４６．６１ドル／バレルで前週よりも２．１９ドル

上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．６３ドル／バレ

ル。２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．４８

ドル高く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも 

１．０２ドル低い。 
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２０１７年８月６日（日曜）             

政 治                       

「バレンシアでクーデターが起きるも失敗」        

 

（写真）Youtube 動画を抜粋 

 

８月６日（日曜）早朝にカラボボ州バレンシアでクーデ

ターが起きた。 

 

ベネズエラ時間８月６日（日曜）AM４時に２０名くら

いの集団がカラボボ州バレンシアのパラマカイ駐屯所

に侵入し、警備を脅して武器が貯蔵されている陸軍４１

部隊に入った。 

 

上の写真はその際に首謀者ファン・カグアリパーノ氏が

投稿したビデオ。AM５時頃からネットで流れ始めた。 

 

カグアリパーノ氏はマドゥロ大統領の独裁政権を批判

し、民主主義を取り戻すために立ち上がると宣言。この

行動はクーデターではなく、憲法を守るための合法的な

行動であると肯定した。また、野党多数の国会に対して、

すでに対話で解決する時期は過ぎた、と忠告した。 

最終的には、国軍に鎮圧されクーデターは失敗に終わっ

た。 

 

本件については情報が錯綜しているが、２名が死亡、８

名が逮捕され、１０名は武器を持って車で逃亡した。 

 

パドリーノ・ロペス国防相は、今回のクーデターは軍人

の格好をした民間人の仕業と声明を発表した。逮捕され

た８名のうち３名元軍人で残りの５名は一般人だった

との報道がある。 

 

マドゥロ大統領は軍人以外の人間はスリア州やヤラク

イ州、カラカスからお金で雇われた傭兵で、その資金は

米国、コロンビアから流れたと両国を非難した。 

 

一方、ベネズエラ主導党のマリア・コリナ党首は今回の

クーデター未遂は軍部の中で亀裂が生じている証拠だ

と発言。軍人に対して独裁政権から離反するよう呼びか

けた。 

 

現地誌「キント・ディア」のセバスティアナ・バラエス

記者は、首謀者のファン・カグアリパーノ氏は元軍人で

２０１４年４月に政府への反乱をビデオで呼びかけ、国

軍に追われる身だったとツイッターに投稿した。 

同氏はマイアミに逃亡していたが、逃亡中も反乱の計画

を練っていたとされる。 

 

なお、逮捕した８名の中にファン・カグアリパーノ氏の

名前がないことから首謀者は逃走中と思われる。 

 

（写真）Youtube 動画を抜粋 

“戦闘が起きたパラマカイ駐屯所” 
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「与党支持者 制憲議会支持の集会を実施」         

 

８月７日（月曜） 与党は国民が制憲議会を支持してい

ることを国際社会へ示すため、支持者に対して AM１０

時にカラカス・メキシコ通りのプラサ・モレロスに集合

するよう呼びかけた。 

 

 

 

なお、野党連合のツイッターを確認する限りでは、反政

府デモや集会は予定されていない。 

 

「検事総長 CNE 役員の Odebrecht 汚職を告発」         

 

検察庁はブラジルの建設業者 Odebrecht とベネズエラ

政府関係者との汚職を調べている。 

 

ルイサ・オルテガ検事総長は選挙管理委員会（CNE）の 

ソコロ・エルナンデス役員が Odebrecht との契約に署

名していることを明らかにした。エルナンデス役員は数

週間前から汚職に関わっているとの噂が流れており、そ

の噂を間接的に肯定したことになる。 

 

ソコロ・エルナンデス役員がカラカスのスーパーマーケ

ットで買い物をしている際に、反政府派の国民に罵倒さ

れている動画がネットに流れた 

 

（２０１７年８月６日、現地紙「エル・ナシオナル」）。 

 

デルシー・ロドリゲス議長はエルナンデス役員を罵倒し

た個人を非難。８月５日に立ち上げられた真実の委員会

ではこのような嫌悪を呼ぶような犯罪も議論の対象に

すると語った。 

 

「野党と離反与党組がフォーラム開催」        

 

８月６日 野党政治家と離反与党政治家がアンドレス・

ベジョ・カトリック大学でフォーラムを開いた。 

 

野党からはエンリケ・カプリレス・ミランダ州知事、フ

リオ・ボルヘス国会議長、フレディ・ゲバラ第一副議長

らが出席。 

 

離反与党からはロドリゲス・トーレス元内務司法平和相、

社会主義の波党のニックメル・エバンス党首、ゲルマン・

フェレール議員、ガブリエラ・ラミレス元護民官らが出

席した。 

 

また、ルイサ・オルテガ検事総長も途中でサプライズ参

加した。 

 

フレディ・ゲバラ第一副議長は「ルイサ・オルテガだけ

がベネズエラの検事総長だと認識している。」と評価し

た。 

 

オルテガ検事総長は、「私は制憲議会の存在を認めてい

ない。ゆえに違法な制憲議会が承認した検事総長の解任

も認めない。私は引き続き検事総長であり続ける。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ciudadanos-confrontaron-socorro-hernandez-mercado-caraqueno_197420
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「パナマ 国会に任命された新判事２名を保護」       

 

パナマ外務省は国会に任命された最高裁の補欠判事２

名（グスターボ・ソサ氏とマニュエル・エスピノサ氏）

を保護したと発表した。 

 

以下、パナマ外務省の声明の翻訳 

 

「数日前に検事総長の弁護士を務めていた最高裁補欠

判事であるグスターボ・ソサ氏と同じく補欠判事のマニ

ュエル・エスピノサ氏がパナマ大使公邸に訪れた。 

各々がパナマ政府に対してベネズエラの政情を訴え保

護を求めた。 

 

パナマ政府はベネズエラ国民に同調し、肯定的に政治亡

命の申請に対応した。 

 

パナマ政府はニコラス・マドゥロ政権に対して、行動の

自戒と現在有効なベネズエラ憲法に基づいた対話を通

じた解決を訴える。また、国民が平静に過ごすため人権

を尊重することを求める。」 

 

経 済                       

「医薬品のための外貨システムを要求」          

 

医薬品産業商工会（Cifar）のティート・ロペス代表はエ

ル・ムンド紙の取材に対して、Cifar 加盟企業はこれま

で１１回実施された DICOM で合計５３７万ドルの外

貨を受け取った。と答えた。 

 

２０１５年は２．３億ドルが割り当てられており、２０

１６年は７，９００万ドルを受け取った。数年前の水準

からすると１０％以下で外貨は足りていないとコメン

トした。 

 

 

ロペス代表は医薬品の必要性を鑑みて、医薬品製造業者

に対して外貨を割り当てる特別なスキームを作るべき

で、適切に外貨が回れば国内での医薬品生産だけで不足

分が賄えると訴えた。 

 

また、医薬品が１３年間も価格統制対象となっており、

生産コストと販売価格の調整が出来ないことも訴えた。 

 

「選挙後 ボリバル通貨の価値が急激に下落」         

 

ベネズエラ・トゥデイ No.１３の７月２８日（金曜）に

並行レートが１ドル１０，０００ボリバルを超えたと報

じたが、１週間半経過した８月７日（月曜）には１ドル

２０，０００ボリバルを超える勢いだ。 

 

特に制憲議会選挙後のボリバルの価値下落は著しく、ま

さに異常な事態だ。ボリバルの通貨供給量が増加してい

るのは並行レートを押し上げる要因になるが、１週間で

ボリバル通貨の価値が半分になることの説明にはなら

ず、政治的な要因が大きい。 

 

 

 

「４年間でベネズエラ経済は４０％縮小」       

 

経済学者フランシスコ・ファラコ氏はベネズエラの経済

情勢について、生産性が極めて低い。ここ数年は企業の

数が着実に減少しており、数少ないオペレーションを続

けている会社も原材料がない。 
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と悲観的な見解を述べた。 

 

この４年間でベネズエラ経済は４０％縮小した。別の言

い方をすると２０１３年に１００生産していたものが、

今は６０しか生産していない。 

 

国を立て直すために最も大事なのは財政の立て直しと

の認識を示した。しかし、財政立て直しは短期的に外貨

を生み出さないため、初期段階として IMF などに資金

を援助してもらう必要があるだろうとコメントした。 

 

他、ベネズエラのビジネス大学院 IESA で教授を務める

ホセ・マニュエル・プエンテ氏はベネズエラの５０年間

の歴史を振り返ると、この４年間ほど短期的に急激な経

済縮小を経験したことはない。と述べた。 

また、制憲議会について、政治・経済・社会の混乱にガ

ソリン燃料を注ぐ行為だと非難した。 

 

同氏は政府が最初に着手するべきは為替管理の廃止、価

格統制の廃止、国際的な金融支援を求めることだ、と述

べた。 

 

以上 


