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（写真）ハビエル・ベルトッシ大統領候補ツイッター “ファルコン AP 党首への合流を否定” 

 

 

２０１８年５月９日（水曜） 

 

政 治                     

 「カベジョ PSUV 副党首 

６月から国会議員の罷免手続き開始を提案」 

「国会第２副議長マドゥロは既に大統領ではない」 

「選挙のため学校は５月１５～２１日まで休校」 

経 済                     

「SNC-LAVALIN 手形未払いで PDVSA を提訴」 

「コノコの差し押さえでクラサオ政府が危機感」 

「条件付き販売で２２６店舗が罰則」 

 「祖国カード保有者へ母の日ボーナスを配布 

融資優遇など起業家向け祖国カードも発行」 

２０１８年５月１０日（木曜） 

 

政 治                    

 「ベルトゥッシ氏 ファルコン氏との合流を否定」 

経 済                    

「１８年４月の自動車販売台数６１台」 

「ＦＣＡ労働者が労働問題を抗議」 

「Fedecamaras 企業の生産稼働率２４％」 

 「カカオ生産者 政府の介入を非難」 

「マドゥロ大統領 初のコルタン輸出を発表」 

 「マルガリータのペトロ特別区 稼働開始宣言」 

社 会                    

 「待遇改善求め大学でストライキ」 
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２０１８年５月９日（水曜）             

政 治                       

「カベジョ PSUV 副党首                

  ６月から国会議員の罷免手続き開始を提案」       

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は仮の話とし

て、野党多数の国会議員に対して６月から罷免手続きを

行うために署名集めを開始すると発言した。 

 

ただし、国会総選挙を行う意志はなさそうだ。 

カベジョ副党首は「複数の国会議員が罷免の対象リスト

に入っている。」とコメントしており、対象者のみを罷

免しようとする意志が見える。 

 

カベジョ副党首は野党について「投票に参加するかどう

かは彼らの問題だ。我々は責任をもって選挙に参加して

いる。しかし、現在の野党は投票を否定している。翌日

には擁護し始める。そして、明後日には再び選挙を否定

する。」と方向性のブレを非難した。 

 

また、バネスコへの政府介入について「野党はバネスコ

の介入を非難している。理由はバネスコが野党の不正資

金の出所になっているからだ。」と自身の見解を示した。 

 

 

（写真）ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首 

 

「国会第２副議長 マドゥロは既に大統領ではない」         

 

野党多数の国会に任命され外国で活動を続けている最

高裁判事は４月にマドゥロ大統領に対して職権乱用罪

で大統領の職務を停止するよう要請。５月９日には

SEBIN や軍部ら対して、マドゥロ大統領を拘束するよ

う要請している。 

 

ベネズエラ主導党（VV）、国民勇猛同盟（ABP）らを中

心とする急進野党は、亡命最高裁の求めに従い国会で審

議を行うよう求めていたが、国会のアルフォンソ・マル

キナ第二副議長（第一正義党（PJ）所属）は、本審議の

実施に否定的な見方を示した。 

 

ただし、マドゥロ大統領を擁護する趣旨ではない。 

マルキナ第二副議長は亡命最高裁の要請に従わない理

由については、 

「マドゥロ大統領は１７年１月９日に職務放棄

（Abandono de Cargo）を国会に宣言された。この時点

で、マドゥロ大統領は既に大統領ではない。亡命最高裁

の訴えは当時の決定の繰り返しになる。 

他方で、今回の決定は外国にある最高裁判所がマドゥロ

大統領の職権乱用罪を追及することを妨げるものでは

ない。」 

との見解を示した。 

 

「選挙のため学校は５月１５～２１日まで休校」                  

 

教育省は５月２０日の大統領選、州議会選のために５月

１５日～２１日にかけて学校活動を停止することを決

定した。 

 

ベネズエラで行われる選挙は通常、学校が投票会場にな

る。選挙当日はもちろん、投票用機材を設置、撤収する

ための前後日は学校が休みになるのが恒例になってい

る。 
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選挙管理委員会（CNE）によると、投票機材は５月１８

日（金曜）に全国１万４，０００カ所の投票会場に設置

される。また、３万３，８４７個の投票机が用意される

予定。 

なお、５月８日に NGO の選挙観測所（OEV）が、今回

の選挙が自由で透明な選挙と言えない理由についてレ

ポートを公開した。 

 

第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）など野党政党の登

録を抹消した点、有権者登録期間を短くした点、ベルト

ゥッシ牧師など大統領選の立候補者について本来の手

続きを無視して登録を受け入れたことなどを非難した。 

 

また、同レポートで最も深刻だと訴えた点は、これらの

不公平な制度を理由に、ベネズエラ国民が選挙制度に対

して信頼を失ったことだと論じている。 

 

経 済                        

「SNC-LAVALIN 手形未払いで PDVSA を提訴」           

 

カナダの「SNC-Lavalin 社」は、PDVSA が２０１６年

に発行した手形の利息２，５００万ドル超が支払われて

いないことを理由に、米国ニューヨーク・マンハッタン

地区裁判所へ PDVSA を提訴した。 

 

２０１２年に SNC-Lavalin 社は技術管理、機材設置、建

設、オペレーションマネジメントなどの名目で PDVSA

と１．３億ドルの契約を締結した。 

 

また、チャベス政権時代にベネズエラの金鉱区を接収さ

れたカナダ「Rusoro Mining 社」もカルガリーとヒュー

ストンの裁判所で PDVSA に対して１３．４億ドルの賠

償金受け取りをもとめる訴訟を開始した。 

なお、「Rusoro Mining 社」の件は、ベネズエラ政府に賠

償金支払い義務があり、PDVSA 自身は金鉱区の接収に

直接は関わっていない。 

 

「SNC-Lavalin 社」や「Conoco Fillips」などと比べると

PDVSAの資産を差し押さえる優先権は低いと思われる。 

 

「コノコの差し押さえでクラサオ政府が危機感」         

 

国際仲裁裁判所の裁定で PDVSA から２０．４億ドルの

賠償金を勝ち取ったコノコ・フィリップスはボナイレ、

サンエウスタキオ、クラサオの資産差し押さえに動いて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.134」５月８日付の記

事参照）。 

 

これは PDVSA のオペレーションに深刻な影響を与え

るのはもちろんだが、クラサオの経済にも大きな影響を

与えることになりそうだ。クラサオは小さな島国で

PDVSA の石油事業が同国経済に占める割合は大きい。 

 

クラサオ政府の発表によると、石油事業は国内総生産の

１０％、輸出の９０％を占めている。また、石油事業が

他の産業の原動力になっていることを踏まえれば、石油

産業の衰退が経済全体に与える影響は更に大きい。 

 

クラサオ政府のEugene Rhuggenaath首相は電話での取

材に対して 

「現在のところ、差し押さえ申請が認められたという情

報は一切入っていない。しかし、PDVSA の石油輸入が

停止する可能性があることを懸念している。我々は潜在

的なリスクを認識している。精製施設の停止はクラサオ

経済・社会に壊滅的な影響を与える。 

ゆえに、クラサオ政府はこの問題を解決するために必要

な合意、協力を惜しまない。」 

とコメントした。 

 

また、ベネズエラ移民について正確な数字は分からない

が、５，０００～６，０００人が不法滞在していると推

測。クラサオは不法滞在者を受け入れるような経済状況

ではないとコメントした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72428ec6bf85f73c68c2b451e6377ee6.pdf
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「条件付き販売で２２６店舗が罰則」                  

 

価格監督庁（SUNDDE）は、価格統制品の販売に条件

を付けたことを理由に全国２２６の店舗に罰則を科し

た。 

 

SUNDDE の発表によると、いくつかの店舗は販売時に

①価格統制品を購入する場合は現金での支払いを求め

る 

②現金、カードなど支払い方法によって料金を変える 

③価格統制品を購入するために他の商品の購入を義務

付ける 

④価格統制品を購入するための最低購入価格を設定す

るなどの条件を付けていた。 

 

SUNDDE のウィリアム・コントレラス長官は、ラジオ

番組に出演し、「消費者の権利を侵害する条件付け販売

の取り締りのため、２，２６５店舗を査察し、うち１０％

に罰則を科した。」とコメントした。 

 

また、話は変わるが、同日にカラカスのリベルタドール

市長エリカ・ファリア氏は、カティア地区の倉庫で１３

５トンの食品および武器を押収したと発表した。 

 

エリカ・ファリア市長は 

「Inversiones Mercoven 社は１８年１月～４月の４カ

月間で８００トンの食料品を投機的な価格で販売し、国

民の生活に打撃を与えた。政府は押収した１３５トンの

食品を正規の価格で販売する。」 

と訴えた。 

 

SUNDDE のコントレラス長官は「価格統制組織法」の

規則に従い、Mercoven の倉庫の所有権を制限し、一時

的に政府の管理下に置くことを決定した。 

 

 

 

「祖国カード保有者へ母の日ボーナスを配布      

  融資優遇など起業家向け祖国カードも発行」                  

 

大統領選を前にマドゥロ大統領はバラマキ作戦を継続

している。 

 

５月９日 マドゥロ大統領は５月１３日の母の日を記

念して、祖国カードの保有者に１５０万ボリバルを配布

すると発表。ボリバル革命だけが国民の生活を擁護して

いると与党への支持を求めた。 

 

また、法人を対象とする祖国カードの発行も発案されて

いる。 

 

与党系の企業団体 Fedeindustria のオーランド・カマチ

ョ代表（制憲議会の経済常設委員会メンバー）は法人向

けの祖国カードについて、原材料輸入用外貨の割り当て、

融資などで優遇されるとの案を示した。 

 

２０１８年５月１０日（木曜）             

政 治                       

「ベルトゥッシ氏 ファルコン氏との合流を否定」        

 

５月１０日 大統領選への出馬を表明しているハビエ

ル・ベルトゥッシ牧師は民放のテレビ番組に出演し、 

 

「私が他の候補と合流し、私を支持する人の票を別の候

補に流すという噂は真っ赤な嘘だ。 

他の候補に投票がされたとしても、その票は反マドゥロ

票であり、その候補者自身を支持する票とは言えない。

マドゥロに反対する候補であれば、誰でもそれなりに票

は得られる。 

 

私は団結を呼びかける。しかし、団結は他の候補が私に

合流することだ。」 
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なお、ベルトゥッシ牧師は５月９日にはファルコン党首

と会談すると発言していたが、１０日に出演した番組で

は、ファルコン党首とは会談していないとコメントして

いる。 

 

ベルトゥッシ牧師はだいぶ前からファルコン党首との

合流を検討できると発言しており、急な方向転換には違

和感を覚える。 

 

一方で、ベルトゥッシ牧師への支持率は急速に拡大して

いる。世論調査会社 Delphos のフェリックス・セイハス

社長は、ベルトゥッシ牧師について、 

「最初は無名で支持が低かったが、同氏は毎週１．５～

２％ずつ支持が増えている。対するファルコン党首はわ

ずかだが支持が減少している。ベルトゥッシ牧師は選挙

キャンペーンをうまく戦っている。」 

とコメントした。 

 

一方で現状はファルコン党首の方が、リードしているよ

うだ。４月２４日～５月８日に Datanalisis が行った調

査ではファルコン党首が２７．６％、ベルトゥッシ牧師

が１７．１％、マドゥロ大統領が１６．７％との結果が

出ている。 

 

 

（写真）Datanalisis  

“大統領選の投票意思に関する調査” 

 

 

経 済                       

「１８年４月の自動車販売台数６１台」            

 

ベネズエラ自動車製造産業協会（FAVENPA）は、ベネ

ズエラ自動車会議所（CAVENES）に加盟している組み

立て会社の１８年４月組立実績を発表した。 

 

同発表によると CAVENEZ に加盟している６社（FCA、

FORD、IVECO、MACK、MMC、TOYOTA）の４月の

合計生産台数は６１台。 

内訳は FORD が EXPOLORER を１台。TOYOTA が

COROLLA GNV を１０台、 HILUX を２０台、

FORTUNER を３０台だった。 

１８年１月～４月までの合計生産台数は３２６台。前年

同期と比べて４８．３％の減少だった。 

 

なお、ベネズエラには上記６社以外にも中国のチェリー

やイランのベネイラウトなども存在する。しかし、

CAVENEZ に加盟していないため生産台数は不明。 

 

 

（写真）ベネズエラ自動車製造産業協会（FAVENPA） 

“１８年４月の組み立て台数実績表” 
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「ＦＣＡ労働者が労働問題を抗議」           

 

「DODGE FORZA」「CHEROKEE」などを組み立てて

いるクライスラー系の自動車組み立て会社「フィアッ

ト・クライスラー・オートモービル（FCA）」のバレン

シア工場で再び労働争議が起きているようだ。 

 

理由は集団契約で定められた内容を経営側が守ってい

ないこと、今後のオペレーション計画が分からないこと

が理由だという。 

 

FCA は数カ月前から、退職積立金を２倍支払い、Grand 

Cherokee のタイヤ１個を渡すことで労働者の辞職を促

している。労働者の認識では、この労働者削減計画で３

００名が会社を去ったと認識している。 

 

FCA 労働組合のクリスティアン・ペレイラ代表は、 

「労働者は１８年２月１９日から生産を停止している。

なぜなら経営側は集団契約１６条で定められた保険、食

堂、医療サービスを無くしたから。 

５月７日には労働省の呼びかけで経営者側との交渉を

試みたが、経営者側は提供できるものはないとして会合

に出席しなかった。 

現在、FCA は事実上閉鎖状態にある。」 

とコメントした。 

 

また、FCA 労働組合のヘンリー・オスピナ氏は 

「賃金改定と経営側が違反した条項改善の申し入れを

しているが、経営側から回答がない。」 

とコメントした。 

 

「Fedecamaras 企業の生産稼働率２４％」         

 

ベネズエラ経団連（Fedecamaras）のカルロス・ララサ

バル代表は加盟企業の厳しい現状について訴えた。 

 

 

「我々はいつまでも２１世紀型社会主義の罠にはまる

ことは出来ない。自由市場の方向に進まなければいけな

い。全ての民間企業が自由な活動ができる環境を求める。 

 

現在の企業の生産稼働率は平均で２４％、しかし、原材

料の輸入が出来るようになれば、この数字は改善する。 

原材料以外に停電、水の供給停止なども生産を阻害する

要因だ。 

 

現在３，５００社が全国で活動しているが、政府が今の

政策を続ければ２０１８年末には１，０００社以上が倒

産する。」と発言した。 

 

また、農業生産者団体（Fedeagro）のアキレス・ホプキ

ンス代表は、 

「１０年前ベネズエラ国内の食料自給率は７０％だっ

たが、政府の政策により国内生産が低迷し、現在は国内

消費の２５％しか賄えていない。 

 

CLAP で供給している食料品について、国内で生産する

ために原材料の輸入外貨が与えられれば外貨の支出は

現状の５分の１にまで抑えられる。」 

と政府に政策の転換を求めた。 

 

「カカオ生産者 政府の介入を非難」         

 

ミランダ州のカカオ生産者団体と政府の間で問題が起

きている（「ベネズエラ・トゥデイ No.121」４月７日付

の記事）。 

 

４月に入りミランダ州政府、バルロベント市を中心にカ

カオ産業振興計画を発表「ベネズエラ・トゥデイ No.122」

４月１０日付の記事参照）。 

社 会 主 義 販 売 公 社 （ Corporacion Socialista de 

Comercializacion）が発足した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/515c17cabadf6b84828f907836f02646.pdf
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カカオ生産者団体は、この社会主義販売公社が収穫した

１４０万トンのカカオの購入価格を一方的に決めたこ

とに抗議している。 

 

同団体のビセンテ・ペティ代表は、 

「政府はカカオ豆を１キロ当たり５０万ボリバルで購

入すると言い始めた。うち、６５％は生産社の収入で、

２０％は仲介業者の収入、１５％は市の収入にするとい

う内容。 

政府は国内の生産を振興すると言いながら、国内経済を

破壊しようとしている。現在、企業は我々から１キロ８

５万ボリバルでカカオ豆を購入している。 

 

政府の決定を受けて、バナナなど生産コストの低い別の

食品栽培を検討している生産者も出てきている。 

また、仮に政府に商品を販売するにしても、誰に販売す

ればよいのか分からない。また、国外のカカオ購入者に

対して販売する場合は民間セクターの協力が必要にな

るはずだ。 

 

エクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事、農業土地相、

貿易外国投資相との面談を求めているが、彼らから反応

がない。」と訴えた。 

 

「マドゥロ大統領 初のコルタン輸出を発表」         

 

５月１０日 マドゥロ大統領はヌエバ・エスパルタ州で

政府が建設した住宅供与式に参加し、レアメタル「コル

タン」を欧州向けに初めて輸出したと発表した。 

 

「本日、ベネズエラ経済の歴史に新たな輸出産品が登場

した。イタリアに向けてコルタンを輸出する。この資源

は世界の技術産業にとって重要な資源で、ベネズエラで

産出している。」とコメントした。 

また、ビエルマ・モラ貿易外国投資相は今回のコルタン

輸出量は５トンで３億ユーロの価値があると発言した。 

 

「マルガリータのペトロ特別区 稼働開始宣言」              

 

５月１０日 マドゥロ大統領はマルガリータ島をペト

ロの経済特別区にすると宣言した。 

 

実際のところ３月にマドゥロ大統領はマルガリータ島、

ロスロケス諸島、パラグアナ半島、サン・アントニオ・

ウレーニャ地区を経済特別区にすると発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.114」３月２２日付の記事

参照）。しかし、発表後も上記４地域はペトロの運用が

本格的に始まる雰囲気がないまま現在に至っている。 

マドゥロ大統領はマルガリータ島でどのようにペトロ

が運用されるかの説明はしなかったが、今回の発表を受

けて何かが始まる可能性がある。 

 

なお、スリア州マラカイボ市のショッピングセンター

「サンビル」では５月１２日（土曜）まで「EXPO PETRO 

MARACAIBO ２０１８」を開催している。 

デジタル通貨のマイニング活動をする業者など１５ス

タンド超が出展しているようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
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社 会                       

「待遇改善を求め大学でストライキ」            

 

ベネズエラ大学教授団体（Fapuv）は５月９日からスト

ライキを開始し、高等科学技術教育省のカルロス・レオ

ン次官と会談を行った。 

 

しかし、交渉は同日中に合意に至らず、来週の火曜日ま

でに回答がない場合は再びストライキを行うと伝えた。 

 

Fapuv の代表でシモン・ボリバル大学のウィリアム・ア

ンセウム校長は 

「我々がこれ以上の衝突を生まないよう高等科学技術

省からの回答を期待している。しかし、返事が無いよう

であれば我々はストライキをする。」 

とコメントした。 

 

以上 

 


