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（写真）ラミレス元国連大使ツイッター  

“Apporea 記事：もし私が国に戻るのならマドゥロ大統領と予備選を行う。自由で保証のある選挙でチャベス派

の候補を決める。私は当選しないかもしれない。ただ、君（マドゥロ大統領）は当選しない。” 

 

２０１８年１月１９日（金曜） 

 

政 治                    

 「ロドリゲス情報通信相 交渉草案を公開 

～大統領選挙は６月～１２月中か～」 

「VP 野党連合としての政党更新を提案」 

 「メンドーサ社長 出馬を辞退したとの噂流れる」 

経 済                    

 「産油量減少の理由はサービス事業者の撤収 

～Schlumberger は１０億ドルの減損処理～」 

 「米国政府 ペトロの購入は制裁対象と発表」 

 「GOLD ５４０キロを中央銀行へ売却」 

２０１８年１月２０日（土曜） 

 

政 治                   

 「ペレス元捜査官殺害への抗議集会 

～ペレス氏英雄視で街頭での抗議拡大の懸念～」 

 「世論調査 ７２％は大統領選早期実施に賛成」 

 「制憲議員の殺害でベネズエラ政府と米国が衝突」 

 「レデスマ元首都区長 CPI を非難」 

経 済                   

 「ベネズエラ OPEC 議長国代理に就任」 

 「CLAP １月に２２０万セットの輸入を発表」 

 「原油価格は１バレル６１．２８ドル」 
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２０１８年１月１９日（金曜）             

政 治                       

「ロドリゲス情報通信相 交渉草案を公開         

      ～大統領選挙は６月～１２月中か～」       

 

オスカル・ペレス元犯罪科学捜査班（CICPC）捜査官の

銃撃事件を受けて、野党側は１月１８日に予定されてい

た与野党交渉への出席を拒否し、交渉は中止となった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」１月１７日付の記事

参照）。 

野党側は今回の措置について、あくまで延期であり今後

も与野党交渉は継続するとの意思を示しているが、現在

のところ新たな日程は決まっていない。 

 

与党側の交渉窓口を務めるホルヘ・ロドリゲス情報通信

相は野党の交渉欠席に苦言を呈し、議論のベースとなる

草案の一部を公開した。 

 

ロドリゲス情報通信相が公開した草案の一部は２０１

７年１２月２日に与党側が作成したもの（仲裁者と共同

で作成した可能性がある）。 

 

重要な点は２点。 

１点目は大統領選を１８年の後期（６月～１２月）中に

実施するとの提案をしていること。 

２点目は選挙管理委員会（CNE）の役員５名について、

１８年１月中に与党派閥の役員２名、野党派閥の役員２

名、双方の合意による役員１名にすると書かれているが、

訂正線が引かれ、２名は双方の合意で決定すると書き直

されている点。だろう。 

 

現在、役員５名のうち４名は実質的な与党派閥の役員。

１名は野党派閥の役員で構成されている。 

 

ロドリゲス情報通信相曰く、与党の交渉団は 

「現在の役員のうち２名は任期が切れていることは認

識している。我々は２名の交代を認めているが、野党は

４名の交代を求めている。」と述べた。 

 

他、草案には与野党が共同で金融制裁を解除するために

努力すると書かれている。合意から１５日以内に外国と

の交渉委員会を設置する。 

とも書かれている。 

 

野党側の交渉窓口を務めるルイス・フロリダ議員は草案

の存在については否定しなかった。 

また、大統領選の日程についてはまだ決まっていないと

コメントした。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１月２１日（日曜） 

 

政 治                  

 「ラミレス元国連大使 大統領選出馬を表明」 

 「ペレス元捜査官 墓地に埋葬」 

 「スペインの観光促進イベントで反政府デモ」 

経 済                  

 「経済担当副大統領 DICOM は来週開始」 

 「スリア州でバス５台の供与式」 

社 会                  

 「アビラ山で１８名強盗被害」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
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「VP 野党連合としての政党更新を提案」         

 

選挙管理委員会（CNE）は大衆意志党（VP）、第一正義

党（PJ）、行動民主党（AD）、野党連合（MUD）、理解

統一党（PUENTE）の政党更新作業を行うことを決めて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」１月１８日付の

記事参照）。 

 

１月１９日 レオポルド・ロペス氏を党首とする大衆意

志党（VP）は VP としての更新を行わないとの声明を

発表、加えて他の政党に対して野党連合（MUD）とし

ての更新を提案した。 

 

VP は一年前に政党更新を行っており、制憲議会に強制

された今回の政党更新には正当性がないと述べた。 

 

また、一年前の政党更新作業では相当な労力を要したと

言及。他方で今回、CNE が更新作業のために設定した

日数は約１０日しかなく、各政党が更新するためには日

数が足りないと述べ、野党の力を結集するために野党連

合（MUD）として更新することを提案した。 

 

今回の発表により、大衆意志党（VP）という政党は更新

をしないことを決めたことになる。VP の創立は２００

９年。当時は市民団体として発足したが、その後政党と

しての活動を開始した。 

 

VP は主要な野党４政党の一角を成すが、その中でも街

頭での抗議による政権交代を志向するスタンスで党首

のレオポルド・ロペス氏は１４年２月の反政府デモの首

謀者とされ政府に拘束された。 

 

また、１７年４月～７月の反政府デモでは VP のフレデ

ィ・ゲバラ国会第一副議長を中心に反政府デモを主導し

た（ゲバラ国会第一副議長は議員としての不逮捕特権を

剥奪され、現在はチリ大使館の保護を受けている）。 

 

他にも同政党に所属する多くの政治家が逮捕されてい

る。 

 

野党系の現地紙「El Nacional」の記事は、ラモス・アジ

ュップ AD 幹事長が MUD の更新については否定的な

見解を示していると報じている。 

 

「メンドーサ社長 出馬を辞退したとの噂流れる」                 

 

週刊誌「Quinto Dia」は大手食品メーカー「ポラール社」

のロレンソ・メンドーサ社長が大統領選への出馬を望ま

ないとの意志を表明したと報じた。 

 

同誌によると、メンドーサ社長は 

「私はポラール社と同社の労働者に対して責任がある。」

と述べたという。 

 

過去に何度も出ているが、彼は意識して政治から一線を

置いている。 

 

経 済                        

「産油量減少の理由はサービス事業者の撤収       

   ～Schlumberger は１０億ドルの減損処理～」          

 

１７年１２月の PDVSA の平均産油量は日量１６２万

バレルと著しく落ち込んでいる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.87」１月１８日付の記事参照）。 

 

様々な理由があるが、大きな要因の一つとしてサービス

事業者が PDVSA の事業に参加しないことが挙げられ

る。PDVSA 関係者は「PDVSA が入札をしても、応札

する事業者がいない」と述べている。 

 

大手石油サービス事業者のハリバートンやシュルンベ

ルジェは未払の累積を理由にベネズエラでの活動を縮

小している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月１９日～１月２１日報道           No.０８８   ２０１８年１月２２日（月曜） 

4 / 10 

 

米石油サービス事業者のシュルンベルジェはベネズエ

ラ事業に関連して９億３，８００万ドルの減損処理を行

った。 

 

同社のレポートでは本件について 

「昨今のベネズエラの政治経済情勢を鑑み、シュルンベ

ルジェは同国事業の減損処理をすることを決めた。４億

６，９００万ドルの未収金、手形など減価償却以外の損

失１億５００万ドル、固定資産減損で２億８，５００万

ドル、その他資産減損で７，９００万ドル、合計で９億

３，８００万ドルの減損処理を行った。」 

と説明している。 

 

「米国政府 ペトロの購入は制裁対象と発表」           

 

１月１９日 米国財務省はベネズエラ制裁に関する疑

問点を明らかにするための Q＆A サイトを設けている。 

同サイトでデジタル通貨「ペトロ」の購入は制裁の対象

になる危険があると述べた。内容は以下の通り。 

 

Q： 

１７年１２月 ベネズエラのマドゥロ大統領はデジタ

ル通貨の導入計画を発表した。公開されている情報を踏

まえると、マドゥロ大統領は将来的な特定のコモディテ

ィの権利が設定されると述べている。このような性質で

発行されるデジタル通貨は E.O.13808 に該当し、米国

人が購入することは禁止されていますか？ 

A： 

このような性質の通貨はベネズエラ政府に対する融資

の延長線上にあるものに見える。E.O.13808 は米国人に

対してベネズエラ政府向けに３０日以上の新規債務お

よび債務延長を行うことを禁止している。デジタル通貨

を購入する米国人は制裁リスクを負うことになるだろ

う。 

 

 

 

本件については、ロイター通信が制裁対象になる可能性

を紹介していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月

１６日付の記事参照）。今回の発表で米国政府の見解が

正式に発表されたことになる。 

 

「GOLD ５４０キロを中央銀行へ売却」              

 

ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相はベネズエラ

中央銀行に対してオリノコ鉱物地域で採掘した５４０

キロの金を引き渡したことを報じた。 

 

２０１８年は合計で２４トンの金を中央銀行に引き渡

すことを目標としている。とは言え、半月で５４０キロ

を引き渡したので、今のスピードであれば１２トン前後

ということになるだろう。 

 

 

（写真）ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相のツ

イッターより抜粋 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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２０１８年１月２０日（土曜）             

政 治                        

「ペレス元捜査官殺害への抗議集会          

 ～ペレス氏英雄視で街頭での抗議拡大の懸念～」        

 

１月２０日 ペレス元捜査官の死を悼む国民らによる

反政府集会が行われた（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」

１月１８日付の記事参照）。 

 

現地経済紙「El Estimulo」の記事によると抗議行動の主

催団体は Resistencia というグループ。 

Resistencia は反政府デモが落ち着いた後の９月下旬に

チャカオ市で街頭でのデモ行動の再開を訴えた市民グ

ループ（「ベネズエラ・トゥデイ No.38」９月２５日付

の記事参照）だ。 

 

写真や動画を見る限り数百人は参加した様子。ペレス元

捜査官の死を受けて、彼を英雄視する野党支持者が増え

ている。マスコミの報道（特に野党系のメディア）は、

ペレス元捜査官に関する情報を大量に流しており、他の

ニュースを探すことさえ大変だ。 

 

ペレス元捜査官の思想に共鳴する国民が増えていると

いうことは、街頭での抗議行動や過激な行動を正当化す

る機運が高まっていることを意味している。 

 

急進野党のベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・

マチャド党首は１月２２日に新たな抗議行動を呼びか

けている。 

 

与野党交渉が破談になれば解決策を求める野党支持者

らが過激な行動に出はじめ、チャカオの治安が悪化する

懸念がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）ともに El Estimulo 

“１月２０日 パルケ・クリスタルでの反政府集会” 

 

「世論調査 ７２％は大統領選早期実施に賛成」           

 

調査会社インテルラセスは１１月２２日～１２月８日

にかけて世論調査を行った。インテルラセスは民間企業

ではあるが、与党に近い調査会社だ。与党古株政治家の

ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は自身のテレビ番組で同調

査の一部を発表した。 

 

同社の調査によると回答者全体の７２％は大統領選を

１８年の２月、３月に実施することに合意している。 

また、２６％は早期の大統領選実施に反対しているよう

だ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
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また、「野党の大統領候補として望ましい人物は？」と

の質問について 

３３％はロレンソ・メンドーサ社長、 

１８％はヘンリー・ファルコン AP 党首、 

１１％はマリア・コリナ VV 党首、 

６％はラモス・アジュップ AD 幹事長、 

３％がファン・パブロ・グアニパ氏（PJ 所属）、 

２９％は不在、不明、無回答だった。 

 

「ウィークリーレポート No.29」で報じた Datincorp の

結果と似てはいるが、インテルラセスの調査はマリア・

コリナ・マチャド党首の人気が高い結果が出ている。 

 

「制憲議員の殺害でベネズエラ政府と米国が衝突」              

 

１月に起きた制憲議員の殺害について米国政府とベネ

ズエラ政府が衝突している。 

トゥルヒージョ選出のトーマス・ルセナ政権議員が何者

かに殺害された事件について、マドゥロ大統領は彼の死

に米国政府が関わっていると非難した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.84」１月１１日付の記事参照）。 

これに対して在ベネズエラ米国大使館は全くの虚偽で

あり抗議の声明を発表した。 

 

同声明文には 

「米国政府がベネズエラ政府を崩壊させることを企て

ているとの度重なる抗議を拒絶する。在ベネズエラ米国

大使館はベネズエラ政府が虚偽の情報を流し続けるこ

とを深く懸念している。 

両国は歴史的に良好な関係を継続してきた。無責任な発

言は米国大使館職員とベネズエラに住む米国市民に危

険を及ぼすことを認識しなければいけない。」 

と書かれている。 

 

米国からの拒絶に対してベネズエラ外務省も反対の意

を示した。 

 

「１８年１月１９日 ベネズエラ国民と正当な方法で

選ばれたマドゥロ政権に度重なり攻撃を仕掛けている

トランプ政権により管理された在カラカス米国大使館

は再びベネズエラ政府に誤った非難を行った。 

 

米国政府は我が国政府に対して事実を捻じ曲げた解釈

をし、ベネズエラの主権を侵害している。ベネズエラは

トランプ政権による一方的かつ違法で非人道的な経済、

商業、金融ブロックを受けている。 

 

トランプ政権が誕生してからベネズエラの民主主義を

急激に不安定化させられた。米国政府がベネズエラ政府

を崩壊させようとしているグループを資金、政治的に支

援していることを改めて訴える。・・・・（長すぎるので

省略）。スペイン語ではあるがオリジナルは「ベネズエ

ラ外務省の声明」参照」 

 

「レデスマ元首都区長 CPI を非難」           

 

１月２０日 自宅軟禁措置から脱出しスペインに国外

逃亡したアントニオ・レデスマ・カラカス大首都区長は

国際司法裁判所（CPI）の代表とベネズエラのマイケル・

モレノ最高裁判長が会談を行ったことに抗議した。 

 

 

（写真）CPI 代表と挨拶するモレノ最高裁判長（左） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb053d90279813ba57b8e9db2a254205.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df4cd02634717f2b1296dedec25a2b14.pdf
http://mppre.gob.ve/?p=19758
http://mppre.gob.ve/?p=19758
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モレノ最高裁判長は１月１８日からハーグで行われて

いる国際司法裁判所の会合に参加している。 

 

レデスマ氏は 

「モレノ最高裁判長は欧州連合で制裁対象者に認定さ

れたが、同決定は誰にとっても驚くようなことではない。

モレノ氏はブラックリストに載る人権侵害の首謀者で

あり、汚職の擁護者だ。 

 

彼との接触は犯罪者を国の最高裁判長だと国際司法裁

判所が認識していることになる。」と抗議を示した。 

 

経 済                       

「ベネズエラ OPEC 議長国代理に就任」            

 

石油相兼 PDVSA 総裁のマニュエル・ケベド氏（写真右）

はツイッターで、ベネズエラは２０１８年の OPEC 代

表代理国に就任した。と発表した。１８年の代表はアラ

ブ首長国連邦。OPEC 事務局長はナイジェリアの

Mohammed Sanusi BARKINDO 氏（写真一番左）。中央

は ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 の Suhail Mohamed AL 

MAZRQUEI 氏。 

 

 

「CLAP １月に２２０万セットの輸入を発表」         

 

１月２０日 ルイス・メディナ食糧相はラグアイラ港の

港湾施設で国民に対して食料が到着していると訴えた。 

 

「１月に入ってから本日までに食料を積んだ１，６６７

コンテナが荷下ろしされた。これは２２０万個の CLAP

の食料セットに相当する。砂糖、とうもろこし、小麦な

どが入っている。輸入した食料品はパン屋などの小売店

を含めて全国に出荷される。今後も多くの食料品が港に

到着する予定だ。」と述べた。 

 

ベネズエラでは食料品不足などを理由に略奪が横行し

ており、政府は食料品の充足に躍起になっている。 

 

この２２０万セットがどの程度の量なのか分析してみ

たい。CLAPセットは原則、５人家族が１週間過ごす

ための最低限の食料品を詰めたセットだ。 

 

１カ月はおよそ４週間なので５５万世帯に対して１カ

月間食料品を渡すことが出来る。１世帯を５人家族な

ので２７５万人の食事を１カ月充足させることが出来

る。 

他方でベネズエラの人口は３，０００万人超だ。もち

ろん貧困層に対して販売するものなので全国民に行き

わたることを前提にはしていないが、やはり足りない

印象は否めない。 

 

 

（写真）CLAP 
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「原油価格は１バレル６１．２８ドル」         

 

１８年１月１５日～１月１９日のベネズエラ産原油の

平均価格は６１．２８ドル／バレルで前週の６０．４ド

ルから０．８８ドル上がった。 

 

現在の平均原油価格は５９．７３ドル／バレルで１７年

の４６．６６ドル／バレルから１３．０７ドル上昇した。 

 

 

 

２０１８年１月２１日（日曜）             

政 治                       

「ラミレス元国連大使 大統領選出馬を表明」        

 

１月２１日 ラミレス元国連大使が大統領選への出馬

を希望する意志を示した。 

 

ラミレス氏が１８年の大統領選に出馬を希望している

点については、様々な記事で報じられてきたが自分から

出馬意思を示したのはこれが最初になる。 

 

 

 

 

現地情報サイト「Aporrea」はマドゥロ大統領のオピニ

オン記事を投稿した。 

 

記事の中でラミレス氏は 

「私が、もし国に戻ればマドゥロ大統領との予備選に挑

戦する。自由で保証された選挙を行いチャビスタ派の候

補を決める。」と述べた。 

 

ただし、ラミレス氏は現在、汚職容疑で調査を進められ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.71」１２月１２日

付の記事参照）。国内に戻れば即逮捕だろう。 

 

ラミレス氏は 

「マドゥロ大統領が必要な保証を証明すれば、チャベス

大統領の方針に戻すためにベネズエラに戻る。どんな手

段を講じても政権に固執する政策は我が国を分裂させ

ることになる。」とマドゥロ政権を非難している。 

 

他方でマドゥロ大統領はラミレス氏に対して、PDVSA

を汚職体質にし、減産に導いた張本人だと非難している。

ラミレス氏を出馬させるとは考えにくいのではないか。 

 

「ペレス元捜査官 墓地に埋葬」            

 

１月１５日に治安部隊に殺害された CICPC のオスカ

ル・ペレス元捜査官が埋葬された。 

 

埋葬時にはペレス氏の叔母と彼女の娘の２名だけが参

列を許され、彼の親や友人などは埋葬に立ち会うことは

できかった。 

 

ペレス氏の遺体は親族の許可なく１月２１日の朝７時

にセメンテリオデルエステ墓地に埋葬された。ペレス氏

と同じように殺害された６名の協力者も１月２０日（土

曜）に埋葬されている。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
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（写真）La Patilla JuanPereza 氏 

 

「スペインの観光促進イベントで反政府デモ」              

 

マドリッドに住む反政府派のベネズエラ人が国際観光

イベント会場でマドゥロ政権への抗議行動を行った。 

 

数十人が会場に入り「ベネズエラは独裁政権だ。」との

プラカードを持ち、大声で独裁政権との非難の声を上げ

た。 

 

 

 

 

経 済                        

「経済担当副大統領 DICOM は来週開始」            

 

１月２１日 カストロ・ソテルド経済担当副大統領は、

外貨管理制度「新 DICOM」は翌週（２２～２６日の週）

に始めると伝えた。 

 

他にも新 DICOM に関する説明はしているが、基本的

に外国からの送金を合法的な手段でボリバル通貨に変

えることが出来るなど、過去に報じられている情報を繰

り返しているだけで特筆するような話はなかった。 

 

「スリア州でバス５台の供与式」              

 

スリア州のピエトリ知事は、「マラカイボ・メトロ」に

５台の新車のバスが到着したと報じた。また、ユートン

のバス１００台がメンテナンスされており、近いうちに

修理が完了すると述べた。 

 

「新たに納入したバスは La Canada 地区を運行するバ

スだ。３台は La Canada 地区内を運行し、２台は La 

Canada 地区外まで移動する。 

 

我々は移動で困難が生じている国民の声にこたえて新

たなバスを購入した。」と訴えた。 

 

食料や医薬品不足などに加え、バスなどの移動手段がな

いことも国民が不満を募らせる理由の一つとなってい

る。 

 

最近ではバスのメンテナンス用部品１０万個を輸入し、

ララ州へバスのメンテナンス部品を送るなど公共交通

の解決にも躍起になっている。 
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社 会                       

「アビラ山で１８名強盗被害」             

 

１月２１日 PM１時 アビラ登山をしていた１８人が

襲われた。襲われた人の話では銃を持った２人組が道を

ふさぎ、その後複数の人に囲まれたと話している。 

 

その後、１８名を拳銃で脅しながら携帯電話、財布、鞄、

カメラなどを奪って逃走した。１、２週間ほど前にもブ

ラジル人の登山者数名がアビラ山で強盗被害にあって

いる。もちろん報道されている事件は氷山の一角で、実

際はもっと多くの強盗が行われていることだろう。 

 

治安の悪い国ではどこも事件現場になる可能性があり、

アビラ山だけが特に危険ということはないだろうが登

山をする際には最低限、複数で行動し、人通りの多い場

所を歩くことが望ましいだろう。 

 

以上 

 


