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（写真）大統領府 “７月２日 ４３７名の軍人昇格イベントに参加するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年７月２日（月曜） 

 

政 治                     

 「４３７人の軍人昇給 

～大統領への忠誠を誓わない軍人は昇格保留～」 

「オブラドール新大統領当選 ベネズエラの反応」 

経 済                     

 「両替商 家族送金は１ドル２５０万ボリバル」 

 「自動車生産台数 前年比４９％減」 

「Fedecamaras 総会 経済低迷に懸念を表明」 

 「ガソリン給油所 来週から日曜日は休業」 

社 会                     

 「キューバ人医師 現金１５万ドル略奪される」 

２０１８年７月３日（火曜） 

 

政 治                    

 「逮捕された医者の親族 拷問写真を偽物と認識」 

「ソロルサノ議員 父親との政治的対立を告白」 

経 済                    

 「セルパ財相 中国からの投資受け入れを発表 

～投資額は２．５億ドルか～」 

 「インドへの原油輸出 前年同期比２１％減」 

 「米国 汚職取引容疑でグレンコアを調査」 

社 会                     

 「汚職に関わったとされる検察庁２３名を逮捕」 

「米国 ベネズエラ支援で２，０００万ドル拠出」 
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２０１８年７月２日（月曜）             

政 治                       

「４３７人の軍人昇給                

 ～大統領への忠誠を誓わない軍人は昇格保留～」       

 

７月２日 マドゥロ大統領は軍人の昇格イベントに出

席した。同日のイベントで４３７名が軍曹に昇格した。 

 

軍人は通常、独立記念日（７月４日）に昇格する。この

昇格イベントは複数回にわたり実施される見通し。報道

によると１６，９００人の軍人が昇格するようだ。 

 

非営利団体「市民安全コントロール」のロシオ・サン・

ミゲル代表は、ツイッターで政府への忠誠を誓う署名に

サインしなかった軍人は昇格しなかったと投稿した。 

 

大統領選終了後、マドゥロ大統領は軍人に対して政府へ

の忠誠を誓うためのサインを行うよう求めていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.144」５月３０日付の記事参照）。 

 

「オブラドール新大統領当選 ベネズエラの反応」         

 

７月１日のメキシコ大統領選でロペス・オブラドール候

補（Morena 党首）が当選した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.157」６月３０日～７月１日付の記事参照）。 

 

左派政権に対する強い拒否反応があるベネズエラの政

治家、記者らは今回の当選に対して複雑な心境を示した。 

 

大衆意志党のレスター・トレド氏は 

「メキシコの小説は我々と同じような始まり方をした。

ポピュリスト候補は長年の汚職を撲滅すると約束した。

貧しい国民はその約束を鵜呑みにして、企業家やメディ

アも彼を支持した。神のご加護を。」 

と投稿した。 

 

また、イダニア・チリノス記者は 

「親愛なるメキシコへ。あなた方の未来が、我々の想像

している未来と異なるものになってほしい。」 

と投稿した。 

 

発展進歩党のヘンリー・ファルコン党首は野党ではある

が、オブラドール氏の当選を祝福し、一部の反ファルコ

ン派から反感を買っている。 

 

もちろんマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長らは「メキ

シコと融和する時が来た」とオブラドール氏の当選を歓

迎している。 

 

他方、オブラドール氏はテレビでの取材に対して 

「私は独裁政権になるつもりはない。大統領選に再出馬

することは検討していない。」と間接的にマドゥロ政権

をけん制するような発言を見せた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/281961e0d274423be6f7d492d462fec9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/281961e0d274423be6f7d492d462fec9.pdf
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経 済                        

「両替商 家族送金は１ドル２５０万ボリバル」           

 

政府は家族送金をボリバルに両替する際に使用する両

替商３社を承認。６月１８日から家族送金用の両替レー

トは１ドル２２０万ボリバルで両替できることになっ

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.152」６月２０日付

の記事参照）。 

 

７月２日 両替商「Zoom 社」は DICOM 競売を受けて

新たな両替レートを１ドル２５０万ボリバルにすると

発表した。 

 

他方、並行レートは上昇を続けている。並行レートの参

考サイト「DolarToday」では１ドル３４０万ボリバルに

達しており、両者の乖離は拡大した。 

 

 

（写真）両替商「Zoom」ツイッターの投稿 

 

「自動車生産台数 前年同期比４９％減」         

 

ベネズエラ自動車部品商工会（Favenpa）のオマール・

バウティスタ会長は、１８年１～５月の５カ月間の自動

車組み立て台数は前年同期と比べて４９％減少したと

語った。また、１０年前と比較すれば８９％減少した。 

 

経済体制を見直さなければ生産台数は更に減少すると

の見通しを示した。 

 

また、ベネズエラの自動車産業全体について、 

「ベネズエラの人口からベネズエラには４２０万台の

自動車があると推定されるが、そのうちの４０％（１６

０万台）は部品不足と金銭的な理由で稼働が停止してい

ると考えている。 

 

部品の高コストについては特に懸念している。５月まで

のインフレ率は２４，０００％に達している。他方、国

民の給料はインフレに追いついていない。」 

と語った。 

 

「Fedecamaras 総会 経済低迷に懸念を表明」                   

 

ベネズエラ経団連（Fedecamaras）は７４回目の総会を

開催した。 

 

Fedecamaras のカルロス・ララサバル代表はベネズエラ

の現状について 

 

「経済危機によりベネズエラの貧困率は９１．３％に達

している。中でも極貧に分類されるのは全体の６５．

８％。１８年はこの数字が更に悪化すると考えられてい

る。 

 

一人当たりの GDP はこの５年で４５．８％低下し、５

０年前と同様の水準になっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
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ベネズエラの石油産業は１９２７年と同じ水準になっ

ている。産油量は人口１人当たり１６バレルになった。 

石油産業が国営化される前は１５０バレル超だったが、

今は大幅に落ち込んでいる。 

 

この国には権力の分立がない。政府は公権力の全てを牛

耳っている。６５％の民意により成立した国会は他の４

つの公権力（政府、司法、民衆、選挙）により抑え込ま

れている。そして強制的に制憲議会を設立し、立法権を

奪い取った。 

 

ベネズエラが発展するために必要な信頼を現政権は提

供しない。」と語った。 

 

彼の言いたいことはよく分かるし、否定するつもりはな

い。このような主張は何度も聞くが、この主張を続ける

と政府との議論は平行線になるため、それこそ状況が改

善しないというのが個人的な認識だ。 

 

「ガソリンスタンド 来週から日曜日は休業」                  

 

ガソリンスタンドのオーナーは毎週日曜を休業日にす

ることを決めた。 

労働者の賃金上昇が大きな理由のようだ。 

 

「労働コストは異常な勢いで上昇している。給料だけで

はなく、食料補助も上がっている。また、バスなどの公

共交通機関が減ったことでガソリンスタンドまでの移

動手段も制限された。 

 

以前は２４時間営業のガソリンスタンドもあったが治

安の問題もあり、夜間は閉鎖するようになった。数カ月

前まではガソリン給油のためのタンクローリーは毎日

来ていたが、今は２日に一回に減っている。 

タンクローリーは一台で３万～３．５万リットルを積ん

でいる。 

 

８月４日以降、通貨切り下げがされる予定だが、今後の

ガソリン価格について我々は何の情報も受けていない。」 

と語った。 

 

石油労働組合のイバン・フレイタ代表は経済低迷により

ガソリンの国内消費量が減っていると語る。 

 

「現在のガソリン消費量は日量１０万バレル、ディーゼ

ル燃料は４万バレルだった。 

１５年の PDVSA の業務報告書では国内のガソリン消

費量は日量２６万バレル、ディーゼル燃料は２１万バレ

ルだったため著しく減少している。 

 

国内消費量の減少は外貨の節約につながったが、精製施

設の劣悪なオペレーションを理由に１７年は日量１０

～１５万バレルのガソリンを輸入しなければいけなか

った。」と語った。 

 

社 会                        

「キューバ人医師 現金１５万ドル略奪される」           

 

「シウダ・カリビア」という場所を聞いたことがあるだ

ろうか。カラカスのマイケティア空港に向かう途中でこ

の地域の前を横切るので、ベネズエラに行ったことがあ

る人であれば多くは近くを通っている。 

 

「シウダ・カリビア」は故チャベス大統領が掲げた理想

の都市で住宅建設の社会開発プログラムで大量の住居

を建設し、「シウダ・カリビア」の域内に政府主導の産

業を作り、その地域で暮らす人がその工場で働くという

プロジェクトだった。 

 

筆者も駐在していた頃に足を運んだことがあるが、大型

住居が立ち並ぶ人工都市のようだった。建設途中の工場

が放置され、そこにキューバの国旗が掲げられていたこ

とを記憶している。 
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この「シウダ・カリビア」には１００名のキューバ人医

師が暮らしているようだが、この１００名のキューバ人

医師らが７月２日の深夜１時頃に武装した集団に脅迫

され、現金合わせて１５．２万ドル、３，０００万ペソ、

その他お金になりそうな資産を奪われたようだ。 

 

 

（写真）シウダ・カリビア 

 

２０１８年７月３日（火曜）             

政 治                       

「逮捕された医者の親族 拷問写真を偽物と認識」        

 

「ウィークリーレポート No.53」で大統領暗殺計画に関

する軍事裁判所の報告書について紹介した。 

 

同レポート中にエミー・ダコスタ中尉が解放されたが、

拷問を受けていたとの報道を紹介した。 

 

本件について、野党系メディア「Punto de Corte」はエ

ミー・ダコスタ中尉と付き合っていた男性医師ホセ・ア

ルベルト・ベドジャ医師の姪ルイス・アルダソロ氏への

インタビューの内容を公開した。以下、記事の内容を簡

単に紹介する。 

 

 

Q：ベドジャ医師とはどんな人ですか？ 

Ａ：彼は医者。カラカスで診療所を経営している。彼は

常に医師のキャリアを積んできた。 

 

 

Ｑ：軍部との関係は？ 

Ａ：考えられる。彼は軍人学校「Monsenor Arias」で１

年間、勉強していたことがある。その後、軍人になるこ

とを辞めて医師になるために大学に転入した。 

エミー・ダコスタ中尉とは同期だった。ただ、ベドジャ

医師は国営病院で長年働くなど常に医師としてのキャ

リアを歩んできた。 

 

Ｑ：ダコスタ中尉との関係は？ 

Ａ：ベドジャ医師がダコスタ中尉と付き合い始めたのは

２月頃からだと思う。私は彼女と会う機会はなかった。

軍人に対して保険を売る商売をしていると思っていた。 

 

Ｑ：ベドジャ医師はどのように逮捕されましたか？ 

Ａ：彼は５月１９日にエルアティージョにある彼女のア

パートで逮捕された。ベドジャ医師は彼女から電話で、

彼女のアパートに来るよう連絡を受けていた。彼は夕食

を一緒に食べるのだと思っていたが、そこに軍人が現れ、

彼女の部屋をくまなく散策した後、彼をボレイタの軍部

施設に連れて行った。 

 

Ｑ：どのように彼の逮捕を知りましたか？ 

Ａ：翌２０日の午前９時にパトリシア・ポレオ記者のツ

イッターで「ホセ・アルベルト・ベドジャ氏が逮捕され

た」と知った。日曜、月曜、火曜と彼との面会を求めに

行ったが、全て拒否された。 

しかし、水曜日にベドジャ医師は自分の娘に電話をして、

明日軍人裁判所で裁判にかけられると伝えた。その１５

日後に人道団体「フォロ・ペナル」からラモ・ベルデの

軍人収容施設に搬送されたことを知った。 

 

Ｑ：軍人裁判所で彼は何を話した？ 

Ａ：軍人裁判所に出廷したベドジャ医師は拷問をされた

ような傷跡が確認できた。また憔悴しきっている様子だ

った。彼は通信機器（携帯電話）をダコスタ中尉に渡し

たことで反逆罪に当たると訴えられていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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彼は３月１日にボゴタに行った際、ダコスタ中尉から知

人のために携帯電話を買ってきてほしいと言われて、彼

女に携帯電話を渡した。それだけだった。と釈明した。 

 

Ｑ：ボゴタで何をしていたか？ 

Ａ：ボゴタとメデジンの診療所に用事があった。立ち寄

った大学で講義もしている。メデジンでは手術に２回参

加している。彼はコロンビア国籍を持っており、ボゴタ

に移住したいと考えており、アパートを探していた。 

彼の娘は薬学の勉強をしたいと言っており、コロンビア

で勉強させたいと考えていた。 

 

彼は軍での尋問の際にボゴタでガルシア・パロモと会っ

たかを聞かれた。ベドジャ医師は誰のことか分からなか

ったが、「アキレス」という名前を聞き、ダコスタ中尉

が言っていた知人のことだと思い出した。アキレスはガ

ルシア・パロモ氏のあだ名だった。 

 

Ｑ：彼は拷問されたと話したか？ 

Ａ：はい。拷問されたと話した。しかし、裁判官はその

訴えを記録に残さなかった。 

 

Ｑ：軍の収容施設でベドジャ医師は何と語った？ 

Ａ：彼は暗い狭い部屋で定期的に多くのことを質問され

たと語った。尋問グループは入れ替わり立ち代わり彼に

質問をした。殴る、叩く、手を踏むなどの拷問を受けた。

ベドジャ医師は、手を怪我したため、もう手術が出来な

いと語った。 

 

Ｑ：何について聞かれた？ 

Ａ：ダコスタ中尉について聞かれた。しばらくして彼が

情報を持っていないことが分かったようで、拷問をしな

くなった。軍の関係者は我々に対して「彼は犯罪行為と

の関与がないが、ダコスタ中尉は関与している」と話し

た。そして、我々に彼のデビッドカードと財布、車と車

の鍵、アパートの鍵を渡した。携帯電話とパソコンは調

査のために没収すると伝えられた。 

 

Ｑ：ラモ・ベルデ軍事収容施設に異動した後の待遇は？ 

Ａ：悪くなかったようだ。 

 

Ｑ：エミー・ダコスタ中尉について言えることは？ 

Ａ：５月２２日にダコスタ中尉がベドジャ医師の娘に電

話をかけてきた。ダコスタ中尉は逃亡しており、連絡が

出来なかったと話した。 

その後、５月２５日にベドジャ医師の姉（外国に住んで

いる）とビデオ電話で会話した。ダコスタ中尉はベドジ

ャ医師の姉に対して、彼の子供の世話役を引き受けてほ

しいと依頼した。 

 

そして、自分はどのように彼らを支援できるか？と聞い

た。彼女はベドジャ医師に対してモラル的な罪の意識を

感じていたようだ。 

 

彼の姉はこの質問に対して 

「我々はあなたからの支援を必要としていない。あなた

が誰と何をしているのか興味はない。我々に関係しない

でほしい。あの日、どうして彼をアティージョの自宅に

招いたのか。どうして警告してあげなかったのか？」と

伝えた。 

 

私が言えることはビデオ電話での彼女の顔は写真で見

られたような拷問を受けた形跡は無かった。そもそもダ

コスタ中尉はベネズエラから脱出していた。 

 

Ｑ：今後何をしようとしていますか？ 

Ａ：ベドジャ医師は拘束されて４５日が経過する。彼は

コロンビア国籍も持っているので、コロンビア外務省経

由で本件を非難してもらう予定だ。我々はパストラーナ

元コロンビア大統領と連絡を取っている。ただ、コロン

ビアは政権移行期間のため動きが遅い。 
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なお、「ウィークリーレポート No.53」でガルシア・パ

ロモ氏の姪がタチラ州で再度拘束されたと紹介したが、

７月３日付で解放が確認された。 

 

彼女は国外に出ることを禁止され、８日毎に最高裁判所

に出頭することを義務付けられている。 

 

「ソロルサノ議員 父親との政治的対立を告白」           

 

新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ議員は野党連合

（MUD）の中でも、マドゥロ政権と対立姿勢の強い女

性議員として知られている。現在、活動的な野党議員の

５指には入る人物だろう。 

 

彼女はラジオ番組のインタビュー番組に出演し、父親と

の政治的な確執があることを明らかにした。 

 

父親は社会主義を志向しており、深い意見の相違がある

ようだ。２００２年から父親とは会話していないと話し

ている。父親はベネズエラ共産党（PCV）に所属してい

るとの報道が流れている。 

 

家族の絆が強いベネズエラだが、政治的な思想の違いで

関係が疎遠になることは比較的多い。 

 

 

（写真）シェリー・バーナギー記者ツイッターより抜粋 

 

 

 

経 済                       

「セルパ財相 中国からの投資受け入れを発表      

         ～投資額は２．５億ドルか～」            

 

７月３日 シモン・セルパ財相は北京で第 7 回中国ベネ

ズエラハイレベル級会合に出席した。 

 

会合には中国から Wu Hongliang 国家開発銀（CDB）米

州・アフリカ担当副部長、Wu Li 国民党革命委員会、中

国天然気集団（CNPC）、チャイナオイルなどの関係者

が出席した。国営報道局（AVN）によると、会合の主な

テーマは増産について。 

 

会合後、シモン・セルパ財相は 

「PDVSA の産油量を増やす目的で国家開発銀行（CDB）

から２．５億ドルの投資を受けることで合意した。 

我々は中国との５０億ドルのクレジットの枠組みを前

進させている」と語った。 

 

一部の報道では「中国がベネズエラに５０億ドルの新規

融資を行う」と書かれている。 

 

ただ、セルパ氏の発言を読む限り、拡大解釈だと思われ、

２．５億ドルの投資に合意しただけだと思われる。 

 

 

（写真）シモン・セルパ財務相（中央）と Lu Yucheng

中国外務次官（右）とイバン・セルパ在中国ベネズエラ

大使（左）。セルパ財相とセルパ大使は親子。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
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「インドへの原油輸出 前年同期比２１％減」         

 

ロイター通信は、PDVSA の内部資料によると、１８年

１～６月のインド向けの原油輸出が前年同期と比べて

２１％減少したと報じた。 

 

先週にはインド「Relaiance Industries 社」とロシア

「Rosneft 社」役員がベネズエラを訪問し、PDVSA の

ケベド総裁と協議をしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.156」６月２７日付の記事参照）。 

 

１８年の半年間でベネズエラはインドに対して平均で

日量２８万バレルを輸出した。１７年の同期実績が３５．

５万バレルだったので、２１％減少したことになる。ロ

イター通信が確認した資料によると、この減少率は米国

の３０％に次いで大きい。 

 

また、PDVSAは１８年６月にインドに向けて日量２６．

８万バレルの原油を輸出したが、１８年 7 月には日量２

４万バレルになると報じている。 

 

「Energy Aspect」のロベルト・キャンベル氏は 

「インドの製油所はイランからの供給が減ることも懸

念しているが、ベネズエラからの輸出減少も懸念してい

る。 

 

短期的にはサウジアラビアがインド向けの原油輸出を

増やすことが考えられるが、サウジアラビアの原油とベ

ネズエラ産原油は性質が異なり、代用には限界がある。」 

と指摘した。 

 

「米国 汚職取引容疑でグレンコアを調査」         

 

米国司法省はスイスの大手資源商社グレンコアに対し

てナイジェリア、コンゴ共和国、ベネズエラでの事業に

関する書類を提出するよう求めた。 

 

１８年３月 PDVSA UN Litigation Trust は外国の取引

先が PDVSA の内部情報を不正に得ていたとして訴え

を起こしている。 

 

その訴えた企業の中にグレンコアも含まれていた（詳細

は「ウィークリーレポート No.37」参照）。 

 

現時点では司法省が書類提出を求めた理由は明らかに

されていないようだが、ベネズエラに関して言えば本件

が背景にあると思われる。 

 

社 会                         

「汚職に関わったとされる検察庁２３名を逮捕」         

 

サアブ検事総長は検察庁の職員２３名を汚職の罪で逮

捕したと発表した。検事総長は検察庁のトップなので、

内部の関係者を逮捕したことになる。 

 

「残念だが２３名の検事を逮捕した。 

逮捕した検事らは検察庁を腐敗させたオルテガ・ディア

ス元検事総長の時代と同じことが出来ると考えていた。 

 

我々に聖域はない。石油産業、その他資源企業の汚職も

調査している。検察庁も例外ではない。もちろん逮捕し

た検事を知っている。非常に残念なことだ。」 

とコメントした。 

 

具体的な逮捕理由は明らかにされていない。 

 

シンプルに考えれば、賄賂を支払うことで罪状を軽くす

る、あるいは検察庁の訴えを取り下げるなど汚職行為を

行った可能性がある。 

 

あるいは、ルイサ・オルテガ元検事総長の派閥の検事を

一掃するために罪を着せることで一掃している可能性

もあるだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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「米国 ベネズエラ支援で２，０００万ドル拠出」         

 

米国政府はベネズエラへの人道支援の目的で資金的な

サポートを拡大すると発表した。 

 

米国国務省のマーティン・ユース難民担当官は、米国政

府はこれまでベネズエラへの支援のために３，０００万

ドルを支出したと説明した。 

 

また、ホワイトハウスは１８年も同様の目的で２，００

０万ドル超を支出する予定だと補足した。 

 

１，２００万ドルは国連の高等弁務官事務所に対して拠

出し、残りの８００万ドルは国際移民機関に拠出すると

説明した。 

 

それ以外に最近ではペンス副大統領がブラジルを訪問

し国境の難民対策として１２０万ドルを拠出すると発

表している（「ベネズエラ・トゥデイ No.156」６月２７

日付の記事参照）。 

 

他方、移民の受け入れという意味では消極的なスタンス

は変わらない。 

 

米国メディア「Voz de America」が国務省のナンシー・

イッソ難民事務所アシスタントにインタビューしたと

ころ、米国へ難民申請を行い、処理待ちのベネズエラ人

は２７，０００人いると回答。 

 

他方、米国国土安全保障省は４カ月毎に難民受け入れ状

況について公表しているが、１８年の最新報告書ではベ

ネズエラ人に難民認定を出したケースは確認できなか

った。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/490ad139f8440db537151579a2d10877.pdf

