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２０１７年７月５日（水曜） 

 

政 治                   

  「武装勢力が国会を襲撃 ケガ人も多数」 

  「外国より国会襲撃に抗議の声明多数」 

  「政府側も国会への攻撃を批判」 

  「クーデターを呼びかけた退役軍人を逮捕」 

「６日 反政府デモ実施 最高裁へ」 

「国会 １６日の国民投票を承認」 

経 済                   

  「第６回 DICOM 落札者発表」 

社 会                   

  「５３％の若者は国外脱出希望」 

（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー 

２０１７年７月６日（木曜） 

 

政 治                   

  「検察庁 副検事総長の入館を拒否」 

  「治安当局 商業施設内で催涙弾発砲」 

  「米州機構 臨時会合の招集呼びかけ」 

  「７月７日（金曜）の抗議行動」 

経 済                   

  「第７回 DICOM 募集要項を公示」 

  「輸出促進イベントを実施」 

  「家電メーカー Siragon 新商品を発表」 

  「宇通客車ボリバル州にバス３０台納品」 

  「グリダム放水口を８年ぶりに開放」 
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２０１７年７月５日（水曜）            

政 治                      

「武装勢力が国会を襲撃 ケガ人も多数」      

 

７月５日（水曜）はベネズエラの独立から２０６回目の

独立記念日で祝日だった。 

 

同日の午前中にタレク・エル・アイサミ副大統領が国会

へ事前の通告なく入場し、独立記念日の演説を行った。

同演説でアイサミ副大統領は「現在国会は独立当時に敵

対していたブルジョワ階級に奪われている。国民は国を

守るため国会へ来て立ち上がってほしい」と宣言した。 

 

アイサミ副大統領の宣言に呼応するように国営放送「ス

ルダ・コンダクタ」のモデレーターを務めるオスワルド・

リベロ氏が自身のツイッターで①野党が食品を隠して

いるために物不足が起きていること、②野党が政府の政

策を邪魔するので国が混乱していること、③野党がテロ

を首謀し、略奪、放火、暴動を繰り返していることを批

判。与党支持者に対して自身の意志により国会に来て国

を守るよう要請した。 

 

与党側が国会前に集まった本来の目的は国会議長に、連

日の抗議行動を停止するよう要請した陳情書を提出す

るためのものだった。与党支持者は陳情書を提出するた

め午前中に国会への入場を試みたが、野党側に拒まれて

おり、国会前に集まっていた。 

 

業を煮やした与党支持者の行動は過激化し、同日の午後

に４０名ほどの与党支持者が暴力的な手段で国会に押

し入った。議員、マスコミ、国会で働く人を含めて約３

５０人が国会内に幽閉された。一部の与党支持者は鉄パ

イプ、バット、こん棒などを所持しており国会内にいた

議員、マスコミなどを攻撃した。 

この騒動でアルマンド・アルマ議員、レオナルド・レノ

ール議員、ルイス・パディージャ議員、ノラ・ブラッチ

ョ議員、アメリゴ・デ・グラシア議員ら７名の議員が負

傷した他、国会で働いていた労働者ら１３名も負傷。少

なくとも２０名の負傷が確認されている。 

 

１８時半ごろから国軍の誘導により徐々に国会内に幽

閉されていた人々が解放されたが、最終的に全員が出る

のは２１時過ぎまでかかった模様。 

 

フリオ・ボルヘス議長は、今回の事件について、「マド

ゥロ大統領に責任がある」とした。また「コレクティー

ボ（与党を支持する武装勢力）が国会に乱入した際にも

軍人が駐留していた。多くの軍人は不法な暴力行為に同

意していなかったが、暴動を抑えるための具体的なアク

ションはみられなかった。」と軍人の姿勢も非難した。 

エンリケ・カプリレス・ミランダ州知事によると今回の

計画は昨夜４日（火曜）の１８時４３分に知らされてい

た。事件の責任は事前に今回の計画を知りながら国会へ

の侵入を許したウラディミール・ルゴ国会警備担当司令

官にあると非難した。また、検察庁は今回の事件を調査

するべく調査グループを組織した。 

 

 

（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）ギャラリー 

 フリオ・ボルヘス国会議長（第一正義党党首） 
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「外国より国会襲撃に抗議の声明多数」        

 

今回の国会襲撃に対して国、国際機関から多数の声明

が寄せられている。 

 

パナマ政府は暴力行為を非難し、混乱をしずめるため

即時の選挙を実施するよう声明を発表した。この声明

にはデルシー・ロドリゲス前ベネズエラ外相が拒絶を

している。コロンビアのサントス大統領は「ベネズエ

ラで再び暴力行為が起きたことを聞いた。与野党は平

和的な解決策を探るため緊急に対話をするべきだ。こ

の紛争を仲裁するために国際社会は手助けをする用

意がある」と発言。メルコスール（ブラジル、アルゼ

ンチン、パラグアイ、ウルグアイ）は、今回の事件は

国会への事前通達なく一方的に行政が実施した演説

の結果で、暴力行為を強く否定する。行政は即時、暴

力を誘発するような演説を停止するよう求める。と共

同で声明を発表した。米州機構のアルマグロ事務総長

は、今回の事件は行政が独裁政権であることの証で暴

力行為を否定する旨発言した。米国は、暴力行為は容

認できないものとして政府に対して負傷者に十分な

措置を図ること、行政の強権的な姿勢を懸念しており

国会が進める国民投票の実施を支持するとの声明を

発表した。他、チリ、メキシコ、ペルー、欧州連合か

らも類似の声明、あるいは発言がされている。なお、

ロシアは他国のベネズエラへの内政干渉を非難して

いる。 

 

 

「政府側も国会への攻撃を批判」          

 

今回の事件については政府側も暴力行為を否定する

姿勢を見せている。大統領は軍人広場での独立記念式

典で今回の事件について、暴力行為を否定。政府は共

謀していないことを明言し、野党も支持者が行ってい

る軍事施設の破壊、最高裁判所への放火、内務司法省

への暴力行為を非難するべきだと言及した。 

マイケル・モレノ最高裁判長、パドリーノ・ロペス防

衛相も同様に暴力行為を否定した。 

 

「クーデターを呼びかけた退役軍人を逮捕」     

 

エルネスト・ビジェガス情報通信相は、『国家警察諜報

部（SEBIN）がロス・パロス・グランデス地区で退役軍

人イダルゴ・バレロ元大佐をクーデター計画の罪で逮捕

した』とツイッターに投稿した。 

また、『イダルゴ・バレロ元大佐はホルヘ・バレロ国連

の在ジュネーブ・ベネズエラ大使の兄弟』と追加でツイ

ートした。 

 

イダルゴ・バレロ元大佐が 独立記念日に軍人、退役軍

人らがアルタミラ広場に集まり政府へ反旗を翻すよう

求める宣言がインターネットに公開されている。 

 

ロイター通信が入手した軍関係資料では１７年４月に

入り、現在までに少なくとも１２３名の軍人が逮捕され

ている。すべてがクーデターを企てた罪ではなく、３０

名は職務を遂行しなかった罪。４０名は謀反を企てた罪。

残りの多くは強盗などの犯罪での逮捕であった。 
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「６日 反政府デモ実施 最高裁へ」        

 

野党は引き続き反政府デモを継続する。7 月６日（木曜）

１１時からカラカス４１カ所を起点として最高裁を目

的地としたデモ行進を実施する。同時に主要道路を占拠

する予定。 

 

「国会 ７月１６日の国民投票を承認」       

 

国会が与党支持者に襲撃される中でも議会は同日の国

会議題を進め、７月１６日（日曜）の国民投票の実施を

承認した。 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長は、「この国民投票か

らベネズエラが始まる」と議員らを鼓舞し、国歌を斉唱

し議会を閉じた。 

 

経 済                      

 

「第６回 DICOM の結果を公表」          

 

第６回目の外貨競売システム（DICOM）の結果が公表

された（参照）。中央銀行の発表によると、今回の

DICOM を通じて３，０７１万ドル（法人に２，５６４

万ドル、個人に５０７万ドル）の外貨を割り当てた。 

 

為替レートは１ドル２，６４０ボリバルで第５回目の

DICOM と変わらなかった。 

 

中央銀行は外貨応札希望者が多かったため、国内での生

産を目的とした外貨の需要者にのみ外貨を割り当てる

ことを告知していた。 

 

外貨売却については、９社の法人が合計９７３，４６０

ドルの外貨を売却。他、１６名の個人が合計４，００８

ドルの外貨を売却した。 

 

法人部門への外貨割り当て２，５６４万ドルのうち農業

部門の法人に５７．３％の外貨を割り当てた。工業部門

は同３４．３％、医薬品部門６．７％、炭化水素および

コミューン部門１．７％を割り当てた。 

 

目的別で７０．５％は原材料輸入。１８．８％が資材、

原材料輸入。完成品の輸入が８．４％。生産財購入が２．

３％。 

 

個人の外貨申請目的では３９．４％が貯蓄目的。３２．

８％が国外旅行。医療目的が１６．６％。インターネッ

トを通じた商品の購入が５．１％であった。 

 

 

社 会                      

「５３％の若者は国外移住希望」          

 

２０１７年アンドレス・ベジョカトリック大学が２０１

６年後期から２０１７年前期にかけて実施したアンケ

ート調査で若者の５３．３％は国外に出ることを希望し

ているとの調査結果が出た。 

年代別でみると年齢が高くなるほど国外に移住する希

望は減少しており、６０歳以上で国外移住を希望するの

はアンケート回答者全体の１２．６％にとどまった。 
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表： DICOMの為替レート推移

（単位：ボリバル/ドル）

（出所）DICOM外貨競売委員会

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-006-17/
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表：国外移住したいかどうか 

（赤色が肯定、緑色が否定） 

 

（出所）アンドレス・ベジョカトリック大学 

 

また、以下の表は過去と比較したアンケート回答者全体

の回答割合。２０１２年には全体の国外移住希望者は６．

８％にとどまったが、増加を続けており、２０１６/１

７年調査では国外移住希望者が急増していることが確

認できる。 

 

 

（出所）同上 

 

 

 

２０１７年７月６日（木曜）            

政 治                      

「検察庁 副検事総長の入館を拒否」        

 

副検事総長の就任について、検事総長と最高裁判所の衝

突が続いている。ルイサ・オルテガ検事総長は国会の承

認を経て７月３日にラファエル・ゴンサレス・アレアス

を検事副総長に任命した。一方で翌４日に最高裁はキャ

サリン・アリントンを副検事総長に任命した。 

 

ルイサ・オルテガ検事総長は検察庁組織法の第２５条３

項に『副検事総長は検事総長が選定し、国会の承認を経

て任命される。』と記載されていることを説明（私も同

法令を確認したが、確かに同様の条文が書かれていた）。

ラファエル・ゴンサレス・アレアス検事副総長は法律に

準じたプロセスで就任しており、最高裁に任命権はなく、

同氏の就任を最高裁が拒否する権限もないことを強調

した。 

 

一方で、７月６日（木曜）に最高裁に任命されたキャサ

リン・アリントン副検事総長（？）が検察庁に入館しよ

うとしたが、扉が閉ざされており入場できなかった。２

０分ほど入館を試みたが最終的に入館を諦めた。 

その後、最高裁の憲法委員会の名義でルイサ・オルテガ

検事総長に対して、入館できなかった事実と、キャサリ

ン・アリントン副検事総長（？）を検察庁に入館させる

ことを指示する書面が送られた。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ護民官はルイサ・オルテガ

検事総長に対して、検察庁が自身の役割を超えた行動を

続けていると非難した。 

 

ベネズエラの公権力は６つではなく、５つである（行政、

立法、司法、民衆、選挙）。検察庁は民衆権を構成する 
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組織の一つだが、民衆権のトップは倫理委員会で、検察

庁は５権と対等な組織ではない。ルイサ・オルテガ検事

総長の個人的な思想で決定が下されるものではないと

説明した。 

 

「治安当局 ショッピングセンター内で催涙弾発砲」      

 

７月６日は独裁政権に反対するためカラカス市内４１

カ所から最高裁へ反政府デモが展開された。また、主要

道路を占拠するトランカソも１８時まで実施した。 

 

７月６日も引き続き野党支持者と治安当局による衝突

が展開された。チャカオ市を含むカラカスでも催涙弾が

発砲された。クラウディア・イトリアゴ・ショッピング

センター団体役員の発言によると、ショッピングセンタ

ー『CCCT』やラスメルセデス地区に位置する『パセオ・

ラス・メルセデス』、エルロサル地区に位置する『セン

トロ・リード』の付近で催涙弾が発砲された。また、『サ

ン・ビル』に至っては施設内で催涙弾が発砲され、施設

内が混乱した、と治安当局の対応を訴えた。他、チャカ

オ市を中心に町中で催涙弾が発砲された。 

 

「米州機構事務総長 臨時会合の招集呼びかけ」        

 

７月６日にルイス・アルマグロ米州機構事務総長はベネ

ズエラで起きた国会襲撃事件を受けて、加盟国に緊急会

合を呼びかけた。 

 

ルイス事務総長は７日（金曜）の午後での会合を求めて

いるが開催の日時は決まっていない。 

 

 

「７月７日（金曜）の抗議行動」          

 

７月７日は野党連合（MUD）が新たに組織した民主主

義救出評議会（COMITÉS POR EL RESCATE DE LA 

DEMOCRACIA）によって、反政府デモが実施され

る。ただし、実施内容ははっきりしない。「７月１６日

に実施される国民投票を歓迎する趣旨のプラカードや

横断幕を持参し、全国の主要道路に集まる」という内

容だ。 

 

おそらく全国の主要道路を封鎖する集会イベントにな

るだろうが、集まった場所から別の場所へ移動する可

能性があるかもしれない。 

 

経 済                      

「第７回 DICOM 募集要項を公示」        

 

第７回目の DICOM 募集要項が公示された（参照）。

内容は以下の通り。 

 

■応札期限：７月７日（金曜）PM４時まで 

■競売決定日時：７月１０日（月曜）AM８時 

■結果公表：７月１１日（火曜） 

■応札レート幅： 

 ２，３１０～２，９７０ボリバル／ドル 

■応札最小額： 

 個人： ５０ドル 

 法人： １，０００ドル 

■応札要件： 

 １．DICOM システムへの情報登録 

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など） 

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓 

 ４．国内に現地通貨口座、ドル口座を所持すること 

 ５．納税義務などを履行していること 

 

https://crdvenezuela.com/
https://crdvenezuela.com/
https://www.dicom.gob.ve/2017/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-007-17/
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「輸出促進イベントを実施」           

７月６日 外国貿易投資省はイベント『ベネズエラ国

家輸出計画』を開催した。同イベントに２５０社の企

業家が集まった。 

 

ラモン・ロボ経済担当副大統領は、ベネズエラは石油

依存体質の経済モデルを変えなければならない。同国

産業には強い競争力を持った産業があり、経済の多角

化を進めるために政府が支援すると述べた。 

 

ミゲル・ペレス・アバッド外国投資貿易相は、２０１

７年に入り企業家の輸出に対する姿勢が強くなってい

ることを評価した。２０１６年前期にはベネズエラか

らの輸出件数は８００件だったが、２０１７年に入り

２，７００件に増加した。輸出品目も昨年は６０品目

だったが、２０１７年に入り１８０品目に増加した。 

 

同氏は、輸出手続きが６０％簡素化されたと発言。加

えて今年の１２月末までには輸出手続き窓口が一本化

される予定で一層の手続き簡素化が進むことを期待し

ていると発言した。 

 

輸出促進のための政府からの資金的な支援についても

言及。２０１７年１月～４月までの４か月間で９，５

００万ドルを特別基金から融資し、国営銀行は２億

２，０００万ボリバルを融資した。輸出した外貨の８

０％は自身の口座に留保し、残りの２０％は速やかに

DICOM を通じてボリバル通貨に両替される。 

 

 

「家電メーカーSiragon 新商品を発表」       

ベネズエラ系家電メーカーSiragon が新たなスマートフ

ォン Smartphone SP-5200（4G）とポータブルパソコ

ン PS-5100(PCStick)を新たに発売する。 

 

シラゴンのマイコル・ゴドス開発調査担当によると、

原材料が不足しており、生産量は多くないが国内の需

要を満たせるよう検討を続けると発言。アジア系企業

の協力により新たに２商品を発表することが可能とな

った。と説明した。 

 

シラゴンはベネズエラ系家電メーカー。カラボボ州バ

レンシアに工場を持っている。パソコン、携帯電話、

テレビ、エアコン、冷蔵庫などを製造、販売してい

る。詳細は同社ウェブサイト。 

 

 

（写真： シラゴン・ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

http://siragon.com/
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「宇通客車 ボリバル州にバス３０台納品」      

 

（写真：ベネズエラ外務省 Yutong バスの写真） 

 

マドゥロ大統領はボリバル州に新たに３０台の宇通客

車（ユートン）のバスを納品すると発表した。バスは

公共交通トランスボリバルで使用される。４月から始

まった抗議行動でこれまでにバス５０台が燃やされた

と発言。 

 

宇通客車は２０１５年１２月からヤラクイ州でバスの

組み立て工場を稼働させている。２０１６年８月末に

はヤラクイ州のフリオ・レオン知事が同工場で７００

台のバスを組み立てたと発表している。なお、政府報

道によると同工場の生産能力は月３，０００台超。 

 

「グリダム放水口を８年ぶりに開放」      

 

マドゥロ大統領はボリバル州で、グリダムの名前で知

られるシモン・ボリバル水力発電所の放水口を８年ぶ

りに開口させた。２０１６年はエルニーニョ現象によ

る干ばつの影響でベネズエラが水不足に陥った。発電

全体の６割超を水力発電に依存するベネズエラは干ば

つにより深刻な電力不足に陥った。 

 

 

 

２０１７年は雨量が多くダムの推移が最大限まで達し

ている。マドゥロ大統領は『グリの水位は回復した』

と宣言した。 

 

以上 


