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２０１７年７月７日（金曜） 

 

政 治                   

  「教会 現政権を独裁と批判」 

  「野党連合 国民投票の質問を公表」 

「マレア・ソシアリスタ 国民投票を非難」 

  「国会 来週には最高裁判事を承認」 

  「大統領 国軍にクーデターをけん制」 

「副検事総長 再び検察庁へ入庁を試みる」 

 

経 済                   

  「鉱業環境開発相 金を中央銀行へ売却」 

  「中国企業との合弁でセメント工場設立」 

「原油価格は４２．６７ドル／バレル」 

「国会 １７年前期インフレ率は１７６％」 

（写真）大衆意志党ウェブサイトより 

 自宅で支持者の祝福に応じるレオポルド・ロペス氏 

２０１７年７月８日（土曜） 

 

政 治                   

  「レオポルド・ロペス 自宅軟禁へ」 

  「国際社会から祝福 完全釈放を要請」 

  「与党 基本的に最高裁の決定を尊重」 

  「真実を探る委員会 対話の再開を要請」 

 

経 済                   

  「PDVSA インド企業 ONGC へ 

株式売却を提案」 

  「PDVSA  債券保有者との対話を依頼」 

  「PDVSA  カリブ諸国との関係強化を志向」 
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「野党連合 国民投票の質問を公表」        

 

野党連合のマニュエル・オリベロ議員が７月１６日（日

曜）に行われる国民投票の質問を公開した。 

 

質問１． 

ベネズエラ国民の事前承認なくニコラス・マドゥロが

実施する制憲議会選を認めず、拒絶しますか？ 

 

質問２． 

国軍と全ての公務員に１９９９年憲法に従い、国会の

決定を支持することを求めますか？ 

 

質問３． 

憲法に従い公権力の交代のための、透明性の高く自由

な選挙を実施することを支持しますか？同様に憲法秩

序を守るため、国家全体をまとめる政府を形成するこ

とを支持しますか？  

２０１７年７月７日（金曜）            

政 治                      

「教会 現政権を独裁と批判」           

 

７月７日（金曜）にアンドレス・ベジョ・カトリック大

学で教会団体の総会が行われた。 

 

ベネズエラ司教団体代表のディエゴ・パドロン司教は

「７月３０日の選挙は民意を無視し、強制的に実施され

る。新憲法は軍事政権、社会主義、マルキスト、共産党

政権を作るためのものだ。現在のベネズエラの争いは右

派と左派の争いではなく、独裁政権と自由を求める国民

との争いだ」と政権を批判した。 

教会はこれまでも政権に対して否定的な態度を示して

きたが、ここまで明確に政府を批判することはなかった。 

 

この選挙の保証人はベネズエラ国内の主要大学の学長

が務める。 

 

２０１７年７月９日（日曜） 

 

政 治                   

  「反政府デモ １００日が経過 

～今週の反政府デモの予定を公表～」 

  「ティントリ 対話を仲介する意志示す」 

  「政権会議の選挙キャンペーン開始」 

 

経 済                   

  「製造業団体 DICOM に一定の評価」 

「医薬品部門への DICOM 外貨割り当て増」 

  「コメ、コーヒー自給率は３０％」 
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「マレア・ソシアリスタ 国民投票を非難」     

 

同国では与党と野党の分断が激しいが、与党の中でも現

政権の姿勢を批判する政党も存在する。そのような政党

の一つである「マレア・ソシアリスタ（社会主義の潮風）」

のニックメル・エバンス氏が７月１６日（日曜）に野党

が行う国民投票を非難している。 

 

「野党は国民投票を通じて国軍を分断させ、並行政権を

作ろうとしている。この計画はすでに作成済みだが、国

民に同計画を伝えずに国民投票を実施しようとしてい

る。並行政権の計画は３つ目の質問で示唆されている。

また質問の仕方も悪質で修正を求める。１つ目の質問は

「１９９９年憲法を変えるため、制憲議会の実施を望み

ますか？」であるべきだ。」と答えた。 

 

「国会 来週には最高裁判事を承認」        

 

野党連合のカルロス・ベリスベイティア議員は 

「１３名の最高裁判事候補と２０名の最高裁判事の代

理人の選定を終え、倫理委員会に名簿を提出した。来週

には最高裁判事を承認できるだろう。」と、最高裁判事

の承認手続きが最終段階に入っていることを明らかに

した。 

 

国会は最高裁判事を決めるべく、６月２９日、３０日に

１５９名の候補者にインタビューを行っていた。 

 

（背景） 

 

現在の国会の任期は２０１６年～２０２０年まで。野党

多数の国会が始まる直前の２０１５年１２月下旬に、当

時与党が多数であった国会が最高裁判事１３名を承認

した。この１３名は全員与党に近い人物であった。 

 

 

 

野党多数の国会はこの１３名の最高裁判事の承認プロ

セスが不法なものだったとして、新たな判事の承認プロ

セスを進めている。 

 

「大統領 国軍にクーデターをけん制」       

 

７月７日 マドゥロ大統領は軍人士官学校の卒業式に

出席した。同式典で新軍人に「７月３０日の制憲議会選

挙を妨害するため軍内部の統率を乱そうとする反乱計

画がある。近日中にその証拠を知らせる。軍人はこの動

きに最大級の警戒をするように。」と発言した。 

 

この卒業式で１，１９４名の士官生が卒業した。 

 

「副検事総長 再び検察庁への入庁を試みる」       

 

最高裁判所に任命されたキャサリン・アリントン副検事

総長が、今度は自動車のトランクに忍び込み検察庁への

入庁を図った。入庁を支援したのはレオポルド・ロペス

を起訴したサナブリア検事。キャサリン・アリントン副

検事総長は検察庁へ入ることは成功したが、警備員に見

つかり追い出された。 

一方で、国会に任命されたラファエル・ゴンサレス副検

事総長は７日（金曜）に検察庁で業務を始めた。 

 

経 済                      

「鉱業環境開発相 金を中央銀行へ売却」              

 

ホルヘ・アレアサ鉱業環境開発相は以下の通りボリバル

州で採掘した金を中央銀行に売却したと発表した。 

４月１８日 ２３８キロ 

５月４日 ３１３キロ、１８日 ４５３キロ 

６月２日 ４０７．２キロ、３０日 ２５０キロ 

７月７日  ５７７．５キロ 

合計： ２，２３８．７キロ 
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現在の金の国際取引価格は約１，２１５ドル／キロ。 

 

２，２３８．７キロは約２７２万ドルに相当する。 

 

中規模、小規模採掘業者の手により３カ月間で２，２３

８キロの金を採掘した。 

 

「中国企業との合弁でセメント工場設立」       

 

７月７日 ミランダ州グアレナ地区に中国とベネズエ

ラの共同プロジェクトで作ったセメント工場が稼働し

た。国営報道でマニュエル・ケベド住宅相が発表した。 

 

中国との共同プロジェクトにより設立されるセメント

工場はこれで３１カ所目。４２の工場を目標としている。 

 

この工場では４００立方メートルのコンクリートと２

５６立方メートルのモルタルを生産する能力がある。 

 

同工場には１０のセメント運搬車があり、グアレナ・ク

アティレ、バルロベント、ペタレのセメント需要に対応

するとのこと。 

 

 

（写真）社会開発プロジェクト、バリオ・トリコロール 

 

 

 

 

「原油価格は４２．６７ドル／バレル」       

 

7 月 3 日～7 日のベネズエラ産原油価格の平均は先週よ

り２．７２ドル上がり４２．６３ドル／バレルだった。 

２０１７年１月～７月の年間平均価格は４３．６ドル／

バレルで昨年よりも８．５ドルほど高い。 

 

 

「国会 １７年前期インフレ率は１７６％」     

 

国会は２０１７年から毎月の消費者物価指数（インフレ

率）を調査している。中央銀行は２０１５年１２月から

インフレ率を公表していない。インフレデータが不在の

ため中央銀行に変わり国会が更新している。２０１７年

６月のインフレ率は２１．４％。２０１７年 1 月～６月

のインフレ率は１７６％と報じた。 

 

IMFは２０１７年のベネズエラのインフレ率（平均値）

を７２０％と予想している。国会の公表値は IMF の見

通しと比べて控えめな数字になっていると言える。 
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表： ベネズエラの原油平均価格
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（出所）ベネズエラ石油省
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２０１７年７月８日（土曜）            

政 治                      

「レオポルド・ロペス 自宅軟禁へ」        

 

７月７日（金曜）にレオポルド・ロペス氏がラモ・ベル

デ軍事収容所から自宅軟禁に移動する承認が最高裁で

なされ、翌８日（土曜）の早朝に自宅へ移送された。最

高裁はロペス氏の健康上の理由に加えて、判決の決定に

イレギュラーがあったことを認めた。 

 

ロペス氏の自宅前には大勢の支持者、マスコミが集まっ

た。同氏自宅前でフレディ・ゲバラ国会第一副議長（大

衆意志党所属）は以下の通りロペス氏の文章を読んだ。 

 

「ベネズエラは自由に一歩近づいた。私は、自身のこれ

までの戦いを後悔しておらず、自身の戦いを放棄する意

思もない。現政権を引き続き強く否定する。ベネズエラ

に真の平和が訪れ、自由を獲得するまで戦い続ける。も

し私がベネズエラの自由を取り戻すために、ラモ・ベル

デ軍事収容所に再び入る必要があれば、私は収容所に入

る準備がある。今、私は自宅軟禁になったが、ベネズエ

ラの国民も同様にとらわれの身だ。よって、私が収容所

にいた時の犠牲は私にとって大した問題ではなかった。

ベネズエラの同胞たちに私の約束と信念をささげる。」 

その後、ロペス氏は自宅の門柵の前に立ち大勢の支持者

たちの歓声に手を挙げて応じた。 

 

レオポルド・ロペス氏は１９７１年４月 29 日生まれ。

４６歳。父・母ともに政界に属すサラブレッドのエリー

ト。ハーバード大学を卒業。第一正義党に所属し２００

０年～２００８年までチャカオ市の市長を務めた。その

後、チャベス大統領に公職につくことを禁止される。２

００９年に大衆意志党を新設し、党首となる。２０１４

年２月１２日の青年の日に反政府デモを主導、同月１８

日からラモ・ベルデ軍事収容所に収容されていた。 

 

「国際社会から祝福 完全釈放を要請」       

 

レオポルド・ロペス氏の自宅軟禁について国際社会から

祝福の声明と完全釈放を求める声が届いている。 

大衆意志党のサイトによると、以下の人物、組織から祝

福の声明を受けたと報じている。 

 

スペイン首相マリアーノ・ラホイ、アルゼンチン大統領

マウリシオ・マクリ、コロンビア大統領ファン・マヌエ

ル・サントス、ペルー大統領パブロ・クチンスキ、メキ

シコ大統領エンリケ・ペニャ・ニエト、パナマ大統領フ

ァン・カルロス・バレラ、パラグアイ大統領オラシオ・

カルテス。 

 

米州機構アルマグロ事務局長、ウナスールのエルネス

ト・サンパール事務局長、ミゲル・ビバンコ・ヒューマ

ンライツウォッチ代表、アムネスティアインターナショ

ナル、ジュネーブ国連本部。 

 

メキシコ外相、チリ外相、米国（所属は不明）、欧州議

会議長、マルコ・ルビオ米国議員、ウリベ元コロンビア

大統領、パストラナ元コロンビア大統領、ピネェラ元チ

リ大統領、キロガ元ボリビア大統領、ラウラ元コスタリ

カ大統領、カルデロン元メキシコ大統領、 

 

「与党 基本的に最高裁の決定を尊重」       

 

７月８日（土曜） マドゥロ大統領はレオポルド・ロペ

ス氏の自宅軟禁措置について、「真実を探る委員会」の

協議結果を受けたもので最高裁の決定を尊重する。と述

べ、与野党での対話再開を望むと発言した。 

 

「真実を探る委員会」とは反政府デモでの一連の治安悪

化について真実を探るために大統領が立ち上げた協議

会。マドゥロ大統領は野党にも同協議会への参加を呼び

掛けたが現在に至るまで参加を拒否されている。 
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マドゥロ大統領は「我々の間には絶対的な溝がある。レ

オポルド・ロペス氏が真実を探る委員会と司法の意志を

認識し、これ以上治安の悪化を招く事件が起きないこと

を望む。」と発言した。 

加えて、「レオポルド・ロペス氏は検察庁によって裁判

にかけられ刑務所に収容された。ロペス氏の逮捕は検察

庁に責任がある。私は検察庁の決定に介入するようなこ

とは決してしない。」と態度を１８０度変えたルイサ・

オルテガ検事総長を非難した。 

検察庁はレオポルド・ロペス氏の自宅軟禁措置を受けて、

「今回の決定は最高裁が合法的な存在になったことを

意味しない。最高裁は他の政治犯の釈放のため再検討す

るべきだ。」とツイッターに投稿している。 

 

また、今回の自宅軟禁措置はウナスールのエルネスト・

サパテロ元スペイン首相が深くかかわっているようだ。

現地紙エル・ナシオナルによると、サパテロ元首相はラ

モ・ベルデ軍事刑務所にこれまで３回訪問し、レオポル

ド・ロペス氏や他の野党支持者と対話をしている。今回

の自宅軟禁の話が出たのは 6 月初めにサパテロ元スペ

イン首相からで、関係者と交渉を続けていた。 

 

一方で、タレク・ウィリアム・サアブ護民官は今回の自

宅軟禁措置はロペス氏の妻リリアン・ティントリ氏の求

めによるものと発言している。ティントリ氏は、自宅軟

禁措置は政府が一方的に決定したと発言している。 

加えて、タレク・ウィリアム・サアブ護民官は「ラモ・

ベルデ軍事刑務所に収容中に拷問や虐待は受けていな

い。今回の自宅軟禁はレオポルド・ロペス氏だけが特例

措置というわけではなく、他の政治的な理由で収容され

ている受刑者も同様の措置を取るよう司法当局へ働き

かける。」とコメントしている。 

また、パドリーノ・ロペス防衛相は今回の件をきっかけ

に与野党対話が実現すること望むとコメントした。一方

でイリス・バレラ元刑務相は今回の決定に不満を漏らし

た。 

 

「真実を探る委員会 対話の再開を要請」      

 

７月８日 真実を探る委員会の代表を務めるデルシー・

ロドリゲス前外務相は委員会での協議の結果を公表し

た。 

 

協議結果には政治的な理由での逮捕者に対する、新たな

逮捕措置を検討する旨が記載されている。 

 

また、野党が大統領の対話への求めに応じず、治安を乱

していることを指摘するなど野党の姿勢を非難しつつ、

解決は与野党の対話しかないと対話の再開を求めた。 

 

経 済                      

「PDVSA インド企業 ONGC へ          

             株式売却を提案」    

 

ロイター通信によると PDVSA がインド石油会社

ONGC Videsh に対してサンクリストバル鉱区に位置す

る合弁会社の株式９％の売却を提案している。株式の売

却を通じて直近の資金繰りの克服とインドとの関係強

化を狙っている。と報じた。 

 

ONGC Videsh はインドの主要な石油、天然ガス輸出会

社で Oil and Natural Gas Corp としてすでに合弁企業の

４０％の株式を保有している。ベネズエラ国内で日量２

万２，０００～３，０００バレルを産出している。 

 

「PDVSA 債券保有者との対話を委託」       

 

PDVSA は、同社の債券を保有している主要な運用会社

との電話会談の日程調整を BancTrust 社に委託した。 
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電話会談の日程調整は６月１０日より始まる。運用会社

とのコミュニケーションをより円滑にすることが目的。

この電話会議には PDVSA 財務役員のシモン・セルパ氏

もかかわっている。 

 

ブルームバーグが情報筋から得たコメントによると、

「面談の目的は債券を近々売却する可能性があるかど

うか、保証なしで融資が受けられるかどうかではないか」

とのこと。 

 

「PDVSA  カリブ諸国との関係強化を志向」    

 

第１２回ペトロカリベ総会が PDVSA 本社で開催され

た。 

ネルソン・マルティネス石油相はペトロカリベの成果と

して以下の点を挙げた。 

 

・ ３億４，９００万バレルの炭化水素製品を供給 

・ １２カ国に１２の合弁会社を設立 

・ ６．５万バレル分の石油貯蔵施設を拡大 

・ 日量１．３５万バレルの精製能力の設置 

・ ４４７メガワットの発電施設の設置 

・ 風力発電所２施設の建設 

・ ２つの船による９８万バレルの石油輸送能力 

・ 社会開発のための７５７のプロジェクトの実施 

 

同会合の主要出席者はペトロカリベ事務局長、エルサル

バドル大使、ハイチの参事官ら。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年７月９日（日曜）            

政 治                      

「反政府デモ １００日が経過           

    ～今週の反政府デモの予定を公表～」    

 

反政府デモが始まって９日（日曜）で１００日が経過し

た。チャカイート地区のフランシスコ・デ・ミランダ通

りに集まり１００日目を宣言した。フレディ・ゲバラ国

会第一副議長は引き続き反政府デモを継続することを

宣言した。 

 

また、前日にマレア・ソシアリスタのニックメル・エバ

ンスがコメントした国民投票の質問内容への批判につ

いて、フレディ・ゲバラ国会第一副議長が話し合いに応

じ必要であれば質問文を変えることもできる。と質問内

容を変更する意思を見せた。 

 

 

 

また、今後の反政府デモの予定も宣言している。予定は

以下の通り。 
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・ ７月１０日 １０時～２２時主要道路を封鎖 

・ ７月１１日、１２日 

抵抗勢力のリーダーを決める集会を実施 

・ ７月１３日 大規模な反政府デモ 

・ ７月１４日 抵抗勢力のリーダーの就任 

・ ７月１５日 国民投票のキャンペーン終了 

・ ７月１６日 国民投票実施 

 

レオポルド・ロペスが自宅軟禁になり、治安当局の暴力

行為が鎮静化することを期待したが、そのようなことは

なく集会後にエル・ロサル地区、ラス・メルセデス地区

ではゴム弾や催涙弾が発砲された。一方で死者は出てい

ないようだ。 

 

「ティントリ 対話を仲介する意志示す」     

 

レオポルド・ロペス氏の妻リリアン・ティントリはロペ

ス氏を自宅に迎えた時の様子を説明した。 

 

刑務所から自宅までの移送には、ホルヘ・ロドリゲス・

リベルタドール市長とデルシー・ロドリゲス前外相が立

ち会った（ホルヘ・ロドリゲス氏とデルシー・ロドリゲ

スは兄妹）。また、今回の措置に先立ってロドリゲス・

サパテロ元スペイン首相の協力があったとコメントし

た。 

 

ティントリ氏はロペス氏を自宅に迎える際に引き渡し

に立ち会ったロドリゲス兄妹に感謝の意を伝え、現在の

混乱を収めるべく協力する意思があることを伝えた。 

また、今回の措置にあたり事前に政府と何らかの交渉を

したかとの記者からの質問に「事前の交渉はしていない」

と回答した。 

 

ロドリゲス兄妹へ感謝の意を伝えたとのティントリ氏

のコメントはツイッターなどで野党支持者たちの批判

を受けている。 

 

「制憲議会の選挙キャンペーン開始」        

 

７月９日（日曜）から新憲法を起草する制憲議会のメン

バー選出選挙のキャンペーンが開催される。 

 

マドゥロ大統領は最終的に残った候補者は６，１２０名

（地域別で３，５４６名、領土別で２，５７４名）で、

この中から５４５名の制憲議会メンバーが選ばれると

発言した。 

 

選挙キャンペーンは９日（日曜）～２７日（木曜）まで

続く。１，９８１万人の有権者が今回の選挙に参加する。 

 

与党に近い世論調査会社「インテル・ラセス」が６月１

５日～２８日の間に実施したアンケート調査によると

回答者の５４％は制憲議会選挙に賛同しているとの回

答であった。また、５６％は現政権を崩壊させようとす

るマスコミのネガティブキャンペーンを非難しており、

６０％は新憲法はベネズエラをキューバ化させるため

の現政権の手段だという野党の主張に賛同していない。 

という結果であった。 

 

経 済                      

「製造業団体 DICOM に一定の評価」       

 

製造業団体コンインドゥストリアの代表を務めるパブ

ロ・オルキアルガ氏は、新為替制度 DICOM が国内の製

造業に優先的に外貨を割り当てる姿勢を引き合いに出

し、「大統領は経済を回復させるために努力をしている。」

と一定の評価をした。 

 

一方で国民の購買力が著しく減退しており、企業活動に

も悪影響が出ていることも指摘した。 
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また、コンインドゥストリアのフランシスコ・ハビエル

氏は石油分野について、民間資本の投資を促すために政

府は信頼できる対応を取らなければならない。と発言し

た。 

 

「医薬品部門への DICOM 外貨割り当て増」     

 

７日に医薬品企業 Behrens C.A,へ 30 億ボリバルの融資

を供与するイベントにラモン・ロボ経済担当副大統領が

出席した。 

 

同イベントでラモン・ロボ経済担当副大統領は DICOM

を通じて医薬品分野にこれまで５００万ドル超の外貨

を割り当てたことを発表。今後も国内の医薬品在庫を満

たすために同分野へ外貨を割り当てるとコメントした。 

 

30 億ボリバルの融資を受けた Behrens C.A,は家族経営

の医薬品企業で１００年以上の歴史がある会社。 

 

他、Laboratorios Kimiceg 社のアレハンドロ・バスケス

社長は「これまでの６回実施された DICOM を通じて

２万ドルと 4 万４，０００ドルの割り当てをうけた。シ

ステムの透明性も高く機能している。 

現状を考えると、政府が大量の外貨を供給できないこと

は理解している。外貨の使用に制限があるがこの先を楽

観視している。国内に医薬品を充足させるため尽力す

る。」と新外貨システムを評価した。 

 

「コメ、コーヒーの自給率は３０％」       

 

農業者団体フェデナガ（FEDENAGA）のカルロス・オ

ドアルド代表は 

 

「現政権による１０年に及ぶ制限の多い経済政策によ

りこれまで国内需給率が１００％であったコメやコー

ヒーの需給率は３０％まで落ちた。 

 

これまでトウモロコシ粉も自給していたが、現在は国民

が食べるのに十分な生産はしていない。動物のエサのた

めのとうもろこしも全く足りていない。 

 

農家は制憲議会選挙に反対している。外国からの種、農

業資材、動物のエサや病害虫から守る薬がなければ育て

られない。生産が落ちている原因は我々ではない。」と

コメントした。 

 

また、６月下旬に政府による接収行為があり、３０日に

関係団体が集まり、政府の姿勢を批判した。 

 

 

 

 

 


