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２０１７年７月２４日（月曜） 

 

政 治                   

  「仲裁者 レオポルド・ロペス氏と会談」 

  「反政府デモで警察官１名が死亡」 

  「米国 CIA ベネズエラへの介入を示唆」 

  「１０人に９人は抗議行動の継続に賛成」 

経 済                   

  「アルゼンチン外相 ベネズエラ制裁求める」 

「プエルトリコがベネズエラへの制裁検討」 

「６月の生活基礎費は１７８万ボリバル」 

社 会                   

  「デスパシート作曲者、歌手が政権に抗議」 

（写真）副大統領府（Vicepresidencia）写真ギャラリー “軍幹部と行進するマドゥロ大統領とその妻” 

２０１７年７月２５日（火曜） 

 

政 治                   

  「野党 ４８時間ストライキの詳細を発表」 

  「検察庁 会計監査長の娘を取り調べ」 

  「警察諜報部 SEBIN 新判事２名を拘束」 

  「エクトル議員 ミランダ州知事選に出馬」 

  「与党内で新政党の発足を宣言」 

  「米国 ベネズエラ政府関係者の制裁検討」 

経 済                   

  「IMF ベネズエラの経済予想を下方修正」 

  「エセキボに新原油を発見」 

  「DICOM 第１０回目を発表」 
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２０１７年７月２４日（月曜）            

政 治                      

「仲裁者 レオポルド・ロペス氏と会談」       

 

スペインのロドリゲス・サパテロ元大統領がベネズエラ

に訪れている。彼は南米諸国連合（ウナスール）のメン

バーとして与野党対話を促進する仲介者の役割を担っ

ている。 

 

サパテロ氏は７月上旬に自宅軟禁措置となったレオポ

ルド・ロペス大衆意志党党首と朝食を交えながら会談し

た。会談の詳細は明らかにされていないが、フレディ・

ゲバラ国会第一副議長（同氏は大衆意志党所属）はツイ

ッターで 

 

「ロペス党首は４８時間のストライキの準備を続け、金

曜の反政府デモを行うよう私（ゲバラ氏）に伝えた。サ

パテロ氏に制憲議会選挙を停止してほしいという国民

の望みを伝え、民意を尊重するよう伝えた。また、現在

のベネズエラの深刻な状況を共有し、今の問題は政府に

のみ責任があるとした。」 

と投稿した。 

 

サパテロ氏との会談が終わった後に、野党連合の代表ら

がレオポルド・ロペス氏の自宅に集まり、会談の内容を

共有した。記者の話ではスリア州を支持基盤とする新時

代党（Un Nuevo Tiempo）以外はサパテロ氏の提案を完

全に拒絶したと報じた。 

 

その後、新時代党のマニュエル・ロサレス党首はツイッ

ターで、我々は野党連合と協調しており、協調を乱すよ

うな情報は虚偽である、とコメントした。 

 

サパテル氏はこれまで数年にわたり与野党の対話を仲

介してきた。しかし、実際のところ同氏が仲介した対

話を通じて野党が得られたものは少ない。 

野党の中には明らかにサパテロ氏に不信感を抱く者が

おり、対話の再開は容易ではない。 

 

なお、チリの現地紙ラ・テルセラにサパテロ氏への取

材コメントが掲載された。内容は以下の通り。 

 

「詳細は明らかにできないが、対話はこれまでも存在

した。そして今も対話は継続しており、今後も続く。

ベネズエラが定められたスケジュール通りに選挙プロ

セスを実現していくことを望む。反政府活動により１

００名を超える死者がでて、４，０００人を超える逮

捕者が出た。とても困難な状況だが、州知事選挙を行

い、市長選挙を行い、２０１８年には大統領選挙が行

われる。対話以外に合意を形成する方法は存在しな

い。それ以外の解決は衝突を生むだけだ。」 

 

しかし、サパテロ氏はチリのラ・テルセラから取材は

受けておらず、記事のような発言をした事実はないと

ツイッターで投稿した。 

 

「反政府デモで警察官１名が死亡」           

 

日曜に野党が宣言した通り、野党支持者は７月１６日の

投票会場に集まり、制憲議会選挙の中止を求めるプラカ

ードを掲げた。 

 

そして、夕刻に野党支持者はネオマル・ランデール氏（１

７歳）が治安当局に殺害された場所に集まり、反政府デ

モで亡くなった者たちを弔うイベントを行った。 

 

同日は大きな衝突は報じられていない。一方、２４日深

夜にミランダ州警察官が死亡した。同氏は先週木曜に野

党支持者に殴打され、病院に搬送されていた。ミランダ

州警察官の死亡はこれで２件目となる。 
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「米国 CIA ベネズエラへの介入を示唆」      

 

米国中央情報局（CIA）ダイレクターのマイク・ポンペ

ロ氏はフォーラムで 

 

「地理的な条件やベネズエラの経済的な潜在性などを

加味して、米国はベネズエラに民主的な政権を保証する

ことに高い関心がある。先週はボゴタ、メキシコシティ

に出張し、両国の政府関係者とベネズエラの危機の解決

を図るため対話した。」とコメントした。 

 

このコメントにベネズエラ外務省、マドゥロ大統領は強

い拒否反応を示した。 

 

サミュエル・モンカーダ外相は、コロンビアとメキシコ

が米国と共謀し、民主的なマドゥロ政権の崩壊を企てて

いる。米州機構でも米国、コロンビア、メキシコが何度

も現政権へ圧力をかけてきた。と声明を発表した。 

マドゥロ大統領は、コロンビア政府とメキシコ政府に対

して、米国 CIA ダイレクターが言及した陰謀を説明す

るよう要求し、外交的な措置をとると警告した。コロン

ビアとメキシコはベネズエラ政府による批判を否定し、

陰謀の事実はないと答えている。 

 

なお、今週２６日（水曜）に米州機構会合が開かれベネ

ズエラの状況について議論される予定。 

 

「１０人に９人は抗議行動の継続に賛成」      

 

国会とアンドレス・ベジョ・カトリック大学は７月５日

～１６日にかけて３８０名を対象としたアンケート調

査の結果を公表した。 

 

同アンケートによると９３．２％は街頭での抗議活動を

継続することに賛成し、４．４％は否定、残りの２．４％

は無回答だった。 

 

「現在の抗議活動の目的は何か」という問いに対して、 

 

政治犯の釈放のためが１９．５１％ 

マドゥロ独裁政権に抗議するためが１６．２％ 

全ての国民の将来のためが１５．０％ 

総選挙を要求するためが１３．８％ 

制憲議会選挙に反対するためが１３．６％ 

人権侵害に抗議するためが１０．６％ 

国会の権限を取り戻すためが１０．１％ 

という結果だった。 

一方で誠実な対話により合意を図るためという回答は

全体の１．９％と極めて少なかった。 

 

他、情報の収集方法として 

ツイッターの回答が２６．８％と最も多く、次いで

WhatsApp が２０．６％、Facebook が１７．９％、

Youtube が１４．６％、 Instagram が１３．５％、

Periscope が６．７％との結果が出た。 

 

よく閲覧する情報サイトは 

La Patilla が１６．１％、Runrunes が１５．２％、El 

Nacional が１２．９％、Prodavinchi が１１．６％、Efecto 

Cocuyo が９．０％、El Patizo が８．０％、El Estimulo

が６．７％、Aporrea が３．６％、Contrapunto が３．

１％であった。 

 

ツイッターで最もフォロワーが多かったのはフレディ・

ゲバラとカプリレス知事でともに１３．０％。次いでネ

ルソン・ボカランダが１１，５％、マリア・コリナ・マ

チャドが９．４％、レオポルド・ロペスが８・３％、ミ

ゲル・ピサラが７．８％と続いた。 

 

敢えて、個人的な見解を述べると、これは野党国会と私

立の大学が実施したアンケートで、この結果は野党の意

見に偏っている。野党を支持する若者の意見を探る上で

は有意義であるが、ベネズエラ全体を反映した数字であ

るとは言い難い。 
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経 済                      

「アルゼンチン外相 ベネズエラへの制裁求める」  

 

Infobea が公表した記事によると、アルゼンチンのホル

ヘ・ファウリエ外相はメルコスールとしてベネズエラに

対して強硬な経済制裁を科すよう求めた。 

 

一方で、対話による解決も支持している。 

 

「プエルトリコがベネズエラへの制裁検討」     

 

プエルトリコのホセ・エンリケ・メレンデス議員は、マ

ドゥロ政権と関係する法人・個人がプエルトリコ政府と

商業取引が出来ないようにする法案を提示した。 

 

「プエルトリコ政府は民主主義を支持する政府として、

マドゥロ政権を容認あるいは支援している法人、個人と

の取引はできない」 

「ベネズエラ国民は非民主主義的なマドゥロ政権の一

方的な行動により地獄のような生活を送っている。マド

ゥロ政権は憲法に違反し、独裁的に国を治めようとして

いる。」 

 

との声明を発表した。 

 

「６月の生活基礎費は１７８万ボリバル」      

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人の家庭

が１カ月にかかる食費（基礎食料費）と医療費や住居費

などを含めた１カ月の生活費（基礎生活費）を毎月公表

している。 

 

すでにベネズエラ・トゥデイ No.９で１７年６月の食費

調査が１２３万ボリバルだったと報告したが、今回は住

居費や教育費などすべてを含めた生活費の調査が公表

された。 

 

同組織の調査によると１７年６月の基礎生活費は１７

３万８，１５１ボリバルとの結果が出た。先月から生活

コストが２１．９％上昇したことを意味する。 

 

 

 

社 会                      

「デスパシート作曲者、歌手が政権に抗議」     

 

スペイン語圏で最近流行っている歌謡曲がある。

「DESPACITO」という曲だ。 

プエルトリコ人の歌手ルイス・フォンシ氏は

「DESPACITO」を７月３０日の制憲議会選挙のテーマ

ソングにしていることに抗議している。 

 

「この曲が歌詞を変えて政治的な目的で利用されるこ

とは全く聞かされていなかった。歌は楽しむためのもの

であり、国民の意志を操作するために使用されるもので

はない。」と批判した。また、「DESPACITO」作曲家も

楽曲使用の交渉は受けておらず著作権違反だ。とマドゥ

ロ政権を非難している。替え歌は以下のサイトから確認

できる。「DESPACITO」選挙替え歌。なお、マドゥロ

政権は批判を受けた後もこの曲を使い続けている。 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

基礎バスケット価格 基礎食料バスケット価格

表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442090ab4a078993db629ded1dddb390.pdf
http://efectococuyo.com/politica/luis-fonsi-y-daddy-yankee-reclaman-a-maduro-por-uso-politico-de-despacito
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２０１７年７月２５日（火曜）           

政 治                      

「野党 ４８時間ストライキの詳細を発表」     

 

日曜に野党が宣言した通り２６日（水曜）AM６時～２

８日（金曜）AM６時にかけてストライキが展開される。 

先週２０日（木曜）は２４時間のストライキだったが、

今回は４８時間のストライキになる。 

 

ストライキとは言え、野党支持者は街頭で反政府活動を

行うと予想される。実際に２０日（木曜）は野党支持者

と治安当局が衝突し、全国で５名の死者と多数の負傷者、

逮捕者が出ている。 

 

野党のホセ・オリベロ議員、ミゲル・ピサラ議員、ファ

ン・レケセンス議員は 

「７月２６日 AM６時から、お店を閉め、従業員も出勤

せず、労働者は自宅に待機し、ベネズエラ国民は自宅近

くの全ての近隣の道を封鎖しよう。」 

と支持者へ呼びかけた。 

 

一方で、フレディ・ゲバラ国会第一副議長は自宅に待機

し、外に出ないよう呼びかけている。 

 

また、国民がストライキに備えて食料や飲料の備蓄をし

ており、店舗の棚がカラになっている写真が多く投稿さ

れている。なお、ホセ・オリベロ議員は、コロンビア国

境付近では（ベネズエラ国内で食料品などが購入できな

いため）２万５，０００人のベネズエラ人がコロンビア

の国境を渡り、買い物をしたと発言した。 

 

全国輸送組合の代表は、会員に２日間のストライキに参

加するよう呼びかけた。そのため多くの輸送機関が操業

を停止することが予想される。 

 

 

「検察庁 会計監査長の娘を取り調べ」        

 

検察庁はマニュエル・ガリンド会計監査長の娘マイラ・

ガリンド氏の取り調べを始める。 

 

マイラ氏が会計監査庁の保険部門ダイレクターを務め

ていた際に入札の落札者を恣意的に決めていた疑いが

ある。 

容疑を調べるため、８月１０日 AM９時に検察庁に出頭

するよう命じた。非政府機関トランスパレンシア・ベネ

ズエラによると、マニュエル・ガリンド会計監査長は娘

に制限なしに権限を与えていたと報じている。 

 

一方で、検察庁のトップであるルイサ・オルテガ検事総

長は真っ向から政権と対峙しており、最高裁判所は職権

乱用の容疑で彼女を裁判にかけている。 

 

（写真）会計検察庁 マニュエル・ガリンド氏 
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「警察諜報部 SEBIN 新判事２名を拘束」      

 

アンソアテギ州でヘスス・ロハス新判事とスレイマ・ゴ

ンサレス新判事が SEBIN に拘束された。 

同２名は先週の２１日（金曜）に野党多数の国会から最

高裁新判事として任命を受けたばかりだった。 

 

なお、先だってアンゲル・セルパ新判事も SEBIN に拘

束されていた。彼は軍事裁判所で裁判をかけられ、現在

は自宅軟禁となった。同氏は現在、ハンガーストライキ

を行っている。 

 

「エクトル議員 ミランダ州知事選に出馬」      

 

これまでに若者相やスポーツ相を歴任してきた与党

PSUV 所属のエクトル・ロドリゲス国会議員は、１２月

に予定されている州知事選挙でミランダ州の知事選に

出馬する意向を明らかにした。 

 

１２月１０日に行われる全国州知事選挙は２３州の知

事を決める大事な選挙で、８月には本格的に選挙プロセ

スが始まる。出馬を希望する人は８月上旬に国家選挙委

員会（CNE）に申請をしなければならない。 

 

野党は目下、制憲議会選挙の阻止に全力を注いでおり、

州知事選挙については深い議論はしていないようだ。ま

た、州知事選挙のプロセスに乗ることは、政権が敷いた

レールに野党が乗ることを意味する。これまで対立路線

を鮮明に示してきた手前、支持者に失望を与えかねない。 

 

なお、現在ミランダ州の知事を務めているカプリレス知

事は、過去の公共事業の入札案件で不正があったとの疑

惑を受け、公職選挙に出馬できない。 

 

 

 

「与党内で新政治団体の発足を宣言」            

 

ニュースサイト「エル・コオペランテ」は与党所属でカ

ラボボ州補欠議員のイバン・テジェス氏は制憲議会選挙

に反対し、新たな政治団体を発足すると報じた。 

 

イバン・テジェス氏は記者会見で、自身がチャビスタで

革命分子であるとした一方で、マドゥロ大統領の進める

制憲議会選挙には賛同できず、与党と離れて新たな政治

団体を組織すると宣言した。 

彼の発表した際、横にはルイサ検事総長の夫で与党国会

議員のルマン・フェレール氏とエウストニオ・コントレ

ラス氏が付き添っていた。 

 

「米国 ベネズエラ政府関係者の制裁検討」     

 

米国共和党所属のマルコ・ルビオ議員は、強烈なベネズ

エラ政権の反対派だ。同氏はトランプ政権に対して、１

０名の政府関係者を追加で制裁するよう要請した。 

ルビオ議員に名指しされた制裁候補者は以下の１０名。 

 

１．ティビサイ・ルセナ国家選挙委員会代表 

２．マルピカ・フローレス国家歳入庁長官 

３．ヘスス・スアレス陸軍総司令官 

４．カルロス・ペレス国家警察長官 

５．イリス・バレラ元刑務所制度相 

６．タレク・ウィリアム・サアブ護民官 

７．シモン・セルパ PDVSA 財務役員 

８．カルロス・オソリオ大統領府担当相 

９．マルコ・トーレス食糧相 

１０． ルッコ・アルビシーニ CENCOEX 総裁 

ルビオ議員はヌエボ・ヘラルドのインタビューに 

「民主主義を破壊し、国民を苦しめる政権を崩壊させる

始まりに過ぎない。もし７月３０日に制憲議会選挙が起

きれば追加制裁が待っている。」と警告した。 
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経 済                       

「IMF ベネズエラの経済予想を下方修正」      

 

IMF の南米地域担当リサーチャーは南米地域の２０１

７年 GDP 成長率を１．１％から１．０％に下方修正し

た。 

一方でアルゼンチン、ブラジルは経済低迷に改善がみら

れるとした。 

 

ベネズエラについては２０１７年の経済成長率を当初

のマイナス７．４％からマイナス１２％に大きく下方修

正した。IMF はベネズエラの２０１６年の経済成長を

マイナス１８％と予測しており、１６年から更に１２％

のマイナス成長を見通していることになる。 

 

「エセキボに新原油を発見」            

 

エクソンモービルはベネズエラとガイアナで国境紛争

がある地域エセキボの油田調査を行っている。 

 

エクソンモービルは２５日（火曜）にパヤラ鉱床に原油

埋蔵地域を発見したと報告した。これによりパラヤ鉱床

の原油埋蔵量は５億バレル程度になるとされる。 

 

 

（写真）エクソンモービル 

 

 

「DICOM 第１０回目を発表」           

 

第１０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２６日（水曜）PM４時まで   

■競売決定日時：７月２７日（木曜）AM８時   

■結果公表：７月２８日（金曜）   

■決済日：７月３１日（月曜）   

■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 

 

なお、DICOM で得られる外貨には上限がある。個人は

四半期ごとに最大５００ドル、法人は４０万ドルが上限。 

 

以上 

 

https://www.dicom.gob.ve/2017/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-010-17/

