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（写真）「Pregunta Capriles」 “５カ月ぶりにカプリレス元ミランダ州知事がネット番組を放送” 

 

 

２０１８年７月１６日（月曜） 

 

政 治                     

 「カベジョ制憲議長 国会議員罷免の準備整った 

～国会議員の罷免投票実施の法的な障害～」 

 「Soy Venezuela 抗議行動の参加者伸び悩む」 

経 済                     

 「ついに中央銀行に新札到着か」 

 「１８年６月の基礎食料費は３．８億ボリバル」 

 「Conindustria 代表 ボリバル革命は崩壊した」 

社 会                     

 「Corpoelec 元幹部 賄賂受領で有罪判決」 

 「米 コロンビアへの難民支援６００万ドル増額」 

２０１８年７月１７日（火曜） 

 

政 治                    

 「カプリレス氏 野党の状況にコメント 

～外国からの過干渉に批判的な見解示す～」 

 「EU - CELAC 会合 

～スペインの対ラ米方針の転換を確認～」 

経 済                    

 「Torino １８年の原油輸出は２３７億ドル」 

 「米国政府 Citgo 社長の就労ビザを取り消し」 

 「ベネズエラ産青カニからウイルス感染の疑い 

～トリニダード・トバゴは輸入禁止措置～」 

 「鉱業相 非石油資源の開発状況を説明」 
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２０１８年７月１６日（月曜）             

政 治                       

「カベジョ制憲議長 国会議員罷免の準備整った     

   ～国会議員の罷免投票実施の法的な障害～」       

 

５月にディオスダード・カベジョ制憲議長は国会議員の

罷免手続きを提案（「ベネズエラ・トゥデイ No.135」５

月９日付の記事参照）。 

 

ペドロ・カレーニョ制憲議員もこの提案に同調し、制憲

議会での議論のテーマになっている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.160」７月８日付の記事参照）。 

 

７月１６日 本件についてカベジョ制憲議長は自身の

テレビ番組で 

「罷免手続きのための算段は付いた。あとは政治的な決

断をするのみだ。」 

と発言した。 

 

具体的な手続きが今後進んでいくとみられる。 

 

他方、選挙専門家でもあるエルヘニオ・マルティネス記

者は、国会議員の罷免手続きには他の公職者とは異なる

障害があると説明している。 

 

ベネズエラの選挙で選ばれた全ての公職者は任期の半

分が過ぎると罷免手続きが可能であると憲法で謳われ

ている。 

 

国会議員の任期は５年間で、現在の国会議員の任期は１

６年１月～２０年１月となる。任期の半分は１８年６月

に経過したので、憲法上、国会議員の罷免手続きを行う

ことは可能。 

 

 

 

一方で国会議員は選出時に補欠議員も選ばれる。仮に当

選した議員が何らかの事情で議員活動を継続できなく

なった場合は、補欠議員が職務を引き継ぐことになって

いる。 

 

当選議員が罷免手続きを受けた場合、補欠議員が任務を

引き継ぐことになると理解できるが、その点については

最高裁が見解を示すことになるだろうと分析している。 

 

また、１６年に野党がマドゥロ大統領の罷免手続きを試

みたが、当時は多くの障害を設けられ、手続きの進みも

遅かった。最終的に罷免手続きの署名集めのプロセスで

不正行為があったと地方裁判所が判定し、罷免手続きは

停止してしまった。 

 

国会議員の罷免手続きでも１６年と同じスタンダード

で対応するのであれば、今年中の実施は不可能になる。 

 

とは言え、最高裁も選挙管理委員会も与党に有利な決定

をするのは周知の事実。 

政府が罷免投票をすすめたければ出来るだろうが、その

点については野党および国際社会から非難がくるだろ

う。 

罷免手続きの正当性を確保できなければ、外国からの制

裁強化が予見される。 

 

「Soy Venezuela 抗議行動の参加者伸び悩む」         

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首を中心とする急進野党グループ「Soy Venezuela」は

７月１６日に全国規模の抗議行動を呼びかけていた。 

 

野党連合（MUD）が停滞する中、マチャド党首への期

待が高まりつつあるため、抗議行動への参加者が増える

可能性も考えたが、動員は今一つだったようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97403785ad941c625e926da60b06227f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
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（写真）Soy Venezuela、Vente Venezuela ツイッター 

（注）写真は上からヌエバエスパルタ州、タチラ州、カ

ラボボ州で呼びかけられた抗議行動の様子。 

 

 

カラカスでは「Soy Venezuela」に所属する野党グルー

プが国会議事堂に集まり７月１６日の国民の決定に従

うよう求めた。また、国外の最高裁を正式なものと認め

るよう訴えた。 

 

 

（写真）Convergencia Venezuela ツイッター抜粋 

 

経 済                        

「ついに中央銀行に新札到着か」           

 

通貨切り下げの施行日が８月４日に近づいている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.162」７月１１日付の記事

で通貨切り下げ後の新札「ボリバル・ソベラーノ」が近

日中に金融機関に届くとの記事を紹介した。 

 

本件について、７月１６日に新札が中央銀行に到着した

との記事が流れている。同日、治安当局の護衛者に囲ま

れ、複数の現金輸送車が中央銀行に入っていった。 

 

実際のところ新札が手元に届いたとして、銀行預金や

ATM のシステム改修など導入には他にも様々な障害が

ある。また、異常に安いガソリン価格や公共料金の値段

を通貨切り下げ後にどうするかも明らかにされていな

い。 

８月４日に導入できるかどうかは未だに不明と言える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
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「１８年６月の基礎食料費は３．８億ボリバル」         

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年６月の

食費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮らした場

合の平均必要コスト）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、食費は３億７，８３０

万６１７．９４ボリバルで、先月と比べて７１．８％上

昇した。 

 

１７年１２月から１８年６月までの６カ月間の物価上

昇率は２，１９３％。 

１７年６月から１２カ月間の物価上昇率は３万６６

４％になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Conindustria 代表 ボリバル革命は崩壊した」                  

 

民間製造業で組織された団体「Conindustria」のファン・

パブロ・キロアガ代表は１８年の Conindustria 総会で

経済の現状について見解を述べた。 

 

「我々はベネズエラの発展のための計画や準備ができ

る状況にはない。２１世紀型の社会主義革命は明らかに

崩壊している。 

外国からの認知がないことが崩壊の理由ではなく、国民

を置いていく政策を行ったことが崩壊の理由だ。 

 

今のベネズエラにはゴミをあさる人が増えている。今後

の豊かな生活への期待も薄れている。 

 

物価の上昇は激しく現状に不満を感じる国民は増えて

いる。今は３０～４０回の抗議行動が全国で毎日行われ

ている。 

 

民主主義への回帰を求めるための国際社会のプレッシ

ャーは１９年間続いてきた強権的な政治の変革を後押

ししている。国の発展に必要なのは尊重と信頼の構築

だ。」と訴えた。 

 

 

（写真）Conindustria “ファン・パブロ・キロアガ代表” 
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社 会                        

「Corpoelec 元幹部 賄賂受領で有罪判決」           

 

米国法務省は電力公社（Corpoelec）元幹部のルイス・

カルロス・デ・レオン氏に対して汚職資金受け取りの罪

で有罪判決を言い渡したと発表した。 

 

レオン氏は１７年１０月にスペインで逮捕されたが、米

国側の要請により１８年２月に米国へ引き渡され、米国

で裁判が行われていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.52」

１０月２８日付の記事参照）。 

 

報道によるとレオン氏は１５年１２月に米国で逮捕さ

れたロベルト・リンコン氏やアブラハム・シエラ氏らに

賄賂を要求したこと、スイスの口座に資金を隠したこと

などを認めている。 

 

なお、ロベルト・リンコン氏の息子も汚職に関わってい

たようで先月６月６日にスペインで逮捕されている。 

 

「米 コロンビアへの難民支援６００万ドル増額」                  

 

米国国際開発庁（USAID）は拡大するベネズエラ人難民

への対応費としてコロンビアに６００万ドルを追加で

拠出すると発表した。 

 

米国政府は、ブラジル・コロンビアなど難民が増加する

ベネズエラ隣国に援助資金を送っている。 

現地サイト「La Patilla」によると、米国政府がベネズエ

ラ難民支援の名目でラテンアメリカ諸国に拠出した総

額は５，６００万ドル（約６０億円）に達している。 

うち、コロンビアに向けられた拠出金は最も多く３，２

００万ドル（３７億円）にのぼる。 

 

また、USAID は資金以外にもコロンビア側の国境の町

ククタに食料品や医薬品を寄付することを約束した。 

 

２０１８年７月１７日（火曜）              

政 治                        

「カプリレス氏 野党の状況にコメント         

  ～外国からの過干渉に批判的な見解示す～」        

 

７月１７日 元ミランダ州知事で第一正義党（PJ）のリ

ーダーであるエンリケ・カプリレス氏は５カ月ぶりに自

身のネット番組を放送。野党の現状について見解を述べ

た。なお、番組を継続できなかった理由を家族の理由な

どと説明した。 

 

主な発言内容は以下の通り。 

 

・外国にいる５名の野党政治家のやり方は極めて悪い。 

民主主義は外国が強要するものなのか。決断は国内でさ

れなければいけない。 

 

・野党の政治力と支持は日々縮小している。我々は日々、

政府に似てきている。国民は行動を求めている。チャカ

オの政治集会に参加する政治家の写真など人々は欲し

ていない。最初にしなければいけない行動は野党の方向

性を見直すことだ。私は見直しに参加する準備がある。 

など。 

 

他に、野党を批判することは政府に利する行為だとの見

解を示しているが、一方で彼自身も野党を非難している。 

 

外国にいる５名の野党政治家が誰であるかは明言しな

かったが、外国にいる主な野党政治家はフリオ・ボルヘ

ス前国会議長（カプリレス氏と同じ第一正義党（PJ）所

属）、アントニオ・レデスマ元カラカス首都区長（国民

勇猛同盟（ABP）所属）、カルロス・ベッキオ氏（大衆

意志党（VP）所属）などを指していると想像される。 

 

発言からは外国の過干渉に否定的な見解が見える。 

ファルコン AP 党首のスタンスに近いものと思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
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「EU - CELAC 会合                  

  ～スペインの対ラ米方針の転換を確認～」           

 

７月１６～１７日にかけて欧州連合（EU）とラテンア

メリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）の会合が行われ

た。 

 

本来であれば同会合は昨年１０月に実施される予定だ

ったが、ベネズエラの問題で CELAC と EU との認識に

溝があり、会合は保留になっていた。 

 

７月１７日 EU、CELAC は最終的に、多国間の友和を

尊重し、米国トランプ政権の保護主義的な政策を非難す

る声明を発表。 

声明に盛り込まれると思われていたベネズエラとニカ

ラグアの問題について 

「全ての国民の人権が尊重された環境での自由で公平

な選挙、民主主義を促進するための共同の努力を継続す

る。」 

との声明が盛り込まれたが、両国を直接的に非難する内

容は入らなかった。 

 

１８年６月にスペインの首相がラホイ首相からペドロ・

サンチェス氏に交代した。サンチェス氏の政党、社会労

働党は与野党対話に積極的なロドリゲス・サパテロ氏が

所属する政党。 

 

アレアサ外相はスペインのジョセフ・ボレル新外相と会

談を行い、その場でボレル新外相は 

「スペインはラテンアメリカの問題について、制裁強化

を率先することはない。それは我々の役割ではない。

我々の役割は変化を求め、対話を促進することだ。」 

と伝えたという。 

 

 

 

 

他ボレル外相は記者会見でベネズエラに対するスタン

スについて聞かれると 

「我々はキューバで起きたことを繰り返したくない。ス

ペインはキューバへの強硬な方針を主導した。キューバ

との雪解けを主導したのはフランスのオランド大統領

と米国のオバマ大統領だった。我々はキューバとの関係

改善の場にも参加しなかった。」 

とコメントした。 

 

EU-CELAC 全体としてはベネズエラを非難する声明を

発信することが出来なかったが、マドゥロ政権を非難す

る１４カ国で構成されるリマグループは７月１７日に

リマグループとしてベネズエラ政府を非難する声明を

発表した。 

 

「リマグループはベネズエラ軍人のコロンビア国境で

の活動に深い懸念を表明し、ベネズエラで起きている人

権の侵害と民主主義秩序の亀裂について警鐘を鳴らす。 

 

ベネズエラでは法律に基づかない方法で逮捕、拷問、劣

悪な待遇を科している。司法へのアクセスが保証されて

おらず、公権力が平等性を欠いている。」 

などの声明を発表した。 

 

マドゥロ政権は、コロンビアがベネズエラへ軍事侵略を

検討していると宣言。ペドロ・カレーニョ制憲議員は「ベ

ネズエラの軍用機を使用してコロンビアを攻撃する」な

ど過激な発言をしており、両国の緊張が高まっている。 

 

経 済                        

「Torino １８年の原油輸出は２３７億ドル」            

 

米国の投資会社「Trino Capital」は１８年のベネズエラ

原油輸出額が２３７億ドル程度になるだろうとのレポ

ートを公表した。 
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なお、１７年の原油輸出量は２６１億ドル程度だったと

予想しており、当時から２４億ドルほど外貨収入が減る

と予想している。 

 

「原油価格の回復よりも産油量の減少スピードの方が

激しかった。１８年末にはベネズエラの産油量は日量１

０７万バレルまで減少する可能性がある。国内での石油

燃料の使用量は減ったが、産油量の減少により輸出は大

きく減少した。 

 

また、精製施設の稼働率が低く、外国に輸出できる品質

の原油が生産できなかったため、輸出が更に減少した。」 

と分析している。 

 

「米国政府 Citgo 社長の就労ビザを取り消し」         

 

現地メディア「El Pitazo」は、米国の移民管理当局が

PDVSA 米国子会社 Citgo のアスドゥルバル・チャベス

社長の就労ビザ取り消しを命じた、と報じた。 

 

アスドゥルバル・チャベス氏は PDVSA の元役員で、石

油相の経験もある。故チャベス元大統領の従兄弟でベネ

ズエラ石油業界の重鎮の一人。 

 

１７年１１月に Citgo 社長に就任した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.63」１７年１１月２２日付の記事参照）。 

 

「Pitazo」の報道によると、チャベス Citgo 社長は３０

日以内に米国を離れなければいけないようだ。 

 

なお、先日中央銀行総裁に就任したカリスト・サンチェ

ス氏の前職は Citgo の副社長だった。 

報道によると、サンチェス氏は１８年５月に米国から就

労ビザを取り消されていたようだ。 

 

 

 

「ベネズエラ産青カニからウイルス感染の疑い      

  ～トリニダード・トバゴは輸入禁止措置～」              

 

７月１７日 ベネズエラの臨港の島国、トリニダード・

トバゴはベネズエラからの生の青カニ、青カニ加工品の

輸入を禁止した。青カニはベネズエラから輸出されてい

る主要な水産品の一つ。 

 

事の発端は米国。４月１日～７月３日にかけて米国ルイ

ジアナ州、メリーランド州、ペンシルベニア州などでビ

ブリオ菌に感染して１２名が病院に運ばれた。 

 

米国の食品医薬品局（FDA）は、感染原因についてベネ

ズエラ産の青カニの可能性が高いと言及し、ベネズエラ

産の青カニを食べないよう呼びかけている（オリジナル

の文章）。 

 

これは米国とトリニダード・トバゴでの動きだが、ベネ

ズエラでカニを食べるときは注意した方が良いだろう。 

 

米国であれば病院で治療が出来るだろうが、ベネズエラ

で感染した場合、治療は大変になるだろうと想像する。 

 

 

（写真）青カニ 

（ベネズエラではカングレホ・アスルと呼ばれる） 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://www.cdc.gov/vibrio/investigations/vibriop-07-18/index.html
https://www.cdc.gov/vibrio/investigations/vibriop-07-18/index.html
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「鉱業相 非石油資源の開発状況を説明」              

 

ベネズエラは原油埋蔵量世界一の国として有名だが、原

油以外にも資源に恵まれた国である。 

 

ビクトル・カノ鉱業開発相は現地メディア「Apporea」

のインタビューで資源セクター（原油以外）の現状につ

いて説明した。 

 

「ベネズエラには５０種類の資源が存在すると言われ

ているが、商業ベースで開発可能な資源で言えば１５品

目しかない。 

 

商業ベースで開発が可能とされる資源はダイヤモンド、

金、コルタン、鉄、ニッケル、ボーキサイト、大理石、

石炭、花崗岩、硫黄、長石など。 

これらの資源の多くはオリノコ資源アーチと呼ばれる

ボリバル州１１１，８４３．７平米キロに埋蔵されてい

る。 

 

直近の外貨不足問題を緩和させるため、ベネズエラ政府

は短期間で収入を確保できる資源の開発に注力する方

針を掲げている。すぐに収入が確保できる資源として金、

ダイヤモンド、コルタン、石炭に特に注力している。 

 

コルタンは故チャベス元大統領が２０１０年に開発開

始を発表し、８年後にようやく第１回目の輸出に成功し

た。今年５月にイタリアに向けて５トンのコルタンを３

万ユーロで売却した。 

ただし、問題もある。コルタンは不法に採掘されコロン

ビアに密売されている。 

 

大規模なトリウムの鉱脈も確認している。この鉱脈は未

開発の地域にあり開発が容易ではない。そもそも、トリ

ウムの開発をするか、自然保護を優先するかは議論が詰

まっていない段階だ。 

 

ベネズエラの金の埋蔵量は米国に次いで世界で２番目。 

 

金はベネズエラ政府が注力している資源で今年３月か

ら注目が一段と高まった。３月、ゴールドリザーブ社が

世界で４番目に大きな金鉱区を発見した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.113」３月２０日付の記事参照）。 

金の予想埋蔵量は１，４８０トンで５４３億ユーロの価

値がある。この埋蔵量を加えた場合、米国とベネズエラ

の埋蔵量の差はわずかだ。 

 

資源開発は多くの問題を抱えている。政府が資源の潜在

性を訴えれば訴えるほど、経済マフィアが同分野に入っ

てくる。 

 

ベネズエラは年間４０～４５トンの金を採掘している

と考えられている。鉱業開発省は金を中央銀行に売却し

ているが、我々の売却分はボリバル州で採掘された金の

３５～４０％程度に過ぎない。 

 

以前、金は政府のコントロールが全くない状態で外国に

不法に販売されていたが、現在は半分近くまで政府に引

き渡すようになった。」 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/919a6969e1d0be24ca436646468f990c.pdf

