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（写真）大統領府 “２０１７年に起きたマドゥロ大統領１２の勝利” 

２０１８年１月１日（月曜） 

 

政 治                    

 「フランス系与党支持ジャーナリストが選ぶ 

２０１７年に起きたマドゥロ大統領１２の勝利」 

 「野党系報道社が選ぶ  

２０１７年に起きた良いこと、悪いこと」 

経 済                    

 「１月から年金受給額は月額３４．８万ボリバル」 

 「原油を担保にするデジタル通貨は違法」 

社 会                    

 「オスカル・ペレス元捜査官関係者の父親逮捕」 

２０１８年１月２日（火曜） 

 

政 治                   

 「野党政治家 国民へ新年の呼びかけ」 

 「検事総長弟 PDVSA 法務担当に就任の噂」 

経 済                   

 「クラサオ製油所 GZE との契約を破棄」 

 「S＆P ２０１８年国債をデフォルト認定」 

 「賃金改定を受けて公務員の新給料表を公開」 

社 会                   

 「カラカスでメンテナンスのため長時間断水」 

 「少なくとも６州で停電（チャカオ市含む）」 
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２０１８年１月１日（月曜）             

政 治                       

「フランス系与党支持ジャーナリストが選ぶ                 

 ２０１７年に起きたマドゥロ大統領１２の勝利」       

 

フランスの月刊誌「ル・モンド・ディプロマティーク」

元編集長のイグナシオ・ラモネ氏が国際報道局テレスー

ルに「２０１７年に起きたマドゥロ大統領１２の勝利」

と題した記事を投稿した。 

 

1. 国会によるクーデターに対して治安部隊が対峙し

たこと。 

2. ベネズエラ人ジャーナリスト・ファブリコ・オヘダ

氏の遺体を移送し、野党の抗議行動から守ったこと。 

3. 米州機構の民主主義憲章の発動に対して南米・カリ

ブ海諸国が反対の意を唱え否決したこと。 

4. 反政府勢力の妨害にもかかわらず制憲議会選挙が

実施され、制憲議会が発足したこと。 

5. 州知事選の結果、１９州で与党が勝利したこと。 

6. １２月の市長選で３３５市のうち３０８市で与党

系候補が当選したこと。 

7. 金融ブロックにも関わらず、投資家との対話テーブ

ルを設定し、対外債務返済の協議を行ったこと。 

8. 医薬品不足にもかかわらずインドから緊急のイン

シュリン輸入を行ったこと。 

9. 金融妨害への対抗措置としてデジタル通貨ペトロ

の運用を宣言したこと。 

10. 祖国カード、CLAP など社会開発のための政策を実

施したこと。 

11. 汚職への対応 

12. 野党との対話テーブルに着いたこと。 

 

 

 

 

 

「野党系報道社が選ぶ                  

    ２０１７年に起きた良いこと、悪いこと」         

 

野党系の情報サイト Maduradas では以下の通り１７年

を総括した。 

 

＜２０１７年に起きた良いこと＞ 

1. 街頭に出て抗議行動を展開することでベネズエラ

人が現状に満足していないことを証明し、国際社会

がベネズエラ国民に連帯を示したこと。また、ベネ

ズエラ人が団結できたこと。 

2. 国際社会がマドゥロ政権に圧力をかけ始めたこと。

ベネズエラ政府高官への個人制裁を科すことで外

国資産を凍結し、ベネズエラ人から奪った資産を使

用できなくしたこと。 

3. 欧州連合が野党連合、政治犯らに対してサバロフ賞

を授与したこと。 

4. 元カラカス大首都区庁のアントニオ・レデスマ氏が

自宅軟禁から脱出し、スペインに出てベネズエラで

起きている人権問題を訴え始めたこと。 

5. 野球選手のホセ・アルトゥベ氏が米国のメジャーリ

ーグで MVP に選ばれたこと。 

＜２０１７年に起きた悪いこと＞ 

1. 国民が反政府行動を起こしたが、マドゥロ政権は国

民の意志を抑圧し、１００人以上が亡くなったこと。 

2. 国民の平和を守るという題目で制憲議会を発足し

た。しかし、制憲議会は民主主義を抑圧することを

承認する組織となった。発足から５カ月が経過する

が憲法については第一章さえも議論されていない。 

3. ベネズエラは食料不足や人道危機に襲われた。１日

３食が取れない。また、医薬品不足により多くの命

が失われた。 

4. 並行レートの急上昇により物価が高騰した。最低賃

金では家族はもちろん１人の生活も保障されない。 

5. 野党への迫害によりチャカオ市長、エルアティージ

ョ市長など多くの政治家が亡命した。 
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6. 制憲議会が州知事選・市長選を実施し、州知事・市

長ともに野党がほとんどの自治体の運営を失った

こと。 

 

経 済                        

「１月から年金受給額は月額３４．８万ボリバル」           

 

１２月３１日にマドゥロ大統領が最低賃金４０％増の

改定を発表した。その際に、年金受給者の受取額も変更

していた。 

 

年金生活者の受給額は基本的に最低賃金と同額だ。これ

に加えて、経済戦争賞与（Bono de Guerra Economica）

というものが追加される。これまで経済戦争賞与は約５．

３万ボリバルだったが、約５０％上昇し、９．９万ボリ

バルになる。 

 

月額受給額２４．９万ボリバルと９．９万ボリバルを足

して３４．８万ボリバルが１月からの受給額になる。 

 

 

（出所）Maduradas 

 

「原油を担保にするデジタル通貨は違法」         

 

１２月に入りマドゥロ大統領はデジタル通貨ペトロの

運用開始を発表した。ペトロはベネズエラの地下に眠る

原油を担保にすると宣言している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.78」１２月２７日付の記事参照）。 

 

しかし、ホセ・ゲラ議員（第一正義党所属）は炭化水素

法では地下資源を担保に設定することを禁止している

との記事をスぺイン系報道者 ABC エスパニョールに投

稿した。 

 

記事には 

「政府はペトロの価値を地下資源で保証すると言って

いるが、炭化水素法に照らし合わせれば合法的ではない。 

炭化水素法の第３条では地下に埋蔵されている原油、つ

まり採掘されていない資源は金融、商業取引で担保に使

用することが出来ない。」 

と書かれている。 

 

社 会                       

「オスカル・ペレス元捜査官関係者の父親逮捕」          

 

軍部は軍の腕章や軍人身分証明書を偽装した罪でウィ

リアム・アントニオ・カバーニャ氏を逮捕した。 

 

同氏の息子のフランクリン・カバーニャ氏は、オスカル・

ペレス元捜査官（CICPC）と１７年６月に内務司法平和

省のヘリコプターを奪い、最高裁判所や内務司法平和省

に上空から攻撃を仕掛け、逮捕された人物。 

 

親子ともに逮捕されたことになる。 

 

２０１８年１月２日（火曜）              

政 治                          

「野党政治家 国民へ新年の呼びかけ」         

 

１月２日になり、町も多少動きが戻り始めた。 

１１月６日からフレディ・ゲバラ国会第一副議長はチリ

大使館に保護されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」

１１月６日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
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そのゲバラ氏が約２カ月ぶりにツイッターを投稿した。 

 

「２０１８年は１９９９年に始まったトーナメントの

決勝戦だ。ベネズエラは変革の準備が出来ている。我々

の戦いは歴史に残ることになるだろう。この戦いは今年

で収束すると信じている。 

 

独裁政権は強固になるが、２０１８年は国民の知性、力、

信念を結集することでベネズエラに自由を取り戻すこ

とができる。」 

 

また、ベネズエラ主導党のマリアコリナ・マチャド党首

もツイッターで国民に呼びかけた 

 

「２０１８年を始めるにあたりベネズエラ人にメッセ

ージを送る。２０１８年は完全な自由を得る年になるだ

ろう。独裁政権は政権を渡そうとしないだろうが、決し

て屈しない。」 

 

「検事総長弟 PDVSA 法務担当に就任の噂」           

 

ジャーナリスト Maibort Petit 氏は、PDVSA と Citgo の

新たな法務アドバイザーがサアブ検事総長の弟になる

可能性があることを明らかにした。筆者が知る限り彼女

の出す情報はかなり正確だ。 

 

サアブ検事総長の弟の名前はドグラス・サアブ氏。同氏

は２００２年～２００３年にかけて PDVSA で勤務し

ていた。その後、サアブ検事総長がアラグア州知事に就

任し、アラグア州庁で勤務していた。 

 

ドグラス・サアブ氏は常に黒い服を着ているので「黒い

男（Hombre de Negro）」と呼ばれているようだ。 

 

 

 

 

 

（出所）Douglas Saab 氏ツイッター 

 

経 済                         

「クラサオ製油所 GZE との契約を破棄」            

 

１２月３１日 クラサオ政府は中国のエンジニアリン

グ会社 Guangdong Zhenrong Energy Co., Ltd（GZE）

と合意した石油精製施設の最新鋭化の投資を破棄する

ことを発表した。 

 

合意取り消しの理由は当初約束していた融資が得られ

なかったため。２０１６年 9 月の合意当時、GZE は中

国政府の保証を受けて１００億ドルの投資負担を負う

ことを約束していたが、中国政府から保証を得られず、

GZE 自体に１００億ドルを負担する資金体力が無いと

クラサオ政府が判断したことが理由。 

 

クラサオ政府は我々の要求を満たしてくれる新たな候

補先を探すとしている。 

 

現在、クラサオ製油所は貸与契約により PDVSA が使用

している。２０１９年１２月に PDVSA との契約が切れ

るが、このタイミングで最新設備への変更が完了する約

束だった。 
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「S＆P ２０１８年国債をデフォルト認定」         

 

格付大手のスタンダードアンドプアーズ（S＆P）は２０

１８年満期のベネズエラ国債を「デフォルト（D）」に降

格した。 

 

格下げの理由として利払い予定日だった１２月１日か

ら３０日のグレースピリオドが経過したが、約束の

３，５００万ドルの支払いが確認できなかったためと

説明している。 

 

「賃金改定を受けて公務員の新給料表を公開」        

 

最低賃金の改定を受けて、公務員の等級別給与も変更す

る。特別官報第６，３５４号で新たな給料が公表された。 

 

高卒に該当する者の給料は、最初は月額２４．９万ボリ

バル。階級が上がるに従い給料が増えて、最大で月額５

３．１万ボリバルまで増える。 

短大卒は２７．５万～最大で５６．７万ボリバル。 

大学卒は２９．２万～６１．２万ボリバル。 

労働者は役職に応じて２４．９万～４２．４万ボリバル

まで増える。 

 

月額給与に加えて、月額５４．９万ボリバル分の食料補

助チケットを受け取る。 

 

公務員は、CLAP や政府系の物資を購入する機会が多い

とは言えかなり安い。お小遣い稼ぎとして汚職に手を染

める公務員が多いのは納得できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）官報 

 

社 会                       

「カラカスでメンテナンスのため長時間断水」          

 

新年早々、停電断水が頻発している。カラカス水道局

「HidroCapital」は１月２日からメンテナンスのため以

下の地域で３２時間断水すると公表した。 

 

・チャカオ市 

アルタミラ、ロス・パロス・グランデス、カントリーク

ラブ、エル・ペドロガル、ラ・カステジャーナ 

・スクレ市 

エル・ロサリオ、ロス・チョロス、ロス・ドス・カミー

ノス、サンタ・エドゥビヒス、セブカン 
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他、バルータ市、リベルタドール市も断水の対象になる。 

 

スリア州は更に深刻だ。スリア州は１月２日（火曜）午

後５時～１月４日（木曜）午後５時まで４８時間断水す

る。対象地域はサン・フランシスコ市、ミランダ市、マ

ラカイボ市北東部など。 

 

「少なくとも５州で停電（チャカオ市含む）」        

 

１月２日に少なくとも５つの州で停電が起きた。 

 

電力公社 Corpoelec の発表によると、ミランダ州（チャ

カオ市、ロステケス市）、グアリコ州（サラサ市）、アラ

グア州（カグア市）、ララ州（イリバレン市）、スリア州

（マラカイボ市）で停電が起きたとしている。 

 

１月１日の時点でモッタ・ドミンゲス電気エネルギー相

は大雨により一部の地域で電力供給が不安定になる可

能性があるとツイッターで投稿していた。 

 

スリア州の一部の地域では断水と停電が同時に起きる

など最低限の生活にも支障をきたすような状況になっ

ている。 

 

以上 

 


