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（写真）野党系市民団体「Frente Amplio」 “ストライキの実施を検討すると発表” 

 

 

２０１８年７月２０日（金曜） 

 

政 治                     

 「野党会談について 賛否両論 

～野党政治家はポジティブな意見が多い～」 

「Frente Amplio ストライキの実施を検討」 

「医療分野の対応策について国連と会合」 

経 済                     

 「アイサミ経済担当副大統領 鉄鋼開発会社を視察」 

 「２３回目 DICOM １ドル１４．４万ボリバル」 

 「原油価格 １バレル６６．０８ドル」 

社 会                     

 「オソリオ元食糧相に汚職捜査」 

2018 年 7 月 21～22 日（土・日） 

 

政 治                    

 「全国大会を前に与党関係者が見解を示す 

～主要テーマは為替・罷免投票～」 

 「在ベネ・ロシア大使 制裁はロシアにも影響」 

「米国 ベネズエラに人道支援受け入れ要請」 

経 済                    

「NYT オピニオン記事 

経済回復には５４０億ドル融資では足らない」 

「２．９億ユーロの医薬品・医療資材を購入」 

 「祖国カードで鉄道料金支払いを開始」 

 「アムアイ製油所からガス流出か」 
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２０１８年７月２０日（金曜）             

政 治                       

「野党会談について 賛否両論            

  ～野党政治家はポジティブな意見が多い～」       

 

７月１９日 野党の主要政治家が会合を行った（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.165」７月１９日付の記事参照）。 

 

当日の詳細について、続報が出ているので紹介したい。 

 

まず当日の参加者について、いくつかの報道ではラモ

ン・ギジェルモ・アベレド MUD 元幹事長が参加してい

たとの報道が流れていたが、アベレド氏自身が当日は参

加していなかったと報道を否定した。 

 

他、当日の様子について、会合を行っている最中にファ

ルコン氏が党首を務める発展進歩党（AP）の党員（具体

的な名前は書かれていないが、筆者が調べた限り複数の

AP 党員が投稿している）がツイッターで 

 

「現在、ファルコン党首、カプリレス元ミランダ州知事、

マニュエル・ロサレス新時代党（UNT）党首、ラモス・

アジュップ行動民主党（AD）幹事長らが会合を行って

いる。」 

「民主的で憲法に準じた公平な選挙での政権交代を目

指すことで合意した。」 

と投稿した。 

 

会合中だった野党政治家らは、AP 党員の投稿について

ファルコン AP 党首に説明を求め、会合が混乱する場面

があった。 

 

AD 関係者の話によると、会合は秘密裏に行うつもりは

なかったが、ここまでパブリックにするつもりもなかっ

たとメディアにコメントしたようだ。 

 

AP 党員がツイッターで会合を報じたのはファルコン党

首の指示だったとの情報が流れている。 

 

確かに今回の一件は、ファルコン党首が野党政治家を取

りまとめたような印象を国民に与えた。 

 

袋小路に陥っている他の野党政治家に対して「自身の

AP の名義で１２月の市議会議員選に出馬が出来る」と

提案した点でも、参加者の中で前向きな提案が出来たの

はファルコン党首だけだったように思える。 

 

しかし、野党政治家を罠にはめたようなやり方はファル

コン党首を快く思わない野党支持者を更に反ファルコ

ン思想に駆り立てるものになるだろう。 

ツイッターではファルコン AP 党首はもちろん、彼に味

方するカプリレス元ミランダ州知事についても「裏切り

者」と非難する投稿が散見される。 

 

他方、MUD に所属する野党政治家はファルコン党首へ

の表立った非難を控えている印象だ。方針統一の必要性

は MUD 自身が認識しており、会合自体を非難する声は

あまり聞かれない。 

 

会合に参加しなかったアベレド元 MUD 幹事長、１７年

２月まで MUD 幹事長を務めていたトーレアルバ前

MUD 幹事長らは今回の会合についてポジティブなコ

メントをしている。 

 

他方、MUD の中でも急進派寄りのボリバル州地方政党

「La Causa R（LCR）」のアンドレス・ベラスケス党首

は「自分は会合には参加していないし、するつもりはな

い」と穏健派野党との接近を明確に否定した。 

 

スペインに亡命したアントニオ・レデスマ元カラカス首

都区長も「自由で公平な選挙は独裁政権が終わってから

でなければ無理だ」と発言。 

MUD の穏健派への傾倒を警戒している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月２０日～７月２２日報道            No.１６６   ２０１８年７月２３日（月曜） 

3 / 9 

 

「Frente Amplio ストライキの実施を検討」         

 

７月２０日 「Frente Amplio」は記者会見を開き、民主

的な変革のための力を集結させるため、関係団体とスト

ライキを実施するかどうか検討していると発表した。 

 

低賃金や解雇など労働環境の問題は多くのベネズエラ

人にとって看過できない問題になっている。 

 

ベネズエラ社会紛争観測団体（Ovcs）は１８年に入って

６月までに５，１３５回の抗議行動が全国で行われたが、

うち２，０１９回は労働環境の改善を求める目的の抗議

行動だったと報告している（「ベネズエラ・トゥデイＮ

o.165」７月１８日付の記事「１８年は抗議行動で１３

名が死亡」参照）。 

 

政治的な理由での抗議行動の動員は伸び悩む傾向にあ

るが、労働条件の改善に関する抗議行動であれば、多く

の市民が集まるかもしれない。 

 

「Frente Amplio」は１７年３月に野党連合（MUD）の

呼びかけで野党を支持する教育界、学生団体、企業団体、

カトリック団体などにより発足した団体（「ベネズエラ・

トゥデイ No.108」３月８日付の記事参照）。 

 

MUD に属するボリバル州の地方政党「LCR」は以前か

ら全国的なストライキの実施を呼びかけていた。 

 

LCR のアンドレス・ベラスケス党首は自身のツイッタ

ーに、Frente Amplio の発表に対して好意的なコメント

を投稿している。 

 

また、このストライキ計画に参加する大衆意志党（VP）

の党員も増えてきている。野党内の見解の相違は引き続

き深く、簡単には埋めることができない。 

 

 

 

（写真）アンドレス・ベラスケス LCR 党首ツイッター 

“赤丸で囲まれている人がベラスケス LCR 党首” 

 

「医療分野の対応策について国連と会合」                  

 

７月２０日 カルロス・アルバラード保健相と国連の人

口基金（UNFPA）およびユニセフはベネズエラの医療

問題について議論した。 

 

米国や米州機構からの人道支援を拒むベネズエラ政府

だが、国連の工業開発機関（UNIDO）など国連からの

支援は比較的前向きに受けている。 

 

会合にはベネズエラ血友病団体（AVH）も参加していた。

同団体の代表者は、 

「今年に入り血友病で８名が死亡した。血友病患者はベ

ネズエラに約５，０００人おり、必要な抗生剤がないの

で病気が悪化している。」と現在の医療事情を訴えた。 

 

他、会合に参加した国営病院関係者は 

「資材不足で国営病院は実質的には閉鎖状態にある。人

道支援を求めなければいけない。」 

 

労働条件の改善を求める看護士の抗議行動は今も続い

ており、２６日が経過するが、保健省から満足のいく回

答は得られていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
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経 済                        

「アイサミ経済担当副大統領 鉄鋼開発会社を視察」           

 

７月２０日 アイサミ経済担当副大統領はガイアナ開

発公社（CVG）の国営会社の一つ「フェロミネラ・デ・

オリノコ」の鉄玉の生産工場を視察した。 

 

「フェロミネラ・デ・オリノコ」の工場は現在、拡張工

事中。約８，０００名の職員が拡張工事に従事している。

１９年６月に完成する予定で現在の進捗状況は６２％

だと説明した。 

 

また、アイサミ経済担当副大統領はこの拡張工事の資金

は中国ベネズエラ共同基金から拠出されており、投資額

は４億２，５００万ドルと発言。 

工事が完了すれば年間３００万トンの鉄玉を生産でき

るようになると発表した。 

 

現在の生産能力が年間３００万トンなので、拡張工事が

完了した後の生産能力は年間６００万トンになると発

表した。 

 

 

（写真）Ferro Minera del Orinoco 

“同社が生産している鉄玉” 

 

 

 

 

「２３回目 DICOM １ドル１４．４万ボリバル」         

 

ベネズエラ中央銀行は第２３回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ１６８，６０９．６ボリバル。 

ドル建てで１ドル１４４，０００ボリバル。 

 

前回の DICOM レートは１ドル１２万ボリバルだった

ので２０％ボリバル安になったことになる。 

 

外貨の割り当て総額は１７万１，６０８．１ドル。 

２１回目の割り当て総額が１２７万６，８０７．９４ド

ル。２２回目が５８万２，６３１．１３ドルだったので、

徐々に減少していることになる。 

 

法人７社に対して１１万５９６．２ドルが割り当てられ、

２６１名に対して６万１，０１０．９ドルが割り当てら

れた。 

 

割り当て金額が最も多かったのはスーパーマーケット

の「Excelsior Gama」で６万１，０００ドル。 

次いで繊維業の「Texitiles ２６」が２万ドル（資材輸入）。 

アルミニウム製品製造業の「Envases Venezolanos de 

Alminio（Envalca）」が１万８，９００ドル（原材料輸入）

だった。 

 

「原油価格 １バレル６６．０８ドル」                     

 

１８年７月１６日～２０日のベネズエラ産原油の平均

価格は４４３．４６人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６６．０８ドル／バレル。前週の６８．７

８ドルから２．７ドル下落した。 
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社 会                        

「オソリオ元食糧相に汚職捜査」           

 

軍人中将で元食糧相のフェリックス・オソリオ氏の汚職

調査が進んでいる。 

 

オソリオ元食糧相は０８～１０年のチャベス大統領存

命時と、１３年～１４年のマドゥロ大統領の執政時に食

糧相を務めた。 

 

１回目の任期中の０８年に鶏肉、牛乳、豆類を入れた６

５コンテナ、金額にして４４０万ドル相当の食料品が腐

敗した状態で見つかった。 

輸入者は PDVSA の食料公社 PDVAL でオソリオ氏に

対する直接的な非難はなかったが、同氏が関与していた

と報じられていた。 

 

その後、２回目の任期にオソリオ食糧相（当時）は

PDVAL のボードメンバー８名のうち６名を自身の知

人に入れ替え、外貨管理委員会（CADIVI）からの外貨

割り当てを通じて汚職を働いたとされる。 

 

CADIVI は、PDVAL 向けの食料・医薬品輸入の名目で

「Alimento Venenceres 社」と「Fermacos Venenceres」

に外貨２，３５０万ドルを割り当てた。 

この２社は元 CADIVI 長官のマニュエル・バロッサ氏

の会社。 

 

また、食糧省管轄のスーパーマーケット「CASA」、

「Mercal」の食料輸入取引にもタックスヘイブンの会社

が絡んでおり、オソリオ元食糧相の汚職関与が疑われて

いる。 

 

２０１８年７月２１～２２日（土・日曜）             

政 治                       

「全国大会を前に与党関係者が見解を示す       

      ～主要テーマは為替・罷免投票～」        

 

７月２８～３０日にかけて与党のベネズエラ社会主義

統一党（PSUV）の全国大会が行われる予定。 

 

全国大会を前に与党関係者が自身の見解を発表する機

会が増えている。 

 

CLAP 代表でタチラ州の国民保護官でもあるフレディ・

ベルナル氏は現在の状況について 

「私は統治が出来ていない現状を恥ずかしく感じてい

る。現状の責任は我々にある。チャベス大統領就任前の

第４共和国のせいではない。 

 

我々はボリバル革命を始めて１９年間が経過した。今の

良い点も悪い点も責任は我々にある。」 

と現在の政策について苦言を呈し、改革の必要性を訴え

ている。 

 

与党の重鎮エリアス・ハウア教育相は民放のインタビュ

ー番組に出演し、「全国大会の主要テーマは経済、特に

為替と製造業の安定になる」と発言した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年７月）

（出所）ベネズエラ石油省
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また、ヘスス・ファリア制憲議員（元貿易国際投資相）

がしきりに外貨管理制度の廃止を訴えている点につい

て、 

「議論があるのは不思議なことではない。彼を悪魔のよ

うに非難するべきではない。同志のファリア制憲議員は

自分の見解を発言しているだけだ。 

 

問題について精査しよう。外貨管理制度が本当に機能し

ているか確認しよう。同時に外貨管理制度がない状態で

どのように経済を安定させることが出来るのかも検討

する。ベネズエラの商品価格は外国が決めるものではな

い。」 

と為替改革の支持までは表明していないが、一定の理解

を示した。 

 

また、カベジョ PSUV 副党首（制憲議長）は国会議員の

罷免投票を呼び掛けている。 

 

罷免手続きは選出された選挙区単位で行うことになる。

つまり、ミランダ州選出議員を罷免するためにはミラン

ダ州の有権者の署名を集めなければいけない。 

 

野党議員を全て罷免投票にかけるためには２３州がそ

れぞれに署名集めを行う必要がある。 

 

カベジョ PSUV 副党首は全国大会で各州代表の協力を

得るべく水面下で準備を進めていると報じられている。 

 

「在ベネ・ロシア大使 制裁はロシアにも影響」           

 

在ベネズエラ・ロシア大使館の Vladimir Zaemsky 大使

はロシアの国営メディア「Tass」で米国からの制裁につ

いてロシア・ベネズエラ関係に悪影響を及ぼしていると

の見解を示した。 

 

 

 

Zaemsky 大使はベネズエラへの制裁について 

「ロシアとベネズエラは石油・ガス産業で６つの合弁会

社を設立している。ベネズエラの金融余力は制裁で制限

されている。制裁はロシア企業にも影響を与えている。 

 

制裁はロシアとベネズエラの経済関係に悪影響を及ぼ

しており、今の両国の関係は最も良い状態にあるとは言

えない。」 

とコメントした。 

 

なお、このコメントは「El Nacional」が「Tass」のロシ

ア語サイトを翻訳したもの。 

 

「Tass」の英語版サイトにも Zaemsky 大使の記事が報

じられているが、記事のタイトルは「米国軍がベネズエ

ラを軍事攻撃する可能性は残っている」。 

 

「Tass」の英語版を読むと、米国政府を非難する内容に

なっており、先に説明した制裁によるロシア・ベネズエ

ラ関係については割愛されている。 

 

「米国 ベネズエラに人道支援受け入れ要請」           

 

米国国際開発庁（USAID）のマーク・グリーン氏は衛生

用品や生活必需品が置かれているマイアミの倉庫を視

察、その写真を自身のツイッターに投稿した（次ページ

参照）。 

 

グリーン氏は「この資材はベネズエラ支援のために米国

が用意したもので、マドゥロが人道支援を求めればすぐ

にベネズエラに向けて送られる」と説明。ベネズエラ政

府に対して人道支援を受け入れるよう求めた。 

 

また、米国のムニューチン財務長官はＧ２０の会合で

「ベネズエラの状況は非常に厳しい。同国の貧困状況は

容認しがたい。ベネズエラは以前、健全な経済だった。 
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国民があのような形で苦しむ理由はない。」とコメント

した。 

 

また、米国の制裁がベネズエラ国民に影響を与えている

のではないかとの記者からの指摘について 

「我々は選択的に適切な制裁を科している。ベネズエラ

政治家に直接的な影響を与えるもので、国民に対してで

はない。」と回答した。 

 

 

（写真）米国国際開発庁（USAID）マーク・グリーン氏 

 

経 済                         

「NYT オピニオン記事               

 経済回復には５４０億ドル融資では足らない」         

 

米国紙「ニューヨーク・タイムス」にハーバード大学教

授でチャベス政権前に企画相を務めたリカルド・ハウス

マン氏らがベネズエラの状況について記事を投稿した。 

 

なお、リカルド・ハウスマン氏は世界的に高名な経済学

者の一人だが、野党派でベネズエラ問題については冷静

な分析が出来ていない印象を持っている。 

 

また、自身の政治思想を理由に敢えて言っていない部分

が多い点も気になる。 

 

 

ベネズエラの状況は悪化を続けている。国際機関の経済

見通しが正しい場合、ベネズエラの国内総生産は５年間

で５０％減ったことになる。 

 

この種の壊滅的な経済低迷はジンバブエの０２～０８

年当時よりもひどく、６０年間の歴史上で最も深刻と言

える。比較対象になり得るのは共産主義国になったソ連

あるいはここ数十年で戦争状態にあったイラク、リベリ

ア、リビア、南スーダンくらいだろう。 

 

状況が悪化するに従い経済回復のために必要な内容も

変わってくる。チャビスモ（故チャベス元大統領の信奉

者の総称）は２０年かけてベネズエラを国際社会の支援

を求めなければいけない状況に変えた。 

 

ラテンアメリカおよび国際社会はそのように認識し、緊

急的にベネズエラを救出しなければいけない。 

 

２０１３年からチャビスモが政権を譲った後のベネズ

エラ救済プログラムを計画している。 

 

１４年９月にはベネズエラの崩壊を避けるため、ベネズ

エラ国民と外国債権者の痛みを平準化する債務再編計

画を提案した。 

 

１５年には壊滅的な人道問題について警鐘を鳴らした。 

 

１６年にはベネズエラの経済専門家グループと共同で

経済回復のために５年間で５４０億ドルが必要になる

との試算を示し、IMF に協力を仰いだ。 

 

１７年にはベネズエラの具体的な救済プランを公開し

た。 
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しかし状況は変わり当時の経済回復プランを見直さな

ければいけない。 

 

以前、ベネズエラの経済回復のためには５年間で５４０

億ドルの融資が必要だと試算したが、現在の壊滅的な状

況を踏まえればこれでは不十分と考えている。 

 

OPEC の最新のレポートによると、１８年５月のベネズ

エラの産油量は１７年５月から日量５７万バレル減少

した。前年同期比で２９％減を意味する。 

 

この差は１２０億ドルの外貨収入を減らすことになる。 

なお、１２０億ドルは１７年にベネズエラが年間で輸入

した金額とほぼ同額。減産により現在の外貨準備の１４

０％の外貨収入を得る機会を逸したことになる。 

 

更に精製施設は壊れており、電力、水、家庭用ガス、医

療システムが崩壊している。 

 

我々の問題はもはや債務再編だけでは修正できない。

IMF が極めて低金利で超長期の巨額金融支援を行う必

要がある。 

 

ベネズエラはもはや国際市場で融資を得られる状況に

はない。今のベネズエラは貧しい国だ。相当な借金漬け

になっている。もはや融資ではなく他国からの寄付を求

める段階にきている。 

 

寄付は世界的に見れば珍しいことではないが、ラテンア

メリカでは稀なことだ。特にベネズエラは以前であれば

金持ちと言われていたが、今は違う。 

 

現在の国民一人当たりの GDP は２，６００ドル。 

また、産油量をベネズエラ人口で割ると０５年と比較し

て６４％も減少している。 

 

 

 

チャビスモは世界的に見て多くの寄付を受けている国

よりもベネズエラを貧しい国に変えてしまった。 

 

我々の新たな試算ではベネズエラの経済回復のために

は６００億ドルが必要になる。ベネズエラは医薬品や経

済回復のために約２００億ドルの寄付金が必要になる。 

 

十分な資金があれば国内通貨を発行することで歳出を

カバーする必要が無くなり、インフレの根源を絶つこと

が出来る。 

 

ベネズエラは人類の近代史上、最も悲惨な状況に陥って

いる。ベネズエラへの速やかな人道支援はラテンアメリ

カの最も高い優先事項でモラルの観点から世界が対応

しなければいけない。 

 

ベネズエラの崩壊は難民を生み出し、マラリアや麻疹な

ど疫病を拡大させる。また、麻薬、汚職、資金洗浄を拡

大することになる。 

 

一方でベネズエラ政府は政治的な理由で人道支援の受

け入れを拒絶しており、国民の声明を脅かしている。 

 

ベネズエラの悲劇は圧力と空腹を通じて徐々に浸透し

ており、国際社会はこの人道問題に介入する義務がある。 

 

まず改革の第一歩として、ベネズエラに所有権を回復さ

せ、個人の安全を保証する。同時に、市場原理を回復さ

せる必要がある。また、ボリバル革命により生み出され

た巨大な社会保障の不足を埋めなければならない。 

 

ハイチに行った寄付、アルゼンチンに行ったような IMF

の金融支援、イラクに行ったような債務再編が必要にな

る。 

ベネズエラを出来るだけ早く正常な状態に戻すには国

際社会の支援と理解が必要になる。 
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「２．９億ユーロの医薬品・医療資材を購入」              

 

７月２２日 マドゥロ大統領は医療問題対策として約

２．９億ドル相当の医薬品、医療器材を輸入すると発表

した。 

 

１億６，８２８万ユーロは血液透析キットの購入。また、

腎臓病患者の透析キット。 

 

２，８８２万ユーロは３カ月分の一般医薬品の購入。 

 

６７２万ユーロは使い捨ての医療用資材（特に緊急）。 

 

８，３００万ユーロは腫瘍、移植、エイズ患者向けの高

価格医薬品と資材。 

 

「医療社会プログラム「Barrio Adentro」を拡充し、社

会保障システムを充実させなければいけない。保健省の

全てのシステムを立て直す必要もある。 

 

医療は３本柱で成り立っている。１つ目の柱は「Barrio 

Adentro」。２つ目の柱は「社会保障制度」、３つ目の柱

は「国営病院」だ。」とコメントした。 

 

「祖国カードで鉄道料金支払いを開始」              

 

７月２３日からカラカス―クア間の地上鉄道のチケッ

トが祖国カードで支払えるようになる。 

 

現在のところ４９，８８０人の利用者が祖国カードでの

チケット支払いシステムに登録されている。 

 

２３日から駅に設置されているチャージ専用機（次ペー

ジの写真）によって、祖国カードにチャージできるよう

になる。チャージ金額は１００ボリバルが最小で、２，

０００ボリバルが限度。 

 

 

（写真）EL UNIVERSAL 

 

「アムアイ製油所からガス流出か」              

 

７月２１日の夕方６時 PDVSAのパラグアナ石油精製

施設のアムアイ製油所でガスの流出事件が起きた。 

 

問題の対応に当たった軍部の情報によると、ガスの流出

はアムアイ製油所とカルドン製油所をつなぐ地下の鉄

管からで製油所の稼働自体には影響を与えていないよ

うだ。 

 

PDVSA労働者と軍部は問題の深刻性を分析するためロ

ステケス市の通りに集まり、周りの住民に事件が知れ渡

った。１２年８月にアムアイ製油所が大規模な爆発をし

たこともあり、近隣住民が懸念をしめしているようだ。 

 

PDVSA の関係者は現在のガスの充満度は１０ｐｐｍ。

高レベルで爆発の恐れがあるとコメントした。 

ただし、２２日（日曜）に爆発したという報道がないこ

とから、事件は何とか収束したと思われる。 

 

以上 

 

 


