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（写真）一般人ツイッター “７月３１日 停電したマイケティア国際空港” 

 

 

２０１８年７月３０日（月曜） 

 

政 治                     

 「マドゥロ大統領 PSUV 党首に再任 

カベジョ制憲議長 PSUV 副党首に再任」 

「AD、UNT 政党更新作業に応じる」 

「内務司法相 全国の SAIME 事務所を査察」 

 「Foro Penal 政治犯は２４８名」 

経 済                     

 「ゲラ議員 PDVSA 職員給料は中銀が払っている」 

 「スリア州マラカイボ湖で原油流出」 

社 会                    

 「大学教授の給料は月額７ドル」 

２０１８年７月３１日（火曜） 

 

政 治                    

 「国勢調査に参加しなければ支援の対象外」 

「大統領 州知事・閣僚らにはっぱをかける」 

経 済                    

 「ペトロは４月２６日から取引されていない」 

社 会                    

 「首都カラカス８０％、近隣都市で大停電 

～空港、地下鉄、地上鉄道、信号などに影響～」 

「金融機関 BOD グループ会社が訴訟受ける」 

「ロペス国防相の給料は１．２億ボリバル？」 

「NYT ベネズエラ人がスペインで不動産購入」 
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２０１８年７月３０日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 PSUV 党首に再任           

   カベジョ制憲議長 PSUV 副党首に再任」       

 

７月３０日 与党ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）

の全国党大会が始まって３日目。 

 

ディオスダード・カベジョ PUSV 副党首は、ニコラス・

マドゥロ大統領を PUSV 党首に再任すると発表した。

同様に全国の政党役員を指名する権限をマドゥロ大統

領に一任すると発表した。 

 

与党の中には全国の政党代表を投票で決定するべきだ

との意見も存在していた。 

 

マドゥロ大統領（PSUV 党首）は、これを受けてディオ

スダード・カベジョ制憲議長を PSUV の副党首に再任

すると発表。 

 

政党内部の分裂が懸念される中、党首、副党首は現状維

持だったことになる。 

 

また、マドゥロ大統領に党内役員の人事権を一任したこ

とによりカベジョ制憲議長がマドゥロ大統領に反旗を

翻すという構図はとりあえず避けられたと言えそうだ。 

 

なお、カベジョ PSUV 副党首がマドゥロ大統領を党首

にすると発表している最中に会場が停電したことで、野

党系メディアのジョークのネタになっている。 

 

 

 

 

 

「AD、UNT 政党更新作業に応じる」         

 

選挙管理委員会（CNE）は５月の大統領選に参加しなか

った政党に対して、政党更新手続きを行っており、７月

２６日は政党更新の申請期限だった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.168」７月２６日付の記事参照）。 

 

７月２６日時点では政党更新の対象となる行動民主党

（AD）、新時代党（UNT）が更新作業に応じるかどうか

は不明だったが、少なくとも期限内に更新申請はしてい

たようだ。 

 

CNE のタニア・デアメリオ役員は、８月２５～２６日

にかけて行動民主党（AD）、新時代党（UNT）、他２政

党の政党更新のための署名集めを実施すると発表した。 

 

また、８月１３～１５日の間に政党更新を申請した各党

責任者は CNE に行き、申請が真正なものであることを

証明する合意書に署名しなければいけない。 

 

 

（写真）タニア・デアメリオ CNE 役員ツイッター 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
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「内務司法相 全国の SAIME 事務所を査察」                  

 

７月３０日 ネストル・リベロル内務司法平和相はパス

ポートを発行する出入国管理庁（SAIME）の全国２４４

の事務所の査察を行うと発表した。 

 

リベロル内務司法平和相はツイッターで 

「本日、SAIME の地域代表と会合を行った。マドゥロ

大統領の支持により汚職撲滅のため SAIMEのサービス

を抜本的に再構築する。」 

と投稿した。 

 

以前からパスポートの発行・更新の遅れが問題視されて

いた。また、パスポートの発行を優先的に処理する代わ

りに賄賂が必要になるとの告発も多い。 

 

６月１５日には SAIME の長官が交代している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.151」６月１５日付の記事参照）。 

 

 

（写真）ネストル・リベロル内務司法平和相ツイッター 

 

「Foro Penal 政治犯は２４８名」             

 

７月３０日 人権団体「Foro Penal」のゴンサロ・イミ

ブオ氏は同日時点でベネズエラに政治犯が２４８名い

ると訴えた。 

 

また、７，３００人が不当な理由で自由を制限されてい

ると説明した。 

 

Foro Penal は自身のウェブサイト・ツイッターで政治犯

リストを公表しており、アルマグロ事務局長はこのリス

トが真正なものであると保証している。 

 

 

（写真）アルマグロ OAS 事務局長ツイッター 

“Foro Penal の公表する政治犯リストを正式なものであ

ると保証するアルマグロ事務局長” 

 

経 済                        

「ゲラ議員 PDVSA 職員給料は中銀が払っている」           

 

第一正義党（PJ）所属のホセ・ゲラ議員は民放のインタ

ビュー番組に出演し、PDVSA は外国から投資を１セン

トも受け入れられるような状況にはないと PDVSA の

運営を非難した。 

 

「現在の PDVSA の産油量は日量１３０万バレルまで

落ち込んでいる。これは１９４７年の時点と同じだ。ベ

ネズエラは産油量を回復させなければいけない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
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しかし、産油量を回復させるためには投資を呼び込むた

めの経済改革が必要になる。 

 

残念ながら PDVSA は投資を受け入れられる状況には

ない。PDVSA は崩壊している。あなた方は PDVSA の

１１万人の労働者の給料が誰から出ているか知ってい

るか？PDVSA 労働者の給料は中央銀行から出ている。

PDVSA は何も生み出していない。」 

と訴えた。 

 

確かに PDVSA の給料は実質的には中央銀行から出て

いる。PDVSA は外貨不足と同時にボリバル通貨不足に

も苦しんでいる。理由の一つはガソリン価格が安すぎて、

ボリバル収入がほとんどないことだろう。PDVSA はボ

リバル通貨の不足分を中央銀行から借りている。 

 

その意味では PDVSA 労働者の給料は中央銀行から出

ていると言っても過言ではないだろう。 

 

「スリア州マラカイボ湖で原油流出」            

 

モナガス州選出のマリア・カスティージョ議員（国会気

候変動委員会の副委員長）はスリア州のマラカイボ湖で

原油が流出していると写真付きで投稿した。 

 

「PDVSAは環境汚染に目をつむり、耳を閉ざしている。

流出した原油を回収する手段も資金もない。」 

とツイッターで PDVSA を非難した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Maria Castillo 議員ツイッター 

 

社 会                        

「大学教授の給料は月額７ドル」            

 

ベネズエラ中央大学（UCV）教員団体の書記長を務める

ホセ・グレゴリオ・アルフォンソ氏は民放のインタビュ

ー番組に出演し、大学教授の給料について 

「最もよい給料でも月額１３ドル。教授のキャリア開始

時の給料は月額７ドル。エチオピアの大学教授よりも

我々の給料は低い。」 

とコメントした。 

 

また全ての教授が生活コストをカバーできておらず、貧

困の状態にあると訴えた。 

 

最近では給料の改定を求める労働者の抗議行動が増え

始めている。医療セクターに続いて大学セクターも抗議

行動の多い業種だ。また、交通業界の抗議行動も頻発し

ている。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月３０日～７月３１日報道             No.１７０   ２０１８年８月１日（水曜） 

5 / 8 

 

２０１８年７月３１日（火曜）             

政 治                       

「国勢調査に参加しなければ支援の対象外」        

 

マドゥロ大統領は交通業界の実態を把握し、適切な支援

を検討するために８月３日～５日にかけて国勢調査を

実施すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.169」

７月２９日付の記事参照）。 

 

国勢調査はベネズエラの全国民ではなく、祖国カードの

保有者のみを対象としている。 

 

「７月３１日 マドゥロ大統領は国勢調査で自動車保

有の登録申請をしなかった者はガソリンや（部品購入に

関する）支援の対象外となる。 

全ての国民が祖国カードを持って自動車登録をしなけ

ればいけない。」 

と発言した。 

 

なお、この措置は祖国カードの保有者だけを選択的に支

援する措置であると非難する声も多い。 

 

交通業界団体は８月３日～５日に実施される国勢調査

について、「政府に協力するかどうかを検討する」と発

表している。 

 

「大統領 州知事・閣僚らにはっぱをかける」           

 

７月３１日 マドゥロ大統領は全国の州知事、閣僚を集

めて「外国から制裁を受けようが、攻撃をされようが泣

き言を言わずに働かなければいけない」と経済立て直し

に尽力するようはっぱをかけた。 

 

マドゥロ大統領は現在の経済情勢について 

 

 

 

「我々が試行してきた生産モデルはこれまでのところ

失敗している。」 

と経済政策がうまく機能していないとの認識を示した。 

 

「我々には原油、ガス、石油化学、鉄、金、ダイヤモン

ド、銅、アルミニウムがある。帝国主義国が我々を攻撃

するからうまくいかないのか？ 

 

泣き言は十分だ。それは意味がないことだ。責任を持っ

て発言する。あなた方は私の前で泣き言を言ってはいけ

ない。 

 

外国からの攻撃があろうとなかろうと、経済ブロックが

あろうとなかろうと我々は生産活動を継続しないとい

けない。ベネズエラを生産的で偉大な国にしなければい

けない。 

 

もし魔法の杖があって米国の帝国主義が消え、民主的な

国家を尊重するような国に変われば良い。しかし、今の

ところそれが起きる見込みはない。 

 

米国はいつか民主主義に目覚めると信じているが、それ

は今年ではないし、数年は訪れそうにない。」 

と集まった閣僚らを奮起させた。 

 

経 済                       

「ペトロは４月２６日から取引されていない」            

 

経済学者のアレハンドロ・グリサンティ氏は民放のイン

タビュー番組に出演し、通貨切り下げについて 

 

「我々が入手した情報によると新紙幣は既に中央銀行

には相当な量が到着している。しかし、金融機関には配

られていない。なぜなら、まだいくつゼロを取るか決め

きれていないからだ。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59a2bc630e0db6ca4ba600a7f2f253f.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月３０日～７月３１日報道             No.１７０   ２０１８年８月１日（水曜） 

6 / 8 

 

「金融機関がそれぞれのシステムで通貨の単位を減ら

すための調整を行わなければいけない。８月２０日から

通貨切り下げを施行するのは時間が足りないだろう。 

再び、２～４週間は延期され９月中旬での施行になるの

ではないか。」 

との見解を示した。 

 

また、新通貨（ボリバル・ソベラーノ）と価値を連動さ

れると言われているデジタル通貨「ペトロ」について、

「ペトロは４月２６日を最後に取引がされていない。最

後の取引は国営銀行のバンコ・ビセンテナリオがベネズ

エラ中央銀行にペトロを売却したのではないかと考え

ている。ペトロを取引したいという需要は無い。ペトロ

の取引市場ができることはないだろう。」 

との見解を示した。 

 

社 会                        

「首都カラカス８０％、近隣都市で大停電         

 ～空港、地下鉄、地上鉄道、信号などに影響～」            

 

７月３１日 最も大きなニュースはカラカスの大停電

だろう。 

 

モタ・ドミンゲス電気エネルギー相によると、カラカス

の８０％で停電が起きたと発表している。停電から３時

間ほど経過して、電力が次第に復旧し始めたが、その後

も停電を繰り返し電力の不安定な状況が続いた。 

 

ドミンゲス電気エネルギー相は、停電の原因についてサ

ンタ・テレサ・サブステーションでケーブルが切断され

たことが原因だと説明。 

 

ケーブルが切断されている写真を見せて、反政府派のサ

ボタージュによる停電だと発表した。 

 

 

 

停電の影響は大きかったようだ。 

 

地下鉄は止まり、地上鉄道も停止。乗客は歩いて次の駅

まで移動することを余儀なくされた。カラカスに隣接す

るバルガス州のマイケティア国際空港も停電し、国内・

国際線の運航に影響が出た。 

 

他、信号機が停止、インターネット通信はダウン、エレ

ベーターは停止など経済機能がマヒした。 

 

「金融機関 BOD グループ会社が訴訟受ける」         

 

民間の金融機関「バンコ・オクシデンタル・デ・デスク

エント（BOD）」の外国にあるグループ会社が問題を起

こしたと報じられている。 

 

少なくとも、ベネズエラ人の口座２万件が BOD のグル

ープ会社「BOI Bank（アンティグア・バブーダ）」「Banco 

del Orinoco NV（クラサオ）」により詐欺の被害にあっ

ていると報じられている。 

詳細は不明だが、上記２銀行が利用者の口座を凍結させ

ているようだ。 

 

２銀行に凍結された口座の総額は１０億ドルを超える

とされている。口座凍結がいつから始まっているのかは

分からないが、長い人では３年間口座が凍結された理由

を明らかにするよう申請しているが回答を得られてい

ないという。 

既に１８年４月に被害者が弁護団を結成し、訴訟を申請

したと報じられている。 

 

「BOI Bank（アンティグア・バブーダ）」「Banco del 

Orinoco NV（クラサオ）」は BOD のグループ会社でバ

ルガス氏が１５年に設立した銀行。 
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弁護士によると「BOI Bank（アンティグア・バブーダ）」

「Banco del Orinoco NV（クラサオ）」は預金者の資金

を使用し、ベネズエラ国債を購入していたとされる。 

しかし、債券のパフォーマンスが悪くなり資金繰りが厳

しくなっていたようだ。 

 

「ロペス国防相の給料は１．２億ボリバル？」                   

 

１８年６月１５日に承認された軍人の給料表の情報が

メディアに出回っている。 

 

この給料表によると、パドリーノ・ロペス国防相の給料

は基本給が最低賃金＋食料補助の合計額の１２倍。 

加えて役職給料が基本給の６０％加算。勤続年数ボーナ

スで更に基本給の６０％加算。計算すると１．２億ボリ

バルになる。 

 

他方、CENDAS-FVM の公表する１８年６月の生活コ

ストは６．５億ボリバル（「ベネズエラ・トゥデイ No.167」

７月２４日付の記事参照）。 

 

もちろん軍部には優先的な CLAP の食料品が配布され

るなど優遇措置はあるだろうが十分とはいえない金額

だろう。 

 

「NYT ベネズエラ人がスペインで不動産購入」         

 

米国紙「ニューヨーク・タイムズ」はスペインがベネズ

エラから難民だけではなく不動産投資も受け入れてい

るとのレポートを報じた。 

 

スペインの不動産専門誌によるとサラマンカ地区（富裕

層の住む地区）だけでもベネズエラ人が所有するマンシ

ョンが７，０００件以上あるという。 

 

 

 

 

ベネズエラは経済情勢が混迷化し、飢餓が深刻な問題に

なっているとされている。 

 

数百万人のベネズエラ人が日々の生活と格闘する一方

で、マドリッドの不動産に潤沢な資金を避難させる難民

もいる。 

 

スペインの不動産アドバイザールイス・バジェス氏は、

「スペインでも最も富裕層が多いとされるサラマンカ

地区を歩くと、ベネズエラ人が購入した建物が１区画に

一つはある。」と話す。 

 

バジェス氏は具体的な名前は明らかにしなかったが、あ

る不動産購入者はマイアミの会社の名義で購入した。し

かし、資金は常にベネズエラから入っていたと話す。 

 

近年、マドリッドの不動産価格は１７％上昇した。不動

産バブルの状況と言える。 

サラマンカ地区はブランドショップやレストランが並

び特に不動産価格が高騰している地域。ベネズエラ人富

裕層の資金が高騰の一因とされている。 

 

購入者のほとんどはマドゥロ政権を支持しない野党系

の富裕層。政治経済の混乱を受けてスペインに非難して

きている。他方、与党系人物も将来に不安を感じ購入す

る。 

 

大衆意志党（VP）党首のレオポルド・ロペス党首の父

親、レオポルド・ヒル氏は 

「最近はマドリッドのレストランに座っていると、カラ

カスでは会いたくないような人物が近くに座っている

ことがある（与党系の人物がスペインに来ているという

ことだろう）。」と語る。 

 

不動産専門誌によると、サラマンカ地区だけでも７，０

００件のマンションがベネズエラ人に購入されている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb5f02895129f96abc55a34a9a6eb6f8.pdf
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マドリッドの投資会社「SNB キャピタル」のローラン

ド・セイハ氏（ベネズエラ人）は 

 

「ベネズエラから来ている資金の一部はマドゥロ政権

の関係者のものだ。その資金は親族の口座に流れている。

ベネズエラでは常に政府と良好な関係を維持する人に

資金が流れることになっている。 

 

また、スペインで事業を起こし成功するベネズエラ人が

出始めている。 

 

ベネズエラで暮らしていたアンドーニ・ゴイコチェア氏

はベネズエラで薬品学の勉強を続けることを諦め、マド

リッドに引越した。彼は「Goiko Grill」というハンバー

ガー店を開業し、今はスペインに４４店舗ある。 

今年６月に「ルイヴィトン」が資本参加している会社が、

この「Goiko Grill」を１．５億ユーロで購入した。 

 

以前はベネズエラ人にとってスペインでの投資は不動

産だったが、最近では考え方が変わりつつあり、ビジネ

スを始める人が増えている。 

自発的に亡命したベネズエラ人は、自身の知人にスペイ

ンに来るよう促す人が多い。 

 

 

以上 

 

 

 


