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（写真）ラファエル・ラカバ氏ツイッターより抜粋 選挙キャンペーン中のラカバ氏 

 

２０１７年９月２９日（金曜） 

 

政 治                   

 「与党知事候補 選挙キャンペーンで異常行動」 

「反政府活動家 米国で政府要人と面談」 

 「アレアサ外相 米国の人道支援法案を非難」 

「チャカオ市長 街頭の封鎖は暴力行為と認識」 

経 済                   

 「外貨不足で牛乳、コンポート工場が稼働停止」 

 「副大統領 金融取引を拒むドイツ銀行を非難」 

 「ベネズエラで国際チョコレート展示会を開催」 

「ベネズエラ産原油 １バレル５０ドル超える」 

２０１７年９月３０日（土曜） 

 

政 治                   

 「カラカス市民へのアンケート調査 

～与野党双方への不信が拡大～」 

 「野党候補者変更の承認会が中止」 

 「１８年の国家予算案は制憲議会へ提出」 

経 済                   

 「PDVSA 総裁 サービス事業者と会談」 

 「在ロシア大使 SPS と PDVSA 事業協力協定」 

社 会                   

 「ベネズエラ 米国領事館の売却手続きを開始」 
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２０１７年９月２９日（金曜）             

政 治                       

「与党知事候補 選挙キャンペーンで異常行動」       

 

９月２３日から州知事選のキャンペーンが始まってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.37」９月２５日）。 

アラグア州知事に出馬しているマルコ・トーレス元財務

相（元経済担当副大統領）も自転車に乗りながら国民と

触れ合うなど、地道な活動をアピールしている。 

 

そんな中、ひときわ異様な選挙キャンペーンを展開して

いる候補者がいる。 

 

与党カラボボ州のラファエル・ラカバ候補だ。演説中に

寝そべる、街頭に上りポールダンスを始める、路上でヌ

ードになるなど、その奇行ぶりが報じられている。好意

的に見る者もいるが、政治家としての品性を疑うとの意

見もある。当然、選挙に影響を与えることだろう。 

なお、よく見てみると写真はズボンを脱いでいるのでは

なく、脱がされているようにも見える（事実は不明）。 

 

 

 

（写真）El Politwico より抜粋 

 

ラカバ氏は以前、国会議員（カラボボ州選出）、在イタ

リア・ベネズエラ大使、カラボボ州のプエルト・カベジ

ョ市長（０８年に当選、１３年に再選）を務めていた。

２０１６年８月に健康問題を理由にプエルト・カベジョ

市長を辞職している。また、プエルト・カベジョでサッ

カー教室の代表を務めている。 

２０１７年１０月１日（日曜） 

 

政 治                   

 「大統領選 野党の対抗馬はアルップ元議長」 

 「米国 ベネ政府に人身取引の取締強化求める」 

 「大統領 選挙に向けたバラまきを開始」 

 「大統領 ロシアへの出張を予定」 

社 会                   

 「国会議員 中国企業の汚職を告発」 

「国鉄（IFE）作業員 メンテナンス中に事故」 

 「CLAP 代表 交通事故にあう」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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「反政府活動家 米国で政府要人と面談」         

 

先週「レシステンシア」というグループがチャカオ一帯

で抗議行動を行ったという報道を紹介した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.38」９月２５日、２６日付の記事参照）。 

 

同団体の代表らがジョン・マケイン議員やロジャー・ノ

リエガ米州機構の米国代表大使など政府要人らと会談

をしている。 

 

個人的には、９月２５日、２６日の同団体が行った抗議

行動を映像で確認する限り、若者がガードレールを破壊

するなど、平和的な抗議行動とは認識できない振る舞い

が多い印象だった。 

恐らく少なくないベネズエラ国民がそのような印象を

受けただろう。 

 

米国政府として同団体と関係を持つと、マドゥロ大統領

が米国を非難する材料になると思われる。 

 

 

（写真）ロドリック・ナバロ氏のツイッターより抜粋 

“Resistencia の代表らとマケイン議員の写真” 

 

 

 

 

 

「アレアサ外相 米国の人道支援法案を非難」                 

 

９月２８日 米国下院議会の対外政策委員会がベネズ

エラへ人道支援を行う法案を承認した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.39」９月２８日付の記事参照）。 

 

これに対して、アレアサ外相は 

 

「米国による人道支援はベネズエラへの内政干渉を強

めることを目的としており、偽善以外の何物でもない。

もし、国の状況の改善を望むのであれば、国民の生活を

悪化させている一方的な制裁行為を解除することだ。」 

 

と米国の姿勢を非難した。 

 

「チャカオ市長 街頭の封鎖は暴力行為と認識」             

 

９月２９日 チャカオ市のグスターボ・ドゥケ新市長は

民放グロボビシオンのインタビュー番組に出演した。 

 

そこで、９月２５、２６日にかけて行われた「レシステ

ンシア」というグループの抗議行動を暴力的だったと非

難した。 

 

「チャカオでは平和的な抗議行動は歓迎する。手すりを

破壊し、道路を壊す行為は平和的な抗議行動とは認識で

きない。私は暴力行為だと認識する。多くのチャカオ市

民が、暴力的な抗議行動に対して拒否感を示している。 

我々には投票という手段がある。チャカオ市民はオカリ

ス州知事候補（野党選出）に投票して意思を示すことが

できる。」 

とコメントした。 

 

野党派のチャカオ市長自身が今回の抗議行動を明確に

非難したことは、同団体が抗議行動をする抑止力になる。

治安の安定には望ましいことだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de7ce96570fe022d91e01fb0c58df116.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de7ce96570fe022d91e01fb0c58df116.pdf
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経 済                       

「外貨不足で牛乳、コンポート工場が稼働停止」          

 

自動車塗装会社に続いて、他にも工場の稼働を停止する

会社が増えている。 

 

輸入原材料の在庫不足により、カラボボ州にあるネスレ

のコンポート工場の稼働が停止した。同工場の稼働停止

は３週間前にアナウンスされており、想定内だ。 

 

政府に接収されたVenvidrioという容器メーカーの生産

が低下し、容器不足が起きていた。 

 

１７年１月に外貨管轄組織である Cencoex から９００

万ドルの外貨を割り当てられたが、同資金で輸入した在

庫は使い果たしたとのこと。 

 

労働者は、基本給と食料補助を受け取れることは確定し

ているが、今後の雇用の継続を懸念している。 

 

また、乳製品工業会のローガー・フィゲロア代表による

と、牛乳メーカーも製品を入れる容器がないため生産を

継続できないようだ。 

 

Venempaque という全国６０～７０％程度の容器を製

造する会社が政府に接収されてから、容器不足の問題が

起きたと指摘している。 

 

「副大統領 金融取引を拒むドイツ銀行を非難」        

 

DICOM 第１５回の清算が未だに終わっていない（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.30」９月７日付の記事参照）。 

 

アイサミ副大統領は第１５回 DICOM で清算する８

０％の外貨は送金が完了していない。と発言した。 

 

 

送金が遅れている理由は中継銀行である米国ドイツ銀

行が、米国の金融制裁を理由に送金の受付を拒んでいる

からだと説明した。 

 

「ベネズエラで国際チョコレート展示会を開催」         

 

ベネズエラでチョコレートの国際展示会が開催され、１

２０のカカオ事業者が出店した。 

 

同展示会で７００人のパティシエが１８．５６メートル

のチョコレートを作り、１２年間変わらなかったスイス

の記録を抜き、世界一長いチョコレートのギネス記録に

認定された。 

 

チョコレートでギネス記録を塗り替えたのは今年で３

年連続。１５年は世界一大きいコインチョコを作った

（重量は８７４キロ）。また１６年には６００人を招待

し、世界一大きなチョコレートの試食会を開催した。 

 

なお、日本はベネズエラにとってカカオの輸出国第１位。

日本にとってもベネズエラ産カカオの輸入額はガーナ

に次いで第２位（１６年の貿易統計）。 

 

ベネズエラ産チョコレートの詳細は弊社サイトを参照。 

「幻のカカオ豆「カカオ・クリオージョ」」 

 

 
（写真）Fundacion Nuestra Tierra ツイッターより抜粋 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/latincompanies/%e5%b9%bb%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ab%e3%82%aa%e8%b1%86%e3%80%80%e3%80%8e%e3%82%ab%e3%82%ab%e3%82%aa%e3%83%bb%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%80%8f/
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「ベネズエラ産原油 １バレル５０ドル超える」           

 

９月２５日～２９日のベネズエラ産原油の平均価格は

３３４．３７人民元／バレル。ドル建てでは５０．３６

ドル／バレルで前週よりも１．９１ドル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４４．２６ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも９．１１ドル高

く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．３９ド

ル低い。１バレルが５０ドルを超えるのは１７年で初め

て。 

 

 

 

２０１７年９月３０日（土曜）             

政 治                       

「カラカス市民へのアンケート調査           

      ～与野党双方への不信が拡大～」        

 

民間世論調査会社バリアンサがカラカス・リベルタドー

ル市の住民６００人を対象に８月３１日～９月８日に

かけて世論調査を行った。 

 

同調査では５４．３％は野党支持、２１％は与党支持、

残り２４．７％は中立派であると答えている。 

 

 

７５．２％の回答者は１９年１月を待たずにマドゥロ大

統領に現職を退いてほしいと答えた。一方で２２％は大

統領の任期を全うするべきだと答えた。 

 

マドゥロ政権の方向性について７６．７％は間違った方

向に向かっていると考えており、１３．２％は普通の方

向性と回答、７．７％は正しい方向に進んでいると答え

た。 

 

一方で野党に対しても厳しい意見が出された。 

野党連合を信頼できないとの回答が７０．７％に達し、

１６年１２月と比べて１５．２％増加している。一方で、

信頼できるとの回答は２０．３％だった。 

 

どの政党を応援しているとの質問については、 

 

ベネズエラ社会統一党（PSUV）が１６．２％ 

行動民主党（AD）が８％ 

第一正義党（PJ）が７．８％ 

大衆意志党（VP）が６％ 

鉛筆同盟（AL）が３．５％ 

新時代党（UNT）が２．２％ 

発展進歩等（AP）が０．８％ 

どの政党も支持しないが５５．５％ 

との結果が出た。 

 

なお、Alianza del Lapiz（鉛筆同盟）は初めて聞いたが、

２０１０年に結成され、１３年に政治団体として登録さ

れた政治組織のようだ。 

 

Alianza del Lapiz 公式サイト 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年９月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省

http://www.alianzadellapiz.com/
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「野党候補者変更の承認会が中止」              

 

選挙管理委員会（CNE）は本部で州知事選の候補者の変

更を承認する会合を行う予定だった。 

 

しかし、ファン・カルロス・カルデラ議員が、予定され

ていた会合がキャンセルされたと報じた。 

 

また、選挙専門記者の Eugenio Martinez 氏もツイッタ

ーで、CNE が予定されていた候補者変更のための役員

会議をキャンセルした。と投稿した。 

 

野党は９月１０日に候補者を各州１名に絞るためのプ

レ選挙を実施しており、同選挙の結果を受けて各政党が

擁立した候補者の変更を求めている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.34」９月１５日付の記事参照）。 

 

「１８年の国家予算案は制憲議会へ提出」          

 

マドゥロ大統領は国会が無効状態にあることを理由に

２０１８年の国家予算案を制憲議会に提出すると発言

した。なお、１７年の国家予算案は最高裁に提出し、承

認を受けた。 

 

憲法第３１３条によると、国家予算は国会に提出しなけ

ればならず、フリオ・ボルヘス国会議長が憲法違反であ

ると非難している。 

 

なお、憲法では１０月１５日までに予算案を提出するこ

とが義務付けられており、今週か来週には予算案が提出

されると思われる。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「PDVSA 総裁 サービス事業者と会談」            

 

PDVSA のネルソン・マルティネス総裁はシュルンベル

ジュ、ハリバートンの代表らと会談し、スリア州および

モナガス州北部の鉱井の再稼働に向けた工事の進捗を

確認した。同様に、将来的な増産に向けたスキームとト

ランプ政権の制裁が事業に与える影響とその対処方法

についても意見を交わした。 

 

PDVSA のプレスリリースで「シュルンベルジュ、ハリ

バートンの協力で日量２０～３０万バレルの増産を目

指す。」と発表した。 

 

ハリバートンと PDVSA の関係は古く８０年以上ベネ

ズエラで事業を継続している。シュルンベルジュは２０

１３年からオリノコ流域での事業協力関係を始めた。 

 

マルティネス総裁は上記２社以外にベネズエラ資本の

サービス事業者スエロペトロール社とも会合をもった。 

 

「在ロシア大使 SPS と PDVSA 事業協力協定」         

 

在ロシア・ベネズエラ大使館のカルロス・ファリア大使

はサウザン・プロキュアメント・サービス社（SPS 社）

のマニュエル・チチジャ社長と増産のための二国間投資

協定を結んだ。 

 

ファリア大使は「ロシアは南米の中でもベネズエラ事業

に 注 力 し て い る 。 PDVSA 事 業 の 合 弁 会 社 は

Petromonagas 、 PetroMiranda 、 Petrovictoria 、

PetroPerija、Boqueron など。２６１の協力協定を結ん

でいる。ベネズエラはロシア企業による技術サービスを

必要としている。SPS 社はガス圧縮工場を建設する。ま

た、石油産業に必要な資材（BES、BCP、ポンプ）を組

み立てる工場も建設する。」と説明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月２９日～１０月１日報道            No.０４０   ２０１７年１０月２日（月曜） 

7 / 9 

 

社 会                       

「ベネズエラ 米国領事館の売却手続きを開始」          

 

エル・ナシオナル紙の米国コレポンを務めるマイボー

ト・ペティ氏は米国ニューヨークのベネズエラ領事官が

売りに出されていると報じた。 

 

住所は、 

7 East 51st Street in Midtown, Manhattan, Nueva York 

1920 年築６階建てのベネズエラ政府が所有する物件だ。 

 

ディエゴ・アリア元米州機構人権委員会代表はツイッタ

ーで、 

「同物件はラファエル・カルデラ大統領の時代に購入し

たもので、当時の購入額は７０万ドル。現在、この物件

を売れば少なく見ても８，０００万ドルにはなるだろ

う。」 

と投稿した。 

 

２０１７年１０月１日（日曜）             

政 治                       

「大統領選 野党の対抗馬はアルップ元議長」        

 

１０月１日 マドゥロ大統領は自身のテレビ番組で２

０１８年の大統領選ではラモス・アルップ元国会議長と

の対決になるだろうと発言した。 

 

８月３１日～９月８日にかけてバリアンサの行ったア

ンケート調査で、 

 

大統領選では「ラモス・アルップ元国会議長」「フリオ・

ボルヘス国会議長」「ベネズエラ社会主義統一党の代表」

誰に投票したいかという質問に対して、「ラモス・アル

ップ元国会議長」との回答が最も多く３５．８％だった。 

 

 

 

（写真）バリアンサ 

 

なお、PSUV の代表に投票したいと回答したのは全体の

２０．３％。ラモス元国会議長と１５ポイント差という

ことになるが、野党で大統領候補が１名に絞られた場合

はフリオ・ボルヘスに投票したいと回答した人の票は基

本的にラモス元国会議長に流れる。 

 

よって、本当に大統領選を行った場合、与野党候補の得

票差はもっと大きいものになるだろう。 

 

「米国 ベネ政府に人身取引の取締強化求める」        

 

９月３０日 米国ホワイトハウスはベネズエラ、イラン、

コンゴ、赤道ギニア、南スーダンとスーダンを人身取引

の強化を怠っている国のリストに加えると発表した。 

 

ホワイトハウスの報道官の説明では、既に北朝鮮、エリ

トリア、ロシア、シリアは同リストに入っており、同リ

ストに加えられた国とは交換留学や文化交流を停止す

ることになっているようだ。 

 

ベネズエラ政府高官への個人制裁、米国での新規融資を

原則禁止する措置、一部のベネズエラ公務員の入国禁止

に続いて急速にベネズエラへの制裁を強化している。 
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「大統領 選挙に向けたバラまきを開始」         

 

１０月１日 マドゥロ大統領はヤラクイ州で３２５億

ボリバルの予算を承認した。 

 

・学校やスポーツ施設の建設に５５億ボリバル。 

 

・教育施設３カ所の補修に５０億ボリバル。 

 

・サン・パブロ地区、グアマ地区、ポソスル地区の水道

管の補修に６０億ボリバル。 

 

・運動公園の建設に６０億ボリバル。 

 

・浄化水槽、救急車の購入、廃棄物をつぶすためのロー

ラーの購入で６０億ボリバルを投じる。 

 

また、４０億ボリバルは州警察のユニフォーム購入、１

万人分の「祖国の家庭カード」の配布、５，０００人の

新たな年金受給者の加入は今週中に行う。 

 

加えて、来週月曜日に社会開発事業で建設された１８０

万戸目の住宅を引き渡すと発表した。また、２０１９年

までに２００万戸の引き渡しを目標としていると発言

した。 

 

マドゥロ大統領がヤラクイ州で演説を行い、予算を承認

したのは、気まぐれではないだろう。 

 

ミランダ州など野党支持者が多いと言われる地域では、

予算を投じても州知事選で勝利することは難しい。その

意味では、ヤラクイ州のような勝てる可能性が残されて

いる州に今後重点的に予算を投じていくことが予想さ

れる。 

 

 

 

「大統領 ロシアへの出張を予定」            

 

ロシアのエネルギー省次官の発表では１０月４日にマ

ドゥロ大統領はロシアで開かれる「ロシア・エネルギー・

ウィーク２０１７」に出席する予定だ。 

 

１０月４日午前中に「石油と地政学～原因と結果～」と

題したディベートに参加するようだ。 

 

また、この機会にプーチン大統領と会談を調整している

と発言した。 

 

PDVSAは１７年４月の社債償還前にロスネフチから１

０．２億ドルの資金を借りている。 

 

PDVSA は１０月末、１１月初めに社債の償還を控えて

おり、ロシアと融資交渉しているとすれば、１０月初旬

は大詰めのタイミングになるだろう。 

 

社 会                       

「国会議員 中国企業の汚職を告発」            

 

対テロリスト、麻薬、犯罪組織委員会のホセ・ルイス・

ピレイラ議員は、犯罪科学捜査班（CICPC）が行った汚

職に関わる調査結果を公表した。 

 

内容はベネズエラで暗躍する中国マフィアについて。 

 

Distribuidora King Chou, C.A.,という会社は複数件の訴

えを受けているが、同社の社長は政府高官と関係を密に

しており、被害者は泣き寝入りを強いられているとのこ

と。 

 

同社の社長は Fung Yang Fen 氏。デル・ピノ総裁と深い

関係があり、PDVSA の食糧配給会社 Pdval に対して魚

類の販売をしている。 
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ピレイラ議員は 

「この中国マフィアはマドゥロ政権に保護されている。

同社を調べた CICPC の職員によると、同社は武器や麻

薬の密売などを行っており、少なくとも２０件の訴えを

受けている。 

 

また、Distribuidora King Chou, C.A.,社が指定した金額

を振り込んでも、約束の商品が届かず返金を求めると殺

すと脅される。Fen 社長は中国領事館や犯罪組織にも関

係があると推測されている。 

 

現在 Fung Yang Fen 社長は、検察庁の命令で国外へ出

ることが禁止されており、近いうちに逮捕されることを

期待している。」と説明した。 

 

「国鉄（IFE）作業員 メンテナンス中に事故」        

 

９月３０日 AM１時頃 国鉄（IFE）で作業員１１名が

怪我をして病院に運ばれた。 

 

警察の説明では、作業員は線路のメンテナンスをしてお

り、移動滑車に乗っていたところリストバル・ロハス市

チャラジャベノルテ駅のタワーと衝突したとのこと。 

ただし、詳細は確認できていない。 

 

 

（写真）ベネズエラ国鉄（IFE）ツイッターより抜粋 

 

「CLAP 代表 交通事故にあう」             

 

２０１７年１０月１日 CLAP 代表であり都市農業相

でもあるフレディ・ベルナル氏が交通事故にあった。 

 

同氏はマドゥロ大統領のテレビ番組に同伴するため同

日ヤラクイ州に出張していた。カラカスへの帰宅途中に

サンペリペ―モロン間の道路でベルナル氏が乗ってい

た車のタイヤがパンクし、ハンドル操作が効かなくなり

道を逸れて横転した。 

 

ベルナル氏は鎖骨を骨折したが命に別状はないようだ。 

また、同乗していた５名も負傷したが死者はいない。 

 

（写真）LA PATILLA  

“ベルナル氏が乗っていたトヨタ・ランドクルーザー” 

 

 


