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（写真）国会ツイッター “新国会役員メンバー 左からフリオ・セサル・レジェス第一副議長、 

オマール・バルボサ国会議長、アルフォンソ・マルキナ第二副議長” 

 

２０１８年１月５日（金曜） 

 

政 治                   

 「１８年度 国会役員メンバーが決定」 

「制憲議会 第一副議長はタニア・ディアス氏」 

 「米国政府 現役・退役軍人４名に制裁」 

 「急進野党 国会役員メンバーを否定」 

経 済                   

 「ABC諸島との海路、空路を７２時間閉鎖」 

 「制憲議会 CLAP 法を承認」 

 「大統領 新 DICOM の稼働を発表」 

「ガイアナ 大規模な油田の存在を確認」 

２０１８年１月６日（土曜） 

 

政 治                   

 「UNT 議員 野党連合を非難し交渉を離脱」 

 「ポルトガル外相 ベネズエラに到着」 

経 済                   

 「SUNDDE 小売チェーン店に値下げを強要」 

 「原油価格は１バレル５９．０７ドル」 

社 会                   

 「小売店で買い占めや略奪が起きる 

～スリア州では２００名が逮捕～」 

 「１月８日（月曜）から新学期始まる」 
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２０１８年１月５日（金曜）             

政 治                       

「１８年度 国会役員メンバーが決定」       

 

１月５日 ２０１８年最初の国会が開かれた。年初の議

題は２０１８年度国会役員メンバーの決定だった。 

 

大統領選挙が実施される年で野党の顔となる国会議長

の選定は今後数年のベネズエラを左右する重要なこと

と言える。 

 

２０１６年の国会発足当初から２０１８年の国会議長

が新時代党（UNT）であることは決まっていた。 

 

ただ、UNT の創始者マニュエル・ロサレス氏の政界復

帰により、UNT は他の野党主要政党（特に第一正義党

（PJ）、大衆意志党（VP））との方向性の違いが際立つ結

果となってしまった。 

 

UNTが野党主要政党と考え

方が異なることを理由に、

人選は難航したが最終的に

オマール・バルボサ議員（左

写真）が議長に就任した。 

 

（写真）UNTウェブサイト 

 

 

第一副議長は発展進歩党

（AP）のフリオ・セサル・レ

ジェス議員（左写真の人物）。 

 

（写真）同氏ツイッターよ

り抜粋 

 

 

第二副議長は PJのアルフォ

ンソ・マルキナ議員（左写真

の人物）。 

 

（写真）同氏ツイッターよ

り抜粋 

 

 

 

野党議員団リーダーは VP

のファン・グアイド議員（左

写真の人物）。 

 

（写真）同氏ツイッターよ

り抜粋 

 

与党議員団５５名は全員当日の議会を欠席している。 

 

 

２０１８年１月７日（日曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス元国連大使 オピニオン記事を投稿 

～与党の大統領候補は決定していない～」 

 「キリスト教会連盟 制憲議会を非難」 

経 済                   

 「デジタル通貨監督局長 ペトロについて説明」 

 「クラサオとベネズエラが緊急会合」 

社 会                   

 「人権団体 子供の栄養不足を警戒」 
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「制憲議会 第一副議長はタニア・ディアス氏」         

 

５４５名の与党議員から成る制憲議会も１月５日が最

初の議会だった。 

 

マドゥロ大統領は１月４日に制憲議会第一副議長のア

リストブロ・イストゥリス氏をコミューン・社会運動相

に任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.81」１月４日

付の記事参照）。 

 

制憲議会第一副議長のポス

トが空席だったが、同役職

はタニア・ディアス議員（左

写真の人物）が引き継ぐこ

とになった。（写真）制憲議

会ツイッター 

 

タニア・ディアス氏は元新聞記者。制憲議員になる前は、

国会議員（リベルタドール市選出議員）。２０１０年～

２０１５年も国会議員を務めた。 

国会議員の前には情報通信相だったこともある。ただし、

同職は長く続かずシリア・フローレスの代理議員として

国会議員に移籍している。汚職の噂が多い人物としても

知られている。 

 

現在の制憲議会役員メンバーは 

・デルシー・ロドリゲス制憲議長 

・タニア・ディアス第一副議長 

・エルビス・アモロソ第二副議長 

で構成される。 

 

「米国政府 現役・退役軍人４名に制裁」             

 

１月５日 米国政府は汚職と国民への抑圧の罪として

軍人４名に対して個人制裁を科した。 

 

 

制裁された者は現アラグア州知事のマルコ・トーレス氏。

退役軍人で財務省、経済担当副大統領、食糧相などを務

めた。 

 

同じく退役軍人のフランシスコ・ランヘル・ゴメス氏。

２０１７年１０月までボリバル州知事を務めていた。 

 

国軍総長のファビオ・エンリケ・パボン氏、国境相のヘ

ラルド・イスキエルド・トーレス氏も制裁を科せられた。 

 

米国国務省のヘザー・ノーアート報道官はツイッターで 

「国民の利益よりも自分の利益を優先するベネズエラ

の軍人は我々の制裁を逃れることは出来ない。 

 

ベネズエラの軍人が法のルールを尊重し、行動を改める

のであれば制裁は解除される。」とコメントした。 

 

マドゥロ大統領、パドリーノ・ロペス国防相、アレアサ

外相などベネズエラの政府関係者は相次いで米国の決

定を非難している。 

 

１月１１日、１２日には与野党交渉を控えている。クリ

スマス前に政治犯が解放されたのも与野党交渉の成果

とみられている。 

 

一方で政府の求める制裁の解除については、米国政府が

スタンスを変える雰囲気は見られない。今回の決定が次

回の与野党交渉に影響を与える可能性も否定できない。 

 

「急進野党 国会役員を否定」         

 

１月５日に２０１８年の国会役員メンバーが決定した。 

 

与党議員５５名は全員が同日の議会を欠席したが、加え

て急進野党と認識される５名の議員も１８年の国会役

員メンバーに賛同しないとの意を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8da41e29fdf72ff3f06edccfb1356907.pdf
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マリア・コリナ・マチャド氏率いるベネズエラ主導党

（VV）のホセ・アマリオ・グラテロール議員はオマー

ル・バルボサ氏の議長就任について、 

「UNT の党員が議長になることは、政府与党が議長職

に就くことと同じだ。マニュエル・ロサレス氏が決めた

議長を承認するとは、野党連合は恥知らずだ。」 

と非難した。 

 

また、アントニオ・レデスマ氏率いる国民勇猛同盟（ABP）

のリチャード・ブランコ議員は 

「私が心配しているのは、新しい国会の役員メンバーが

制憲議会を否定するかどうかだ。制憲議会はカラカス大

首都区庁を解体した。同様に人道支援の受け入れの妨げ

になっている。 

新しい国会役員がベネズエラ国民の利益になる議論を

しないのではないかと心配している。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「ABC諸島との海路、空路を７２時間閉鎖」           

 

１月５日 マドゥロ大統領はベネズエラの近隣にある

オランダ領の島アルーバ、ボナイレ、クラサオ（３島の

頭文字をとって ABC諸島と呼ばれる）との移動を７２

時間、禁止すると発表した。 

 

理由は汚職の実態を調査するため。 

 

マドゥロ大統領は 

「アルーバ、ボナイレ、クラサオとの海路、空路の移動

を７２時間、制限する。 

ベネズエラから不当に財・サービスを持ち出すマフィア

が存在する。アイサミ副大統領とアレアサ外相に対して、

ABC 諸島の政府関係者と早急に会合を開き、汚職取り

締まりを行うよう命じる。 

 

 

このような強硬な対策を望んでいるわけではないが、汚

職を撲滅するためには必要な措置だ。 

 

追って、ABC 諸島に戻る人の移動について帰国方法を

説明する。ベネズエラ政府が本国への帰国を保証する。」 

と述べた。 

 

今回の措置について、クラサオの Eugene Rhuggenaath

首相は、 

「海路、空路の移動を封鎖する前に外交的な対話が行わ

れなかったのは残念なことだ。クラサオは今回の措置が

国内に与える影響を分析している。」 

とコメントした。 

 

マドゥロ大統領は１２月に ABC諸島との移動を封鎖す

る可能性があると言及していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.74」１２月１９日付の記事参照）。 

 

「制憲議会 CLAP法を承認」                

 

１月５日 制憲議会は CLAP 法を承認した。同法案は

昨年９月にマドゥロ大統領が提案していた法律。まだ官

報に公開はされていないが１４条からなる法律のよう

だ。 

 

CLAP は２０１６年５月に始まった。ベネズエラ政府が

発行する「祖国カード」に登録することで政安価な食料

品・生活品セット（CLAP コンボ）を購入できるという

ものだ。 

 

当日、制憲議会に CLAP代表のフレディ・ベルナル都市

農業相が出席し、CLAPの成果について論じた。 

 

「我々は２０１６年中に箱あるいは袋で２，６６６万個

の CLAPコンボを供給した。２０１７年は９．０９９万

個の CLAP コンボを供給した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
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１６年～１７年までに１億１，７６５万の CLAP コン

ボを販売したことになる。 

 

CLAP の恩恵を受けた家庭は２０１６年には約２５０

万世帯だったが、２０１７年には６００万世帯弱にまで

増えた。 

 

２０１７年７月～８月は CLAP の供給数は増えたが、

８月末の米国による制裁で国外取引に障害が出て

CLAP の供給数が減少したと非難した（下の表参照）。 

 

表：各月の CLAP 販売数（１６年５月～１７年１２月） 

 

（写真）CLAP公式サイト 

 

「大統領 新DICOMの稼働を発表」              

 

１月５日 マドゥロ大統領は１月中に新 DICOM の運

用を開始すると発表した。DICOMは１７年５月～８月

まで運用していた外貨制度。 

 

ベネズエラには公式な両替手段として、DIPRO（食料

や医薬品、公的需要の場合に適用される外貨制度、１ド

ル１０ボリバルで両替される）と DICOM が存在して

いた。 

 

 

民間セクターが DIPRO で外貨を両替することは事実

上不可能に近い。民間セクターは原則 DICOM を介し

て外貨とボリバル通貨を両替していた。 

 

しかし、８月にDICOMは急停止した。ベネズエラ政府

は DICOM 停止の理由は米国の金融制裁により送金手

続きが出来なくなったためと説明している。 

 

今回はこれまで運用していた DICOM の方法を少し変

えて、新 DICOMを始めるようだ。詳細は明らかになっ

ていないが、１月８日にアイサミ副大統領から説明があ

る可能性がある。 

 

一方で、マドゥロ大統領は新 DICOM を始めるために

は法制度を変える必要があると述べている。よって、新

DICOM の運用は今週中に始めるということはなさそ

うだ。 

 

「ガイアナ 大規模な油田の存在を確認」               

 

１月５日 ガイアナ政府のデビッド・グレンジャー大統

領は Stabroek ブロックの Ranger-1 鉱区に大規模な油

田があることを確認したと発表した（下図の地域）。 

 

 

（写真）HESS社 
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グレンジャー大統領は 

「２０１５年から７つ目の油田発見だが、最も大きな油

田になると説明した。 

 

最新の油田発見は Esso Exploration、Production Guyana、

CNOOC Nexen Petroleum Guyana 、 Hess Guyana 

Exploration の調査の結果だ。」とコメントした。 

 

経済紙 El Estimuli の報道によると、米国地理局は

Stabroek ブロックを開発が始まったばかりの世界第２

の油田地帯と評価している。 

また、エクソンモービルは５０億ドルを投資し、ガイア

ナ政府と共同で同地域の原油を開発することになって

いるようだ。 

 

２０１８年１月６日（土曜）              

政 治                        

「UNT議員 野党連合を非難し交渉を離脱」        

 

急進野党が１８年国会の役員メンバー就任に賛成しな

かった点については本号「急進野党 国会役員メンバー

を否定」で紹介した。 

 

急進野党に加えて、別の不安要素が飛び出した。新時代

党（UNT）の外交セクター代表を務めるティモテオ・サ

ンブラーノ議員が与野党交渉を離脱すると宣言した。 

 

サンブラーノ氏いわく、交渉から抜ける理由として「野

党連合の一貫性の無さ」を指摘した。 

 

野党連合は政府と交渉を行うと言いながら、合意に至る

ために努力をする人を非難する。また、交渉の進捗を国

民に説明すると言いながら、水面下で話を進めている。 

 

野党連合の主張には一貫性が無く、現在のやり方で交渉

をまとめることは出来ない。と非難した。 

 

サンブラーノ議員は１８年の国会議長候補として名前

が挙がっていたが、他の野党政党議員から強い非難があ

り候補から外れた人物。 

 

UNT は政府との対話を志向する穏健派の政党として認

知されているが、中でもサンブラーノ議員は政府との関

係が近いと言われていた。 

 

一部の野党政党（第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、

ベネズエラ主導党（VV）、国民勇猛同盟（ABP））など

はサンブラーノ議員の議長就任に強い反対の意を示し、

同調する国民が増えていた。 

 

一方で、サンブラーノ議員は与野党交渉では野党と与党

をつなぐ橋渡し的な役割を果たしていた。今回、同氏の

議長就任に反対したメンバーも複数回、サンブラーノ議

員に与党への意思疎通を頼んでいたようだ。 

 

「ポルトガル外相 ベネズエラに到着」            

 

１月６日 ポルトガルのアウグスト・サントス・シルバ

外相がベネズエラに訪問した。目的はベネズエラ―ポル

トガル二国間委員会に参加するため。 

 

アウグスト・サントス・シルバ外相はマイケティア空港

でイバン・ヒル外務省ヨーロッパ担当次官（元農業土地

相）に出迎えられた。 

 

ポルトガルとベネズエラは０７年からエネルギー、農業、

医療、インフラ、通信分野で合同委員会を開いている。 

 

元々、両国の関係は良好だったが欧州連合による制裁を

承認したことにより関係の悪化がみられる。 
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１２月末に豚肉が供給できていないことを理由とした

抗議行動が起きた際に、マドゥロ大統領はポルトガルの

ボイコットのせいで豚肉が到着していないと非難して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.78」１２月２７日付

の記事参照）。 

 

経 済                         

「SUNDDE 小売チェーン店に値下げを強要」            

 

価格統制庁（SUNDDE）はベネズエラ国内２６の小売

チェーン２１４店に値下げを強要した。 

 

具体的にはセントラル・マデイレンセ、ウニカサ、プラ

サ、エクセルシオール・ガマ、ルベブラス、プラン・ス

アレス、ガルソン、シゴなど。 

 

SUNDDE のウィリアム・コントレラス長官は 

「ここ数日の間にスーパーマーケットが法外な金額で

商品を販売しているという苦情を受け取った。 

大手の小売チェーンは価格改定の承認を経ることなく

価格を見直している。 

 

SUNDDEは大手小売りチェーンの行動を投機行動と考

えている。国民に対する犯罪だ。SUNDDE は彼らに適

正な価格で販売させることを強制する。他にも地方の３

５２店舗の査察も行う予定だ。」 

とコメントした。 

 

１月６日はキリスト教で「Dia de los Reyes Magos（レ

ジェスマゴス）」＝「三賢者の日」のようだ。 

三賢者はキリストの誕生時にやってきて誕生を祝福し

たとされる人物で、キリストに三つの贈り物（黄金、乳

香、没薬） をしたと言われている。 

 

「三賢者の日」に合わせて、スーパーマーケットに強制

的に贈り物をさせたとして野党、企業家が非難している。 

 

「原油価格は１バレル５９．０７ドル」         

 

１８年１月１日～１月５日のベネズエラ産原油の平均

価格は３８３．３４人民元／バレル。ドル建てでは５９．

０７ドル／バレルで前週の５７．８５ドルから１．２２

ドル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４６．６６ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１１．５１ドル

高い。一方で１８年は５９．０７ドル／バレルで１７年

よりも１２．４１ドル／バレル上昇している。 

 

 

 

社 会                       

「小売店で買い占めや略奪が起きる        

      ～スリア州では２００名が逮捕～」          

 

SUNDDE が小売店の強制値下げを実施したことで、 

店舗には大量の国民が押し寄せ、全国的に買い占めや略

奪が発生している。 

野党側は SUNDDE の値下げが略奪のきっかけである

と非難している。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
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スリア州のアルタグラシアでは PDVSA が運営する食

料スーパーPDVAL や近隣店舗で略奪が起き、軍人が駆

けつける事態になった。スリア州警察によると２００人

くらいの逮捕者が出たようだ。 

 

他にもモナガス州、アラグア州、グアリコ州、トゥルヒ

ージョ州、ボリバル州でも略奪が確認された。 

 

日本人駐在員もよく利用するサンタエドゥビヒスのエ

クセルシオール・ガマ（写真下）には大量の国民が押し

寄せ、買い占めが行われたようだ。 

 

 

（写真）RCTV ツイッターより抜粋 

“サンタエドゥビヒスのエクセルシオール・ガマ” 

 

「１月８日（月曜）から新学期始まる」        

 

１月８日から新学期が始まる。エリアス・ハウア教育相

によると、ベネズエラ国内には７００万人の学生がいる

ようだ。 

 

チャカオ市にはいくつか学校がある。チャカオが中高所

得者層の居住地区であることと、防犯上の問題で、学校

へは親が車で送るのが一般的だ。 

 

 

そのため、朝の通勤時間に大量の車が学校に向かい渋滞

を起こす要因になっている。逆に言えば、学校が休みの

日のチャカオ市の交通量はかなり少ない。 

 

カラカスにいた頃は、学校が再開し、交通量が増えてく

ると年が明けた感じがしていた。 

 

２０１８年１月７日（日曜）               

政 治                         

「ラミレス元国連大使 オピニオン記事を投稿      

    ～与党の大統領候補は決定していない～」        

 

１月７日 ラミレス元国連大使が再び与党系情報サイ

ト Aporrea にオピニオン記事を投稿した。 

ラミレス氏は１２年間かけて故チャベス元大統領が築

いてきたものが破壊されていると警鐘を鳴らした。 

主なコメントを紹介する。 

 

1. 政府はコントトールを失っており、国民の生活が悪

化している。 

2. 外貨制度の問題で PDVSAは適正なオペレーション

が出来ておらず、債務履行の継続が出来なくなる可

能性が高まっている。 

3. PDVSA の内部はひどい状態だ。産油量は減り、外

国企業とのサービス契約も打ち切られている。物資

の購入もできないが、誰も今の問題を解決しようと

しない。このままでは PDVSA は崩壊する。 

4. 国民の生活に必要な物資を供給せずに、債務の返済

を優先している。債務を返済するために国家の重要

な資産を投げ売った。 

5. 私が知っている情報では、現在のところまだ与党か

ら誰が大統領選に出馬するのかは決まっていない。 

6. UltimasNoticias や ElUniversal の社長に私のオピニ

オン記事を投稿するよう働きかけたが拒否された。

私は彼らの会社を買収した資金の出所を知ってい

る。 
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7. 私のオピニオン記事を公開してくれた Panorama、

Aporrea（ともに与党系の情報サイト）に感謝する。 

8. 国内のテレビ局は放送権を奪われる危機にさらさ

れているため、私の取材を流すことはできない。よ

って、私は CNN やロイター通信の取材を受けてい

る。 

 

「キリスト教連盟 制憲議会を非難」           

 

ベネズエラキリスト教連盟のディエゴ・パドロン司祭は

制憲議会に絶対的な権限があるとの政府側の主張を否

定した。 

 

「制憲議会は絶対的な存在ではない。権限を持っている

のはベネズエラ国民自身だ。」とコメントした。 

 

ホルヘ・ウロサ大司教は 

「政府は深刻な食糧不足、医薬品不足の問題を解消する

必要がある。政府は対話をしたいという意志を表示しな

ければいけない。 

与党と対峙する政党を大統領選に出馬できないように

する行為は対話への誠実さが欠けている証明だ。」 

とコメントした。 

 

経 済                         

「デジタル通貨監督局長 ペトロについて説明」            

 

１月７日 デジタル通貨監督局のカルロス・バルガス局

長は１カ月半以内にペトロの運用を開始できるように

努力していると述べた。最初は１億ペトロの発行を行う。

その後、毎月２，０００～２億ドル相当のペトロを発行

することを目指している。 

 

ペトロは両替所で現地通貨と交換することができ、ペト

ロを用いて財・サービスを購入することもできる。 

 

 

また、１ペトロ単位ではなく、０．１ペトロなど小数点

の単位でペトロを購入することもできると説明した。 

 

他、現在ベネズエラではマイニング業者として無登録の

個人・法人が毎月８，０００～１億ドルほど稼いでいる

とコメントした。 

 

１月５日にはマドゥロ大統領が約９万の個人・法人がマ

イニング事業者として登録し、そのうち５万の個人・法

人が既にマイニングを実際にしている。と述べている。 

 

「クラサオとベネズエラが緊急会合」         

 

７２時間の海路、空路の封鎖を受けてクラサオの

Eugene Rhuggenaath 首相と在クラサオ・ベネズエラ領

事が緊急会合を開いた。 

 

クラサオの報道によると、Rhuggenaath首相は 

 

「今回の封鎖によって２国間関係が悪化するとは考え

ておらず、クラサオ政府はベネズエラとの関係の重要性

を認識している 

 

不正行為を取り締まるべきであることは明らかだ。オラ

ンダ政府、クラサオ政府ともにベネズエラ政府が求める

不正行為との対決に協力する意志がある。 

 

ベネズエラとは製油所など経済分野で深い関係がある。

二国間の不正取引について議論するきっかけになるだ

ろう。」とコメントしたようだ。 
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社 会                        

「人権団体 子供の栄養不足を警戒」           

 

カトリック教会の社会福祉団体である「カリタス・ベネ

ズエラ」のスサナ・ラファッリ氏はベネズエラで栄養不

足の子供が増えていると訴えた。 

 

「ベネズエラで栄養不足の児童数は１６年の時点で児

童数全体の８．７％だった。つまり、１００人に８人以

上の子供が栄養不足に陥っていた。 

 

 

しかし、１７年は１５％と昨年よりも状況が悪化してい

る。栄養不足の子供の数が１年で２倍に増えたことにな

る。 

 

更に今の状態が続けば栄養不足の児童数はさらに増え

る。今の傾向が続いた場合、飢餓に陥るまでの悪化は予

見していないが、食糧危機の状態が起こる。」と現状を

説明した。 

 

以上 

 


