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（写真）大統領府 “６月４日施行予定だった通貨切り下げを６０日間延期” 

 

 

２０１８年５月２８日（月曜） 

 

政 治                     

 「第１回 政府連邦評議会を開催 

～野党知事に対して政治犯の保証を要請～」 

「ファルコン党首 １週間の空白後に見解を投稿 

～野党連合 ファルコン党首へ合流呼びかけ～」 

 「欧州連合 個人制裁の方向で手続きを開始」 

経 済                     

 「CAF との会合 ５，０００万ドル借り換えを交渉」 

 「インド政府 デジタル通貨での取引を禁止 

～インド向けのペトロ取引は不可能に～」 

 「マドゥロ大統領 市営市場の統制強化を宣言」 

 

２０１８年５月２９日（火曜） 

 

政 治                    

 「米州機構 人道に対する罪を犯したと認識」 

 「野党連合 アベレド氏を再び幹事長に任命か」 

「国会 軍人逮捕者の増加傾向を非難」 

 「ベルトゥッシ牧師 ５週間で人道支援を開始」 

 「COPEI マドゥロ大統領と会合」 

経 済                    

 「通貨切り下げ施行を６０日間延期」 

「マスコミに紙工場の合弁会社建設を提案」 

社 会                    

 「カベジョ氏親族 Odebrecht から賄賂受領報道」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年５月２８日～５月２９日報道            No.１４３   ２０１８年５月３０日（水曜） 

2 / 8 

 

２０１８年５月２８日（月曜）             

政 治                       

「第１回 政府連邦評議会を開催           

  ～野党知事に対して政治犯の保証を要請～」       

 

５月２５日 マドゥロ大統領は第１回目の政府連邦評

議会を開催。与野党の相違を解消するために、より多く

の政治犯を解放する意志があることを示した。 

 

「ベネズエラは今の状態でも経済を維持できる。しかし、

野党と共存できれば、それが望ましい。クーデータを画

策し暴力で国を変えようとした政治家が解放されるこ

とを望んでいる。彼らが武器を捨てて政治的な手段で国

を変えることを望んでいる。」と訴えた。 

 

また、同会合に参加していた野党系の州知事に対して

「１４、１６、１７年に暴力を起こした政治家を解放す

る保証人になってほしい」と訴えた。 

 

（写真）大統領府 

“ヌエバ・エスパルタ州知事（野党）と握手する大統領” 

「ファルコン党首 １週間の空白後に見解を発表     

 ～野党連合 ファルコン党首へ合流呼びかけ～」         

 

大統領選後に沈黙を続けているファルコン発展進歩党

（AP）党首が活動を再開した。 

 

５月２８日 ファルコン党首は７日ぶりにツイッター

を更新。自身の見解を示した。 

 

「大統領選から１週間が経過しての意見だが「我々は勝

利したのだろうか？」政府は悪質で不正な手段で当選し

た。国が無気力で希望を持てなければ問題は解決しない。

我々の約束はベネズエラの問題をベネズエラが解決す

ることだ。 

 

我々はベネズエラを変えるための代替的な存在となる

べく訴え続ける。政治は選挙キャンペーンではなく、社

会であり街頭の国民に寄り添うことだ。」 

との見解を示した。 

 

他、野党連合に対して 

「５月２０日は棄権の訴えが勝利した。棄権を訴えたグ

ループが正しかったのかは歴史が決めることだろう。 

 

偽善から統一は生まれない。我々のグループは野党の新

しいプラットフォームを作ることを検討している。 

 

ただし、野党連合や Frente Amplio との対話を拒否しな

い。対等な立場であれば彼らとの対話の門は開いている。 

 

野党の４政党は誤った方針で国を導くことは出来ない。」 

と新たな政治グループを組織する意向を示した。 

また、野党連合からの接近が無ければ、自分たちから合

流する意志はないことを明示した。 
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他方、野党連合を構成する新時代党（UNT）のデルサ・

ソロルサノ副党首はチリの情報サイト「Tercera」の取

材に答え、ファルコン党首と合流する意志があるとの見

解を示した。 

 

一方で圧力による政権交代を志向する意志を示してい

る。 

 

「多くの国が繰り返しベネズエラで起きている危機に

対して政府に圧力をかけている。生活苦を求める政府は

これまで人道支援の受け入れと政治犯の解放を拒否し

てきた。 

 

世界の民主的な国民は基本的な人権と法律順守を訴え

ている。棄権を訴える方針は１つの政党が決めたことで

はない。野党連合の協議の結果総意で決めたことだ。 

 

最終的に大統領選を認めなかったファルコン党首を歓

迎したい。ただ、ファルコン党首から我らの呼びかけに

対する回答は得ていない。」 

と答えた。 

 

「欧州連合 個人制裁の方向で手続きを開始」                  

 

５月２８日 欧州連合はベネズエラへの制裁を強化す

る方針で一致した。 

 

スペインのダスティス外相は「会合の目的は個人制裁を

拡大することにある。」と説明した。 

 

欧州連合は１８年１月にディオスダー・カベジョ与党

PSUV 副党首やティビサイ・ルセナ CNE 代表らを含む

７名に制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.87」

１月１８日、「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２２

日付の記事参照）。 

 

 

今回は制裁対象を拡大することになる。なお、過去の経

緯を見る限り欧州連合の制裁は準加盟国やスイスなど

にも少し遅れて適用されることになりそうだ。 

 

現時点では制裁対象となる人物のリストは公開されて

いない。 

 

経 済                          

「CAF との会合 ５，０００万ドル借り換え交渉」           

 

５月２５日にマドゥロ大統領はアンデス開発公社（CAF）

の代表らと会談を行った（「ベネズエラ・トゥデイ

No.142」５月２５日）。 

 

当時、会合の内容は明らかにされていなかったが、内容

について情報サイト「La Patilla」が新たな情報を報じた。 

 

会合はベネズエラ政府が CAF に負っている債務につい

て。新たに５，０００万ドルの融資を受け返済したこと

にしてほしいと要請したようだ。 

 

ベネズエラ政府は債券やその他支払いが遅延しており

部分的デフォルト状態にあるが、ここに CAF が加わる

ことを避けたいと考えている。 

 

しかし、CAF の出資者である南米諸国の多くの政府は

マドゥロ大統領を大統領として認知していない。また、

マドゥロ政権は国会の承認を経ることなく政府債務を

増やしている。 

 

合意は厳しいだろう。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/434dbb1233c0208bb179f00b4b75ea10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/434dbb1233c0208bb179f00b4b75ea10.pdf
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「インド政府 デジタル通貨での取引を禁止      

    ～インド向けのペトロ取引は不可能に～」         

 

インドの Sushma Swaraji 外相は「インド中央銀行はデ

ジタル通貨建てでの決済を禁止したと発表」。 

 

そこで「ベネズエラ政府が提案しているペトロを使用し

ないのか？」との記者の質問に対して、 

「インド政府はベネズエラの原油取引でペトロを使用

することは考えていなかった」と答えた。 

 

ベネズエラ政府はインドに対して原油価格を３０％デ

ィスカウントする代わりにペトロ建てで取引してほし

いと提案していたようだ。 

 

他方、米国がベネズエラに対して発動した金融制裁につ

いて「インドは従わない」との意向を示した。 

 

Sushma Swaraji 外相は 

「米国による制裁脅威があったとしても、インドは引き

続きイラン、ベネズエラとの商業取引を継続する。イン

ドの対外政策は他国に決めさせない。 

 

我々は国連による制裁には従うつもりだ。しかし、特定

の国が発動する制裁に従うつもりはない。」 

との方針を示した。 

 

インドはベネズエラの原油の主要輸出先である。同国と

の経済関係はベネズエラ政府にとって生命線と言って

も過言ではない。 

 

ペトロ建ての取引は拒否されたが、制裁については考慮

しないとの意向をしめしたことはベネズエラ政府にと

って安心材料だろう。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 市営市場の統制強化を宣言」                  

 

５月２８日 マドゥロ大統領は市営市場の価格統制を

強化する意志を示した。 

 

「国民は市営市場の健全化を求めている。政府は市営市

場にはびこる全てのマフィアを排除する。食料配給プロ

グラムの運営者は市営の市場を国営化するべきだ。 

政府連邦評議会は全ての市場を健全化し、再構築する。」 

とコメントした。 

 

チャカオ市の市営市場「メルカド・チャカオ」は多くの

駐在員の生活にとって欠かせない存在だ。 

 

価格は一般のスーパーで販売されている野菜、果物、肉

などと比べると高いが新鮮で質の良い商品が購入でき

る。スーパーや政府組織に卸すよりも高い値段で売れる

のでこの市場には比較的多くの食材が集まる。 

 

仮に「メルカド・チャカオ」が国営化され価格を強制的

に下げられる様なことがあれば商品は一掃され、生活は

厳しくなってしまう。 

 

この宣言について全国家畜連盟（Fedenaga）のカルロ

ス・アルボルノス代表は「外貨不足で CLAP の食品を外

国から輸入する能力が制限されたため、マフィアの取り

締りを口実に CLAP に商品を流そうとしている。」 

と政府の対応を非難した。 

 
（写真）アルボルノス Fedenaga 代表ツイッター 
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２０１８年５月２９日（火曜）             

政 治                       

「米州機構 人道に対する罪を犯したと認識」        

 

ベネズエラ政府が犯した「人道に対する犯罪」について、

米州機構の人権委員会がついに最終決定を発表した。 

 

４００ページ超のレポートで、人権侵害を受けたと証言

する被害者、その家族、非政府系団体の非難をまとめた

もの。 

 

また、１４年、１７年に起きた政府の治安当局による国

民の抑圧で１３１名が殺害され、５年から８，２９２名

が正式な法的手続きを経ることなく罰せられ、１３年か

ら１２，０００名超が作為的に逮捕され、これまでに１，

３００名の政治犯が逮捕された。 

と結論付けている。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長および国際刑事専門家

はベネズエラ政府がローマ規程で定められた「人道に対

する犯罪」を犯したと認識できる要素があると発表。 

 

国連の国際司法裁判所に提訴することを推奨するとの

見解を示した。 

 

なお、このレポートは米州機構としての合意が得られな

いため、アルマグロ事務局長が提出することはできない

ようだ。 

訴えるとすれば、リマグループに加盟するカナダやペル

ーなどが国際司法裁判所に提訴することになると言わ

れている。 

 

オリジナルのレポートは「米州機構事務局長および独立

した国際刑事専門家によるベネズエラで起きた人道に

対する犯罪の調査レポート」で確認できる。 

 

 

「野党連合 アベレド氏を再び幹事長に就任か」           

 

ベネズエラ行動党（MPV）のシモン・カルサディージャ

秘書官（国会の財政担当委員会の議員）はテレビの取材

に対して、ラモン・ギジェルモ・アベレド氏が野党連合

（MUD）の幹事長に就任するだろうと述べた。 

 

アベレド氏は０９年３月～１４年７月まで野党連合

（MUD）の幹事長を務めた人物。その後、ヘスス・ト

ーレアルバ氏が MUD の幹事長になったが、１７年２月

に MUD の幹事長職を降り、それ以来「MUD 幹事長」

という役職はなくなっていた。 

 

筆者のイメージだがアベレド氏は比較的穏健派。 

１４年２月～４月にかけて大衆意志党（VP）のレオポ

ルド・ロペス党首が抗議行動を呼びかけたことがあった。 

 

この間、野党連合（MUD）は治安部隊の抑圧行為を非

難する一方で、治安部隊と衝突する若者たちを応援しな

かった。１４年４月に与野党対話が行われ、野党の求心

力が低下したことを理由にアベレド氏の弱気な姿勢に

不満を持つグループが拡大し、同氏は MUD 幹事長を解

任されたと記憶している。あれから４年が経過している

ので、彼のスタンスがどうなっているかは分からない。 

 

 

（写真）ラモン・ギジェルモ・アベレド氏ツイッター 

“写真右の人物がアベレド新 MUD 幹事長” 

http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
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「国会 軍人逮捕者の増加傾向を非難」            

 

大統領選前後から軍関係者が相次いで逮捕されている。 

 

５月２９日 国会は増加する軍人の逮捕を非難した。 

 

エドガー・サンブラーノ議員（行動民主党）は 

「大佐、大尉など軍の上層クラスで逮捕者が増えている。

政府は見境なく抑圧している。軍部はマドゥロ政権をサ

ポートしていると言われているが、この状況ではその認

識は疑わしい。 

 

逮捕された軍人の多くは教育されたエキスパートが多

い。彼らを誰が訴えるのだろうか？キューバの入れ知恵

か？ 

 

正確な数字は分からないが、祖国の裏切り、反乱の実行・

計画、武器の窃盗などで１８年に少なくとも４８名の軍

人が逮捕された。１７年は１５０名が逮捕された。」 

と訴えた。 

 

「ベルトゥッシ牧師 ５週間で人道支援を開始」         

 

５月２９日 大統領選に出馬し敗退したハビエル・ベル

トゥッシ牧師はキリスト教の精神に従い５週間後に人

道支援を開始すると発表。キリスト・カトリック教会に

も協力を求めた（ベルトゥッシ牧師はプロテスタント

系）。 

 

「我々は米国政府に対して「人道支援を受け入れる用意

があるとつづった書簡を送った。これはマドゥロ大統領

との合意によるものだ。」 

 

マドゥロ大統領は、我々に対して「変化の希望党」とし

て人道支援を行わないよう求めた。私はキリスト教の組

織を持っており、キリスト教として人道支援を行う。 

 

キリスト教による人道支援はカラカスから始まり全国

に広がる。宗教は外国組織の仲介としての役割を果たす。

受け取った食料、医薬品は政府の手に渡ることなく国民

に届く。 

 

政府が輸入する食料品を期待することは出来ない。我々

が食品を提供する。この食品・医薬品は国民をコントロ

ールするために使用しない。」 

と訴えた。 

 

なお、５月２５日にベルトゥッシ牧師は米国政府による

人道支援について 

 

「我々は米国政府に人道支援を求めるつもりだ。だが彼

らにベネズエラ国民を支援する意志があるかは分から

ない。 

 

彼らは人道支援の見返りにマドゥロ政権が辞任するよ

う求めてくるかもしれない。私はマドゥロ大統領ではな

いから決められないし、そのような権限もない。 

 

だが、米国に支援を求めてみる。彼らが支援をしてくれ

ることを期待している。」 

とコメントしていた。 

 

「COPEI マドゥロ大統領と会合」           

 

５月２９日 ベルトゥッシ牧師に続いてキリスト教社

会党（COPEI）のパブロ・フェルナンデス党首もマドゥ

ロ大統領と会合を行った。 

 

同会合にはアイサミ副大統領、ホルヘ・ロドリゲス情報

通信相も同席した。 

 

COPEI は５月２０日の大統領選でファルコン党首を支

持していた。 
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パブロ・フェルナンデス Copei 党首は 

「我々はマドゥロ大統領に対して政治犯のリストを渡

し、彼らの解放を求めた。イバン・シモノビスやレオポ

ルド・ロペスの解放が我々の望みだ。 

この求めに政府が応じるには我々が対話の意志を示す

必要がある。」 

とコメントした。 

 

もちろん多くの野党政治家が Copei 党首の方針を非難

している。また Copei は政府の分断工作により一つの政

党でありながら、２つの勢力が存在している。 

 

一つは野党連合と同じ政府との対立を志向するグルー

プでもう一つは穏健派のグループ。今回、マドゥロ大統

領と対話を行ったのは Copei の穏健派グループ。 

 

もう一つの Copei グループのロヒオ・ディアス氏は「フ

ェルナンデスは Copei の政治方針を代表する人物では

ない。」と非難している。 

 

 

（写真）大統領府 

“COPEI 党首、党員と対話するマドゥロ大統領” 

 

 

 

 

 

経 済                       

「通貨切り下げ施行を６０日間延期」            

 

５月２９日 マドゥロ大統領はベネズエラの金融機関

の代表らと会合。６月４日に予定していた通貨切り下げ

の施行を６０日間延期すると発表した。 

 

ベネズエラ金融団体は、マドゥロ大統領に対して経済改

革に必要な政策を提言し、現在政府が固定している貸出

金利の上昇や通貨切り下げの延期を求めた。 

 

マドゥロ大統領は 

「通貨切り下げの施行日を６０日間延長する。この期間

でテスト、調整などベネズエラの新しい金融システムに

必要な作業を全て行うように。」 

と命じた。 

 

なお、金融セクターは９０日間の延期を求めたが、マド

ゥロ大統領に却下され６０日間となった。 

 

「マスコミに紙工場の合弁会社建設を提案」         

 

５月２９日 マドゥロ大統領は金融セクターに続きマ

スコミ団体とも会合を行った。 

 

同会合でマドゥロ大統領は 

「マスコミに対して平和と調和と建設的な対話のため

の報道を行うよう求める。対話は絶対に必要だ。憲法に

準じない暴力や暴力を誘うような報道は流すべきでは

ない。」と参加者に自制を求めた。 

 

また、新聞社が苦しんでいる紙不足の問題について 

「右派が制裁を求めた結果、輸入が十分にできず紙不足

に陥っている。」と説明した。 
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また、マスコミ参加者に対して合弁会社を設立し新聞の

紙を国内で生産するよう提案した。 

 

「資本参加４０％対６０％の新聞用紙の生産会社を作

ろう。国内産業の開発に貢献しよう。政府がオーナーで

ある必要はない。政府は民間企業の事業に参加する。重

要なのは紙が生産され、国内に流通することだ。 

外国からの輸入を減らすことで自国主権を守ることが

出来る。」 

と訴えた。 

 

社 会                       

「カベジョ氏親族 Odebrecht から賄賂受領報道」            

 

スペインの情報サイト「ABC」はスペイン検察庁による

ディオスダード・カベジョ与党 PSUV 副党首の汚職捜

査の情報を報じた。 

 

同調査の発端は、１７年８月のルイサ・オルテガ元検事

総長による告発にさかのぼる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.24」８月２３日付の記事参照）。 

 

カベジョ PSUV 副党首の従兄弟２名がスペインの「TSE 

Arietis 社」を介して Odebrecht に１億ドル（８，４０

０万ユーロ）の賄賂を要求していたとオルテガ元検事総

長が告発した。 

 

スペインの検察庁はこの告発の真偽を調査しているが、

最終結論はまだ出ていない。 

 

問題の従兄弟はルイス・アルフレッド・カンポ・カベジ

ョ氏とジョルソン・ヘスス・カベジョ氏。「TSE Arietis

社」は建設機材の貿易業をしている会社で、０７年に下

請け業者として Odebrecht と契約を結んでいた。 

 

 

 

０７年、カベジョ PSUV 副党首はミランダ州の知事を

務めており、公共事業関連で同氏に決定権があった。 

 

 

スペイン検察庁は「TSE Arietis 社」以外にルイス・アル

フレッド・カンポ・カベジョ氏と関係がある「Inversiones 

Oportunidades 」「 Negocio S.L, 」「 Bengoechea 」

「Inversiones y Patrimonios S.L.,」「Deposito y Stockage 

JJ」も調査の対象としている。 

 

これらの会社の資金は第三国に流れており、汚職に加え

て資金洗浄の疑いもある。ただし、調査にはベネズエラ

の検察当局の協力も必要になるようだ。 

 

なお、カベジョ PSUV 副党首は Odebrecht との汚職に

自身は関与していないと告発を否定している。 

 

以上 
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