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（写真）Soy Venezuela “７月１６日に抗議行動を呼びかける急進野党グループ「Soy Venezuela」” 

 

 

２０１８年７月１３日（金曜） 

 

政 治                     

 「大統領選に参加しなかった政党は更新作業実施 

～２３州中１２州で有権者０．５％署名必要～」 

「ファルコン党首 Concertacion 所属議員は８名」 

 「在コロンビア・ベネズエラ大使 職務変更を申請」 

経 済                     

 「SUNDDE 食品２２０トンを押収」 

 「２２回 DICOM １ドル１２万ボリバルを維持」 

 「原油価格 １バレル６８．７８ドル」 

社 会                     

 「SEBIN 汚職容疑で前保健相の身柄拘束の噂」 

2018 年 7 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

 「与党 PSUV ７月２８～３０日に全国党大会」 

 「マチャド党首 ７月１６日に抗議行動呼びかけ」 

 「世論調査 野党への不信感が拡大」 

「OAS 事務局長 クーデター未遂逮捕者に連帯」 

経 済                    

 「フォード ４車種の生産停止を発表」 

 「化学品会社接収で新たな訴訟」 

 「産油量は日量１５３万バレルと主張」 

 「医薬品団体代表 医薬品不足は８５％ 

～がん患者は外国で治療しなければ死亡～」 
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２０１８年７月１３日（金曜）             

政 治                       

「大統領選に参加しなかった政党は更新作業実施    

 ～２３州中１２州で有権者０．５％署名必要～」       

 

CNE は市議会議員選を１２月９日に実施することを決

定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.162」７月１１日付

の記事参照）。 

 

CNE のタニア・デアメリア役員は、自身のツイッター

で５月の大統領選に参加しなかった政党は政党更新作

業を受ける必要があると発表した。 

 

１８年に入り CNE は前回の選挙に参加しなかった政党

については毎回、政党の更新作業を要請している。１８

年１月に同様の求めを発表し、政党更新作業を拒否した

大衆意志党（VP）は登録が抹消された(「ベネズエラ・

トゥデイ No.88」１月１９日付の記事参照)。 

 

また、第一正義党（PJ）はギリギリで更新作業に応じる

ことを決めたが、準備不足もあり更新要件を満たすこと

が出来ず、VP と同様に政党登録を抹消された(「ベネズ

エラ・トゥデイ No.94」２月２日付の記事参照)。 

 

政党更新の要件は全国２３州のうち１２州で各州に登

録されている有権者の０．５％の署名を集めること。 

 

事前に準備することが出来れば、高いハードルではない

ものの来週、更新作業を行うと通知されて、準備が出来

るものでもない。 

 

現在、政党として登録が残っている主要野党のうち、５

月の大統領選に参加しなかったのは行動民主党（AD）

と新時代党（UNT）の２政党。この２政党の方針に注目

が集まることになりそうだ。 

 

「ファルコン党首 Concertacion 所属議員は８名」         

 

５月の大統領選に出馬した発展進歩党（AP）のヘンリ

ー・ファルコン党首を中心とする政治グループ

「Concertacion por el Cambio」は１２月９日の市議会

議員選へ出馬する意向を示している。 

 

ファルコン党首は改めて同グループが選挙に参加する

と発表。 

 

また、「発展進歩党（AP）」、「変革党（Cambiemos）」、

「ProCiudadanos」に所属する議員が８名、補欠議員ら

を含めて１２名の議員が同グループに所属していると

発表した。 

 

同グループを構成する主な議員はフリオ・セサル・レジ

ェス国会第一副議長（AP）、テオドロ・カンポス議員

（AP）、マリア・テレサ・ペレス議員（AP）、ティモテ

オ・サンブラーノ議員（Cambiemos）、マリア・グデス

（ Cambiemos ）、アルフレド・スペラーノ議員

（Cambiemos）、メルバ・パレデス議員（Cambiemos）。

他、AP に所属する代理議員が４名所属している。 

 

また、ファルコン党首は MUD について 

「MUD は役割を全うした。良い決断をしたこともあれ

ば、誤った決断をしたこともあった。勝利も敗北もあっ

た。いずれにせよ、現在の野党はより広い意見を受け入

れる野党を構成しなければいけない。 

見解の相違を超えて国のための計画に合意する必要が

ある。」と主張した。 

 

また、野党統一のためカプリレス元ミランダ州知事、ラ

モス・アジュップ AD 幹事長、ハビエル・ベルトゥッシ

牧師らとも連絡を取っていると語った。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f04eeffc6de3ea5ea9fdf96ac778511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f04eeffc6de3ea5ea9fdf96ac778511.pdf
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「在コロンビア・ベネズエラ大使 職務変更を申請」                  

 

７月１３日 在コロンビア・ベネズエラ大使のイバン・

リンコン氏はアレアサ外相に対して、大使の職務変更を

求める書簡を提出した。 

 

記事のタイトルを読んだ時には現政権の方針に異論が

あり、辞職を希望したのかと思ったが、書簡を読む限り

では、それが理由ではないようだ。 

 

職務の変更を希望する理由について、 

・コロンビア政府がベネズエラの５月の大統領選を認

めておらず、独裁政権と非難していること。 

・ウリベ派のイバン・ドゥケ氏が大統領選に当選し、今

後もベネズエラとの良好な政治的関係が描けないこ

と。 

・コロンビア金融機関から大使館の資金移動にかかる

妨害行為を受けており、大使館の行うべき業務が阻害

されていること。 

・自身、家族がコロンビア政治家やコロンビアに住むベ

ネズエラ人から攻撃を受けていること。 

 

などを挙げ、自身の体調の問題などを含め別の任務を命

じてもらうようマドゥロ大統領、アレアサ外相に陳情し

た。 

 

 

（写真）El Espectador “イバン・リンコン大使” 

 

 

経 済                        

「SUNDDE 食品２２０トンを押収」           

 

７月１３日 価格監督庁（SUNDDE）はカラボボ州グ

アジョ市で「Localfrio Valencia 社」が商品を過剰に保管

していたと発表。 

 

牛肉、鶏肉、豚肉、チーズなど計２２０トン相当の食料

品を押収した。 

 

内訳は牛肉が２７トン、豚肉が６１トン、ソーセージが

１０トン、砂糖が２３トン、鶏肉が５１トン。そのうち

５トン相当は１７年１１月付で期限が切れており、果物

４４トン相当も賞味期限が切れていた。 

 

賞味期限が切れていない食料品については CLAP を通

じて配給すると発表している。 

 

 
（写真）価格監督庁（SUNDDE）ツイッターより抜粋 
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「２２回 DICOM １ドル１２万ボリバルを維持」         

 

ベネズエラ中央銀行は第２２回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ１４０，０６４ボリバル。 

ドル建てで１ドル１２０，０００ボリバル。 

 

前回の DICOM のレートも１ドル１２万ボリバルだっ

たので変わらなかったことになる。 

 

落札された外貨の合計は５８万２，６３１．１３ドル。 

前回の１２７万６，８０７．９４ドルから約半分減った

ことになる。 

 

法人２８社に対して５１万４，９６７．０６ドルが割り

当てられ、２９９名に対して６万７，６６４．０７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タイヤの生産・販売業

者の「Covencauchos Industrias」で１１万５，３７８ド

ル。 

次いで農業関連の「Agromax」が４万８，６５７．２９

ドル（原材料輸入）。 

製鉄業者の「Siderurugica Zuliana」が４万８，２００ド

ル（資材・部品輸入）だった。 

 

「原油価格 １バレル６８．７８ドル」                  

 

１８年７月９日～１３日のベネズエラ産原油の平均価

格は４５６．７６人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６８．７８ドル／バレル。前週の６９．６

５ドルから約１ドル下落した。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「SEBIN 汚職容疑で前保健相の身柄拘束の噂」           

 

非公式情報だが副大統領府直轄の公安部隊 SEBIN がル

イス・ロペス前保健相の身柄を拘束しようとしていると

の報道が流れている。 

 

野党系メディア「Punto de Corte」は、先週月曜にロペ

ス前保健相が大臣を務めていた時期に汚職を行った容

疑で複数の高官が逮捕されたと報じた。 

 

６月下旬から国立病院の看護士が待遇改善を求めて抗

議行動を開始した（「ベネズエラ・トゥデイ No.155」６

月２５日付の記事参照）。 

この抗議行動は大きな暴力事件には至っていないもの

の未だに続いている。 

 

マドゥロ大統領は６月２５日付でルイス・ロペス保健相

を解任し、カルロス・アルバラード氏を新たに大臣職に

任命した。看護士の抗議行動と大臣の解任と保健省高官

の逮捕には関連があるとされる。 
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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

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1fe993997122a19fd959dee683b5a18.pdf
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２０１８年７月１４～１５日（土曜、日曜）             

政 治                       

「与党 PSUV ７月２８～３０日に全国党大会」        

 

７月２８日～３０日にかけて与党「ベネズエラ社会主義

統一党（PSUV）」の全国党大会が開催される。 

 

毎年開催されており、この大会で党首・副党首など重要

な役職が決定する。 

 

併せて全国２３州から PSUV の代表党員がカラカスに

集結し、与党の政治、経済、社会に関する方針を議論す

る場でもある。 

 

現在は党大会で提案する方針を各州に所属する与党党

員が議論している段階。また、全国党大会に出席する各

州の代表者の選定作業も行われている。 

 

真偽のほどは定かではないが、一部の報道ではカベジョ

制憲議長（副党首）がマドゥロ大統領から党首の座を奪

おうとしていると報じられている。 

 

与党はしばらく党大会に時間を取られることになりそ

うだ。 

 

「マチャド党首 ７月１６日に抗議行動呼びかけ」           

 

７月１６日は野党にとっては特別な日になっている。 

一年前の７月１６日は制憲議会選挙の直前だった。野党

は制憲議会を中止させるため街頭で抗議行動を呼びか

け、多数の死者・負傷者が出た。 

 

野党連合（MUD）は１７年７月１６日に選挙管理委員

会（CNE）とは別に独自に選挙当局を組織し、国民投票

を実施した（「ベネズエラ・トゥデイ No.7」７月１６日

付の記事参照）。 

 

野党は約７５０万人の投票があったと発表。 

 

投票の目的は質問で、 

「ベネズエラ国民の事前承認なく、制憲議会選挙を実施

することを拒否しますか？」 

 

「国軍と全ての公務員に９９年憲法に従い、国会の決定

を支持することを求めるか？」 

 

「憲法に従い透明性の高い自由選挙を支持するか？ま

た、憲法秩序を守るために国家をまとめる政府を形成す

ることを支持するか？」 

 

との質問について多くの投票者は野党のスタンスを支

持する投票をした（詳細は「ベネズエラ・トゥデイ No.8」

７月１８日付の記事参照）。 

 

この投票は、現在の野党が与党に対して訴えていること

と同様に、第三者の監視的なものは存在せず、集計は野

党陣営による手集計で数字の正確性を裏付ける手段が

ない。 

 

また、有権者総数に対する投票率は約３５％なので、国

民の総意と断言するには説得力に欠けるが、野党の正当

性のよりどころとなっている。 

 

現在、この７月１６日に示された国民の意志を政党のス

タンスに最も色濃く反映させているのはベネズエラ主

導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首が率いる

「Soy Venezuela」と言える。 

 

その「Soy Venezuela」は７月１６日に全国的な抗議行

動を呼びかけている。カラカス以外の州では街頭での抗

議行動を呼びかけているが、カラカスについてはまだは

っきりしていない。少なくとも午前１０時から国会議事

堂で記者会見が行われることになっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed899cab4041f7c9ec2705d2192b9bbf.pdf
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「世論調査 野党への不信感が拡大」         

 

与党系の世論調査会社として知られる「Hinterlaces」は

６月１２～２９日にかけて全国１，５８０名を対象に野

党に対する印象を調査した。 

 

その結果、第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス党首へ

の印象は８０％が「ネガティブ」と回答。理由は制裁を

促進し、経済を疲弊させたからとの回答が多かった。 

 

行動民主党（AD）のアジュップ幹事長については７７％

が「ネガティブ」と回答。カプリレス元ミランダ州知事

は７３％が「ネガティブ」と回答した。 

 

他方、野党政治家の中で比較的印象が良いのはマリア・

コリナ・マチャド党首とヘンリー・ファルコン党首、レ

オポルド・ロペス党首。 

 

この３名については、６２％の回答者が「ネガティブ」

と回答した。決して良い数字とは言えないが、前述の政

治家らと比較すればまだ否定的な意見が少なかったと

言えそうだ。 

 

なお、別の世論調査会社「Hercon Sonsultores」（野党系

の世論調査会社）は、１８年６月２８～７月８日に全国

１，０００名を対象に政治思想に関する電話調査を行っ

た。その結果、与党との回答が１６．３％、野党との回

答は３１．１％、無派閥の回答が４３．８％、回答なし

が８．７％だった。 

 

「野党が国民のために働いていると思うか？」との質問

について、「働いている」との回答は４０．５％、「働い

ていない」との回答が５０．４％だった。 

他、回答者の６０％は「野党を信頼していない」と回答

した。 

 

 

「OAS 事務局長 クーデター未遂逮捕者に連帯」         

 

７月１５日 米州機構（OAS）のルイス・アルマグロ事

務局長はクーデターを計画したとして政府に拘束され

たルイス・ウンベルト・キロアガ中尉の兄妹と対談した。 

 

そこでアルマグロ事務局長は、キロアガ中尉について

「独裁政権に、政治犯として劣悪な待遇と拷問を受けて

いるだろう。彼を自由にするようマドゥロ政府に要請す

る」とコメントした（ツイッター投稿参照）。 

 

客観的に見て、アルマグロ事務局長の対応は問題ではな

いかと感じる。キロアガ中尉がクーデター計画を企てて

いないことがある程度確信できる状況であれば、政治犯

として彼の解放を要求するのは妥当な要請だろう。 

 

しかし「ウィークリーレポート No.53」や「ベネズエラ・

トゥデイ No.158」７月３日付の記事でもある通り、ク

ーデターの存在は関与した人物自身が認めており、キロ

アガ中尉が実際にクーデターを計画していた可能性は

かなり高い。 

 

流石にクーデター首謀者を「政治犯」と認識し、即時解

放を要求するのは、国際組織の代表として客観性にかけ

ているように感じる。 

 

（写真）アルマグロ事務局長ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/176803cc07a8fceca59e4354a4d73934.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f364ae83f6b0c39fa6e15bd51504219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f364ae83f6b0c39fa6e15bd51504219.pdf
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経 済                       

「フォード ４車種の生産停止を発表」            

 

「Ford Motors de Venezuela」は１９年以降、「Explorer」

「Caminones 350」「Cargo」「Fiesta」の４車種の組み立

てを停止するようだ。 

 

FORD 労働組合のアンヘル・パンダレス氏は 

「現段階では工場幹部から工場閉鎖の通知は受けてい

ない。しかし、労働者は今回の組み立て停止措置で雇用

が減ることを懸念している。」と語った。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.162」で紹介したが１８年

６月の FORD の自動車組み立て台数は１台（F-350 

GNV）のみ。１８年１～６月までの合計組み立て台数は

７台（「Explorer」４台と「F-350 GNV」３台）に留まっ

ている。 

 

「化学品会社の接収で新たな訴訟」         

 

ベネズエラ政府を相手取る新たな訴訟が増えそうだ。訴

訟を起こしたのはイタリア人、Carmina Comparelli 氏

と Julio Delgado Comparelli 氏。 

 

１０年に彼らが経営していた「Marivelca」が接収された

件で米国裁判所に訴訟を起こした。 

当時の接収理由は、不適切な量の水素クロロ酸を保管し

ており、ベネズエラの麻薬法に違反したことが理由で接

収されたようだ。 

 

実は１４年に裁判を起こしたが、米国の裁判所は本件を

判断する権限がない（ベネズエラで起きたイタリア人の

問題を米国裁判所が裁く権限がない）とのベネズエラ政

府側の反論を受けて１６年に敗訴している。 

しかし、７月８日に当時の決定を見直すべきだと最高裁

が判定。訴訟が再開する見通しが立った。 

 

Comparelli 氏らはベネズエラ政府に対して賠償金とし

て７，０００万ドル＋利息の支払いを要求している。 

 

ベネズエラ政府側の弁護士は当時の一件は政府による

接収ではなく、一時的な差し押さえだったとの主張で争

うことになるようだ。 

 

「産油量は日量１５３万バレルと主張」              

 

OPEC が公表した「OPEC Monthly Oil Market Report」

によると、ベネズエラの産油量は日量１３４万バレルと

なっている。 

 

しかし、これは第三者調べの数字でベネズエラの自己申

告値では日量１５３．１万バレルとなっており、両者の

数字には日量２０万バレル近い開きがある（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.162」７月１１日付の記事参照）。 

 

この数字の差について、ベネズエラの OPEC 代表を務

めているアンヘル・ゴンサレス氏はベネズエラの国営放

送のインタビュー番組に出演し、第三者の公表値に異議

を示した。 

 

「ベネズエラの産油量は日量１５３．１万バレルで

OPEC にはそのように申請している。仮にコンデンセー

トを含めれば日量１７３．５万バレルになる。 

 

OPEC は第三者の数字も公表しており、その数字は日量

１３４万バレルだった。この数字は製油所に供給される

重質油、超重質油の産油量が含まれていない。」 

と説明した。 

 

彼の主張の真偽は分からないが、労働者は減少し、資金

送金も制限される中、産油量を日量１５３万バレルで維

持するのは容易なことではないように思える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
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「医薬品団体代表 医薬品不足は８５％        

 ～がん患者は外国で治療しなければ死亡～」              

 

７月１５日 医薬品連合会（FERFARVEN）のフレディ・

セバジョ代表は民放のインタビュー番組に出演。 

医薬品の不足率は８０～８５％に達しているとコメン

トした。 

 

「政府は医療サービスと社会保障制度を守らなければ

いけない。医療のために外貨の特別枠を設ける必要性が

ある。」と主張した。 

 

また、パーキンソン病やがん治療のための資材や設備は

ベネズエラには無くなっているとコメント。がん患者は

外国に行かなければ死んでしまうとの認識を示した。 

 

以上 

 


