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（写真）PDVSA “「Augus Media」制憲議会が PDVSA に代わる石油会社設立を検討していると報じる” 

 

 

２０１８年１０月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「ドイツ CPI へのマドゥロ政権提訴参加を検討」 

「アリントン副検事総長が交代」 

経 済                     

「Coca Cola FEMSA 労働コスト４０％減」 

「石油省次官（精製・ガス）２名が交代」 

「祖国カード給付金 今週支払い予定」 

「５１回目 DICOM １ドル BsS.６３．９９」 

社 会                     

「カラカス周辺 大雨で道路が浸水 

～マイケティア国際空港も天井から大雨～」 

２０１８年１０月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「経済悪化 ４６．２％は大統領が原因」 

「米ペンス副大統領 米国への移民キャラバン 

マドゥロ政権が資金援助者を非難」 

 「制憲議会 第２副議長が交代」 

「EU 外交委員長 対話の条件が整っていない」 

「国会 EU のスタンスに関する議論を保留」 

経 済                    

「制憲議会 新石油会社の設立を提案 

～PDVSA 資産は引継ぐが負債は引継がない～」 

「公的セクター労働者 賃金改定求めて抗議」 
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２０１８年１０月２２日（月曜）             

政 治                       

「ドイツ CPI へのマドゥロ政権提訴参加を検討」       

 

欧州連合のモゲリーニ外交委員長、スペイン政府、ポル

トガル政府は対話での解決を志向しているが、もちろん

EU 内で見解が一致しているわけではない。 

 

EU議会内で圧力での政権交代を求めている代表格はス

ペイン選出議員のベアトリス・ベレッラ人権委員会副代

表だろう。 

 

ベレッラ議員は自身のツイッターで、 

「我々の方針の一貫性を図るため、ドイツとフランスは

国際司法裁判所（CPI）に対してマドゥロ政権の調査開

始を求めることを指示するべきだと考えている。 

不名誉なことに、スペインについては、歪んだイデオロ

ギーをもつサンチェス政権に阻まれてしまった。」 

と投稿した。 

 

スペインのボレル外相はスペイン議会にて 

「CPI への調査要請にスペインが加わることは、対話を

遠ざけ外交的な危機の解決を遠ざけることになる」 

と提訴に参加しない方針を示している。 

 

急進野党のタマラ・スジュ弁護士はベレッラ議員の投稿

を受けて、 

「我々はこの素晴らしいニュースが公式に発表される

ことを心待ちにしている。ドイツはマドゥロ・マフィア

政権を国際司法裁判所に訴える９カ国目の国になる。 

 

既にアルゼンチン、カナダ、チリ、コロンビア、コスタ

リカ、ペルー、パラグアイ、フランスが非難に加わって

いる。」 

と投稿した。 

 

「アリントン副検事総長が交代」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.205」１０月１９日付の記

事でキャサリン・アリントン副検事総長が辞任したとの

噂を報じた。この噂は事実だったようだ。 

 

アリントン副検事総長が辞任した理由ははっきりして

いないが、検察庁内のグループ抗争と１０月８日に

SEBIN で死亡したアルバン市議の事件が関連している

と見られている。 

 

１０月２２日 官報でアリントン副検事総長の交代が

発表された。新しい副検事総長はビスカヤ・ピラル・ロ

レオ・ドゥベン氏。同氏の詳しい略歴などは確認できて

いない。 

 

翌２３日にドゥベン氏は制憲議会の前で副検事総長就

任を宣誓した。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

“新たに副検事総長に就任したビスカヤ・ドゥベン氏” 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d28f643a774dd09e35b5798679b359e3.pdf
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経 済                        

「Coca Cola FEMSA 労働コスト４０％減」           

 

１０月２２日  ロイター通信は大手飲料メーカー

「Coca Cola FEMSA」のホセ・ラモン・マルティネス・

コーポレート部長の取材記事を公開した。 

 

マルティネス部長は取材に対して、長引く経済危機を受

けて、ベネズエラのオペレーションを適正化するとの見

解を示した。 

 

既に先週から労働省および同社の労働組合と話し合い

を始めており、「ベネズエラの人員を４０％整理しなけ

ればいけない」と伝えているという。 

 

「我々は常にベネズエラ国内でオペレーションを維持

する意志を示している。会社の関係者およびベネズエラ

政府当局と協力しながら生産の適正化を目指したい。」 

との考えを示した。 

 

カラボボ州バレンシア工場の労働組合の代表を務める

ダニエル・モンティージャ氏は、このコメントが事実で

あると認めた。 

 

「我々は経営者側と対話を開始した。このままだと倒産

する懸念があり、労働省も認識している。経営者側は事

業を継続するために雇用者の削減および現在の福利厚

生の一部カットを求めている。 

 

Coca Cola FEMSA は現在４，８００名を雇用している

が、２，０００名の雇用を減らしたいと言われている。」 

とコメントした。 

 

９月より最低賃金を大幅に改定され、労働コストが急増

している。Coca Cola FEMSA と同様に雇用削減が必要

な会社は多いはずだ。 

 

「石油省次官（精製・ガス）２名が交代」                   

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.204」１０月１７日付の記

事で PDVSA の役員が交代する可能性が報じられてい

た。 

 

１０月２２日 PDVSA 役員の交代ではなかったが、２

名の石油省次官の交代が発表された。（１０月１７日付

の官報４１，５０４号）。 

 

今回の発表によりギジェルモ・グスターボ・ブランコ氏

が石油省精製・国内販売担当次官に就任する。同職は１

４年からマウリシオ・セルバンド・エレラ・トーレス氏

が務めていた。 

 

なお、新たに石油省精製・国内販売担当次官に就任した

ブランコ氏は PDVSA の精製部門担当役員も兼務して

いる。 

 

もう１名はジャスミン・デル・カルメン・ラミレス氏。

石油省のガス担当次官を務める。同職は１６年からドグ

ラス・ソサ氏が務めていた。 

 

ジャスミン・デル・カルメン・ラミレス氏は、今年７月

に石油省精製部門の総括部長に就任していたようだ。 

 

「祖国カード給付金 今週支払い予定」         

 

１０月２２日 マドゥロ大統領はコミューン会議に参

加。 

 

今週から祖国カード保有者を対象に「祖国の家庭

（Hogares de la Patria）」の給付金の支給を開始すると

発表した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f449d3ffd255fe379c64d05b02d80fca.pdf
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同給付制度は家族の人数に応じて支給額が変わるシス

テムで直近では９月に給付額が改定されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.182」８月２８日付の記事参照）。 

 

なお、昨年のクリスマスに豚肉の供給が停止した点につ

いて言及し、「今年は決して豚肉が届かないようなこと

はない。おもちゃも届く。」と言及した。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

“現金給付、クリスマスでの物資供給を発表する大統領” 

 

「５１回目 DICOM １ドル BsS.６３．９９」                  

 

中央銀行は第５１回 DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６３．９９。前回（１ドル BsS

６３．８１）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で４５３万４６０ドル。 

前回の４６６万よりも、若干減少したことになる。 

 

法人１１０社に対して４０７万５，５００ドルが割り当

てられ、個人３７８名に対して４５万４，９６０ドルが

割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Grupo Fare」で

２９．４万ドル。 

 

 

次いで、食料品販売業者の「Rahal Center」が１１．５

万ドルの外貨供給を受けた。 

３番目は「Cooperativa Maranata 11 RL」（業種不明）が

１１．３万ドルの外貨供給を受けた。 

 

社 会                        

「カラカス周辺 大雨で道路が浸水           

  ～マイケティア国際空港も天井から大雨～」           

 

１０月２２日 カラカス周辺はひどい大雨で多くの道

路が浸水し、都市機能が崩壊したと報じられている。 

 

以下は日本人駐在員の多いアルタミラ地区を走るフラ

ンシスコ・ファハルド高速道路の写真。 

 

 

以下サン・イグナシオ・ショッピングセンターの駐車場。 

 

（写真）Maduradas 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月２２日～１０月２３日報道         No.２０６   ２０１８年１０月２４日（水曜） 

5 / 7 

 

カラカスの玄関口「マイケティア国際空港」も天井から

水漏れというより、大雨が降ったようだ。 

 

 

（写真）ウィストン・フローレス議員 

“天井の蛍光灯側面から大量の水が落ちている” 

 

２０１８年１０月２３日（火曜）             

政 治                       

「経済悪化 ４６．２％は大統領が原因」        

 

世論調査会社「Datanalisis」（野党系の会社ではあるが、

社長は選挙を通じた危機の解決を志向している。ヘンリ

ー・ファルコン AP 党首など穏健派野党とは距離を置く

が、大筋の方針は穏健派野党と同じ）は世論調査の結果

を公表した。 

 

質問は「ベネズエラの問題は誰に責任があると思うか？」 

 

最も多かった回答はマドゥロ大統領で４６．２％。 

９．１％は取り巻きの大臣職との見解を示した。 

また、３．３％は「知事に責任がある」と回答。 

なお、全国２３州の知事のうち１９州は与党系、４州は

野党系。 

 

他方、意外に多かったのは「ベネズエラ国民自身」とい

う回答で１６．５％とマドゥロ大統領の次に多かった。 

 

 

「米国の経済制裁に責任がある」は２．８％。 

「野党連合（MUD）に責任がある」は２．４％。 

「Fedecamaras（ベネズエラ経団連）」は１．２％だった。 

 

これらを足しても７割くらいにしか達しないが、他にど

のような回答があったかは書かれていなかった。 

 

「米ペンス副大統領 米国への移民キャラバン     

       マドゥロ政権が資金援助者を非難」           

 

米国への移住を希望する中南米の国民がホンジュラス、

エルサルバドル、グアテマラなどから米国に向かって北

上している。 

 

いくつかグループがあるようで正確な情報は把握でき

ないが、集団の規模は３０００名を超えているとの報道

もある。 

 

移民受け入れに消極的なトランプ大統領はもちろんこ

の動きを歓迎しておらず、各国に対して移民キャラバン

の進行を止めるよう求めている。 

 

１０月２３日 米国のペンス副大統領はこの動きにつ

いて、「ホンジュラスのエルナンデス大統領から、この

キャラバンを組織した左派グループはマドゥロ政権の

資金援助を受けているとの報告を受けた。彼らは我々の

国境と米国の自治を脅かしている。」 

とベネズエラ政府を非難した。 

 

他方、移民キャラバンに同行しているメキシコ人記者は、

CNN のニュースでベネズエラ政府が資金援助者という

ペンス副大統領の発言を否定。取材をしているがキャラ

バン参加者は実費で移動をしていると説明。ペンス副大

統領の発言は根拠がなく、おそらく政治的な意図で言っ

ているのだろうとの見解を示した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月２２日～１０月２３日報道         No.２０６   ２０１８年１０月２４日（水曜） 

6 / 7 

 

「制憲議会 第２副議長が交代」            

 

１０月２３日 制憲議会は、現在制憲議会の第２副議長

を務めていたエルビス・アモロソ氏を会計検査長に任命

することを承認した。 

 

会計検査長はベネズエラの５権（行政・立法・司法・選

挙・民衆）のうちの「民衆権力」の一つで高い権限を持

つ。 

 

なお、これまで会計検査長を務めていたマニュエル・ガ

リンド氏は定年退職と言うことになっている。 

 

（写真）エルビス・アモロソ新会計検査長ツイッター 

 

また、第２副議長についてはグラディス・レケナ政権議

員が就任することが決まった。 

 

（写真）グラディス・レケナ第２制憲議長ツイッター 

 

 

 

「EU 外交委員長 対話の条件が整っていない」         

 

ベネズエラの問題を解決する手段として対話路線に傾

いている欧州連合だが、反対勢力の影響もありこれまで

よりもトーンダウンしている。 

 

欧州連合のモゲリーニ外交委員長は、引き続き平和的で

外交的な問題解決を導く手段を模索すると述べつつも、

「話が独り歩きしている」との見解を示した。 

 

また対話について、 

「現時点では与野党対話の条件が整っていない」と短期

的に対話が実現する可能性について否定的な見通しを

示した。 

 

加えて、制裁について 

「軍事介入と言うオプションは明確に否定するが、マド

ゥロ政権に科している制裁を緩和する考えはない。」 

と言及した。 

 

欧州連合は１０月２５日（木曜）にベネズエラ問題につ

いて議論を行う予定。 

 

そこで EU がベネズエラ政府関係者に科している制裁

措置が延長されると思われる。また、今後の方針につい

て、欧州域内で見解が統一すれば何らかの発表をするよ

うだ。 

 

「国会 EU のスタンスに関する議論を保留」         

 

欧州連合、スペイン政府らが示している対話での解決に

ついて、急進野党は強い反対を示している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ 202」１０月１４日付の記事参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
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急進野党グループ「Soy Venezuela」に所属する国会議

員７名は、１０月２３日の通常国会で対話での解決を志

向する欧州連合のスタンスについて議論するよう議案

を提出した。 

 

また、対話を主導するロドリゲス・サパテロ元スペイン

首相を、ペルソナ・ノン・グラタ（外交用語で、通常は

政府が外国の外交官を追放する際に使用するもの）に認

定するよう求めていた。 

 

しかし、この動きについてオマール・バルボサ国会議長

（新時代党）は待ったをかけ、同日は議論されなかった。 

 

バルボサ国会議長は 

「本日、欧州議会議員と会談をした。ベネズエラについ

て、欧州連合としての一致した見解を木曜日に示すと聞

いた。従って、その発表を待って国会として問題を議論

したい。」 

とコメントした。 

 

経 済                        

「制憲議会 新石油会社の設立を提案          

 ～PDVSA 資産は引継ぐが負債は引継がない～」            

 

１０月２３日 エネルギー情報会社「Augus Media」は

制憲議会が新しい国営石油会社の設立を提案すると報

じた。 

 

新会社の名前はスペイン名で「Corporacion Venezolana 

de Energia（CVE）」。石油開発、輸出、精製など PDVSA

が行っている業務を引き継ぐとした。 

 

この情報は制憲議会エネルギー委員会に所属するデビ

ッド・パラビシーニ議員の発言と報じられている。 

 

 

 

新しい石油会社は PDVSA の米国子会社 Citgo、人材、

国内設備などを含めて PDVSA が保有する全ての資産

を継承するが、債券、合弁パートナーの負債、商業債務

などは継承しないと報じられている。 

 

この提案が制憲議会内でどの程度受け入れられている

のかは不明。 

 

また、債券専門家は、このような手段で負債を継承せず

に資産だけ引き受けることはできないとコメントして

いる。 

 

他方、カナダの金開発会社 Crystallex の訴訟で Citgo の

持ち株会社である「PDV Holdings」の株式が売却され

た場合、PDVSA と Citgo の資本関係は無くなる。 

そうなれば、ベネズエラ側が新会社の設立をためらう理

由が減ることになる。 

 

制憲議会は提案が公に出ると、即日承認されることが多

い。仮に実現してしまえば、ベネズエラの将来に大きな

影響を与える一件になりそうだ。 

 

「公的セクター労働者 賃金改定求めて抗議」         

 

１０月２３日 カラカスの「Pajarito 地区」で公的セク

ターの労働者が抗議行動を行った。抗議行動の理由は賃

金の改定、福利厚生の順守など。 

 

抗議に参加したのは国会の労働者、国営通信公社

（CANTV）、選挙管理委員会（CNE）の労働者、外務省

の労働者、カラカス地下鉄の労働者など。 

 

軍部が鎮静化のために駆け付けたが、状況は収まらず催

涙ガスも発射された。 

 

以上 


