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（写真）ドミニカ共和国外務省公式ツイッターより作成 “１月１１日 交渉に出席する与野党交渉団“ 

 

２０１８年１月１０日（水曜） 

 

政 治                    

 「VP 与野党交渉が破談なら外交で抗議再開」 

「UNT 野党を非難するツイッター停止求める」 

「急進野党 チリとメキシコに交渉離脱求める」 

 「カベジョ 未来の大統領に関してコメント 

～故チャベス元大統領娘を応援か～」 

経 済                    

 「クラサオで PDVSA の原油差し押さえ」 

 「４カ月遅れでブラジル債務を返済」 

 「カベジョ PSUV 副党首 バネスコ買収を宣言」 

 「PETROZAMORA で大量解雇」 

２０１８年１月１１日（木曜） 

 

政 治                   

 「与野党交渉 １２日に延期」 

 「トゥルヒージョ州選出制憲議員 殺害される」 

 「政党更新手続きは１月２７、２８日に開始」 

 「リマグループ １月２２日に会合予定」 

経 済                   

 「公共バスの部品がラグアイラ港に到着」 

 「経済緊急事態令 １８年も延長」 

経 済                   

 「昨年１２月～１月で略奪件数は全国で７５件」 

 「ケーブル切断でモビスターの通信が停止」 
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２０１８年１月１０日（水曜）             

政 治                       

「VP 与野党交渉が破談なら外交で抗議再開」       

 

大衆意志党（VP）のファン・アンドレス・メヒア議員

（VP の全国政治コーディネーター）は、１月１１日、

１２日にドミニカ共和国で行われる交渉が破談になる

のであれば、再び街頭で抗議するべきだと訴えた。 

 

与野党交渉は暗礁に乗り上げようとしている。野党およ

び付添国であるメキシコ、チリの訴えは１２月２０日に

制憲議会が承認した政党更新作業を取り消すことだ。 

 

制憲議会は市長選に参加しなかった政党は政党更新作

業を行わなければならないとの決定を承認した。 

もし政党の更新が出来なければ次回の大統領選に一部

の野党政党（特に第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、

行動民主党（AD）、La Cuasa R など）は参加でなくなる

可能性があるからだ。 

 

写真下の通りメヒア議員の記者発表には多くの VP 党

員が参加しており（与野党交渉の窓口となっている VP

のルイス・フロリダ議員は出席していない）、同氏の方

向性には多くの党員が賛成していると思われる。 

 

 

（写真）NTN24 での放送を抜粋 

“街頭での抗議再開を訴えるアンドレス・メヒア議員” 

この発言に対して与党の交渉窓口であるホルヘ・ロドリ

ゲス情報通信相は強気なスタンスを崩していない。 

 

「彼らは与野党交渉の前日にあのようなメッセージを

発信した。街頭に出ればいい。我々は街頭で待つ。もし

ドミニカ共和国に来たくないならば、来る必要はない。

街頭に出ろ。街頭で打ち勝つ。一回で片を付ける。」 

とツイッターに投稿した。 

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首は１４年２

月～４月に行われた反政府デモを扇動した罪で自宅軟

禁となっている。 

 

また、１７年４月～７月に起きた反政府デモの際 VP の

フレディ・ゲバラ国会第一副議長（当時）は、街頭での

抗議行動を扇動した。なお、フレディ・ゲバラ氏は現在

チリ大使館に保護されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.55」参照）。 

 

そして今回のメヒア議員による訴えに続く。VP は野党

の中でも街頭での抗議行動を志向する政党だ。それゆえ

にレオポルド・ロペス党首のように政府から治安を乱す

として目の敵にされている。 

 

また、メヒア議員の訴えが VP 内で支持者が多いとして

も野党連合全体として街頭での抗議行動を受け入れら

れるかは疑問だ。恐らく主要政党が一致して街頭での抗

議行動を支持するとは考えにくい。 

 

また、穏健グループに属する新時代党（現在国会議長）

は反対する。国会第二副議長も穏健グループだ。行動民

主党（AD）のアジュップ議員も１８年の最初の演説で

街頭での抗議行動は行わないと発言している。 

 

与野党交渉が決裂した後、野党内も分裂することは明白

と言えるだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
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「UNT ベネズエラのツイッター停止求める」         

 

新時代党（UNT）党員のアルベルト・ホセ・ゴンサレス

氏が投稿したツイッターが野党支持者の間で問題にな

っている。 

 

「ベネズエラのツイッターを閉鎖するべきだ。愚か者た

ちが結束を壊すために攻撃してくる。その結果、今のよ

うな状況になった。」 

 

この投稿の真意は分からないが、表現の自由と平等を重

んじる野党連合、野党支持者からは当然のように批判が

殺到している。 

 

与党派閥からこのような投稿が出るのであれば理解で

きるが、野党内、しかも２０１８年の国会議長が所属す

る UNT の党員からこのような投稿がされたことは、今

後の野党支持者の結束をさらに難しくすることだろう。 

 

ゴンサレス氏が野党連合を崩壊させるために、このよう

な発言をしたのであれば成功と言えるだろうが、本当に

結束を固めるために今回の投稿をしたのであれば、大失

敗と言えるだろう。 

 

 

（写真）ホセ・ゴンサレレス氏ツイッターより抜粋 

 

 

 

 

 

 

「急進野党 チリとメキシコに交渉離脱求める」                  

 

急進野党として知られるベネズエラ主導党（VV）のマ

リア・コリナ・マチャド党首、国民勇猛同盟（ABP）の

アントニオ・レデスマ党首を中心に構成される Soy 

Venezuela は在ベネズエラ・チリ大使とメキシコ大使代

理と面談した。 

 

そこで、両国に与野党交渉から離脱するよう求めた。 

 

本来であれば野党側の交渉付添国はメキシコ、チリ、パ

ラグアイの３カ国だった。 

 

しかし、パラグアイは交渉前に自国の政治日程がタイト

であるという理由で交渉に参加しないことになった。と

は言え、忙しいことが交渉に参加しない本当の理由では

ないだろう。 

パラグアイはチリ、メキシコと比べてマドゥロ政権に強

硬な姿勢で対峙している国だ。恐らく政権内で交渉に参

加することに異論が出たと思われる。 

 

１月８日 メキシコ外相は付添国としての交渉参加を

しない可能性を示唆している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.83」１月８日付の記事参照）。１月９日時点ではチリ

も与野党交渉に参加するかどうかを決めかねていると

の報道が流れている。 

 

対する与党側の対話付添国はボリビア、ニカラグア、サ

ンビセンテグラナディン諸島の３カ国。彼らは全員交渉

に参加している。 

 

なお、上記５カ国に加えて、ドミニカ共和国のメディナ

大統領と元スペイン大統領のロドリゲス・サパテロ氏も

双方の調整役として交渉に参加している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00489949024689701d8351e0daff46f5.pdf
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「カベジョ 未来の大統領にコメント           

     ～故チャベス元大統領娘を応援か～」             

 

与党、ベネズエラ統一社会党（PSUV）の副党首である

ディオスダード・カベジョ制憲議員は「Con El Maso 

Dando」という自身のテレビ番組を持っている。 

 

「Con El Maso Dando」でカベジョ議員はベネズエラ主

導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド氏がベネズエラ

を統治することはあり得ないと言及した。 

 

そして「仮に大統領の椅子に座る女性がいるとすれば、

それは革命家のチャビスタだろう。遅かれ早かれ女性大

統領がベネズエラに誕生するだろう。」 

とコメントした。 

 

特に深い意味はないのかもしれないが、誰もがマリア・

コリナ・マチャド氏が大統領になる可能性について考え

ていない状況で、わざわざこのような話を出し、その後、

与党系の女性大統領の誕生を示唆する発言をすること

には何かの意味があるのかもしれない。 

 

具体的には故チャベス元大統領の娘であるマリア・ガブ

リエラ・チャベス氏だ。まだ水面下で動いている話だが、

ラミレス派閥はマリア・ガブリエラ・チャベス氏を大統

領選に擁立させるとの噂がある（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.69」１２月６日付の記事参照）。一方でマドゥロ

大統領は自身の再選を狙っているはずだ。 

 

カベジョ氏は軍部出身。大統領選の出馬に軍部の支持は

不可欠で、PSUV 副党首であるカベジョ氏の意向は大き

い。 

 

この発言が何を意味しているのか（あるいは何も意味し

ないのか）、今後の動向が注目される。 

 

 

経 済                        

「クラサオで PDVSA の原油差し押さえ」           

 

１月１０日 複数の外国企業からの申し入れを理由に

クラサオに停泊していた PDVSA の原油を乗せたタン

カーが差し押さえられた。タンカーはパナマ国籍で

PROTEO という名前。 

 

同タンカーは仕向け地に向けて出発するところだった

が、クラサオの行政から出国を停止するよう指示があっ

た。 

 

EFE の情報によると、差し押さえを試みたのは複数の海

運業者で未払金は合計で３，０００万ドルにのぼる。 

 

１月５日にはベネズエラ政府がオランダ領のアルーバ、

ボナイレ、クラサオ（ABC 諸島）との海路、陸路での移

動、商取引を７２時間停止すると発表し、この措置は延

長され現在も続いている。二国間の関係に緊張が高まっ

ている。 

 

 

（写真）Marine Traffic より抜粋 

“差し押さえられたタンカーPROTEO” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
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「４カ月遅れでブラジル債務を返済」         

 

ブラジル政府はベネズエラ政府から回収が遅れていた

２億６，２５０万ドルを１月５日に回収したと発表した。 

 

遅延していた２億６，２５０万ドルは、ラテンアメリカ

統合連合（ALADI）の相互信用協定（CCR）。 

CCR とは、一定期間の間に二国間で行われた国際取引

の相殺額を清算する協定。 

特定の期間でベネズエラがブラジルから３００ドル輸

入し、同じ期間にブラジルがベネズエラから２００ドル

輸入したので、差額の１００ドルをベネズエラ中央銀行

がブラジル中央銀行に支払うことで清算する決まり。 

 

ブラジル政府の発表によると、ベネズエラ政府は米ドル

での送金オペレーションに問題が生じているので IMF

の枠組みを用いて支払いを行ったようだ。恐らく IMF

加盟国が非常時に使用できる資金、特別引出権（SDR）

を用いて IMF 側で相殺したものと思われる。 

 

SDR は外貨準備に含まれている。つまり、外貨準備が

減ったのではないかと思い、中央銀行のサイトを確認し

たところ、想像通り１月５日に外貨準備が２億６，３０

０万ドル減っていた。 

 

 

（出所）中銀 “２．６３億ドルは黄色の数字の差額“ 

 

「カベジョ PSUV 副党首 バネスコ買収を宣言」         

 

１月１０日 カベジョ PSUV 副党首は自身のテレビ番

組「Con El Mazo Dando」でバネスコを買収するための

交渉を終わらせるとコメントした。 

 

「今週、バネスコとの交渉が行われる。これは嘘ではな

い。政府はバネスコを買収する。３５０万ドル（４億円

弱）で買うことになる。今週、政府は正式にバネスコに

オファーを提示し、バネスコは国営銀行になる。」 

 

１２月末、カベジョ副党首はバネスコを国営企業にする

と発言しており、これで２回目になる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.78」１２月２７日付の記事参照）。 

 

なお、バネスコに口座を持っている日本企業は多いだろ

う。国営企業になった場合に現在の口座がどのように扱

われるかはよく分かっていない。ベネズエラには多くの

国営銀行がある。国営銀行でもデビッドカードなどは普

通に使えている。 

 

バネスコのファン・カルロス・エスコテト頭取はツイッ

ターで政府への売却を否定している。 

 

個人的には今回の一件はカベジョ副党首が国民の関心

とマスコミの記事をちらすことにあるように思える。 

 

 

（写真）エスコテト頭取のツイッター抜粋 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
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「PETROZAMORA で大量解雇」              

 

野党系報道会社「エル・ナシオナル」の記者マイボート・

ペティ氏はスリア州マラカイボ市の PDVSA 支社（el 

Edificio El Menito）で大量解雇が起きたと報じた。 

 

ロシアのガスプロムバンクとの合弁会社 Petrozamora

では少なくとも３００名の労働者が解雇されたようだ。 

 

同氏の報道によるとマラカイボ湖周辺の鉱井は全く稼

働しておらず、マヒ状態にあるという。 

 

大量解雇は最近起きた PDVSA 労働者の抗議行動が原

因のようだ。食堂の食事が足りていない、作業着が足り

ないなどを理由に抗議行動が起きていた。 

 

２０１８年１月１１日（木曜）             

政 治                       

「与野党交渉 １２日に延期」                

 

与野党交渉が暗礁に乗り上げようとしている（経緯は本

号「VP 与野党交渉が破談なら外交で抗議再開」参照）。 

 

本来であれば１月１１日の AM９時に交渉が開始され

る予定だったが、交渉は PM２時に延期された。その後、

再び PM５時に延期されたが、同時刻になっても会場に

は交渉当事者は集まらなかった。 

最終的に PM６時過ぎにドミニカ共和国のメディナ大

統領、元スペイン大統領のサパテロ氏からが到着、PM

７時に与野党交渉団も登場、最後に野党交渉団が到着。

PM７時４０分に与野党交渉が始まった。 

 

PM７時４０分に交渉が始まったと報道されているが、

交渉の席につく前に十分に交渉がされていたことだろ

う。 

 

 

正式な交渉は１２日の１０時に再開されることが決ま

った。取り敢えず与野党交渉は破談になっておらず首の

皮一枚つながった状態と言える。 

 

なお、与野党が交渉の席に着く前にチリのヘラルド外相

がツイッターで 

「もし信頼できる具体的な結果が出ないのであれば、交

渉を先に進める意味は無い。」と投稿した。 

 

一方でヘラルド外相は１月１２日の与野党交渉に参加

するためにドミニカ共和国に向かっていると補足して

おり、会合に出席する意志はあるようだ。 

 

与野党交渉は原則、付添国の外相が参加している。当然

ながら外相のスケジュールは多忙で、進展がない交渉に

付き合っている時間はないだろう。 

 

与党側の対話窓口を務めるデルシー・ロドリゲス制憲議

長はヘラルド外相の投稿に対して 

「対話の付添国には良識と誠実さを求める。我々が今回

の対話を合意させるために事前に結んだルールを尊重

しなければいけない。」 

 

「ヘラルド外相は野党政治家が共有した間違った認識

の世界にいる。ベネズエラに対話は不可欠だ。」 

と投稿した。 

 

「トゥルヒージョ州選出制憲議員 殺害される」           

 

トゥロヒージョ州選出制憲議員のトーマス・ルセナ議員

が殺害された。 

 

現地報道によると、ルセナ議員と彼の妻が自動車で移動

中に２台のバイクに走行を阻まれ、バイクに乗っている

人物がルセナ議員に銃弾を発砲した。 
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妻が救急車を呼び病院に運ばれたが移送中に亡くなっ

た。病院の説明によるとルセナ議員は６発の銃弾を受け

ていた。 

 

強盗ではここまで執拗な発砲はしないため、何らかの理

由で第三者からの恨みを買い、殺害されたものとみられ

る。なお、ルセナ議員は３１歳。３人の幼児の父親だっ

た。 

 

１月１１日 制憲議会としてルセナ議員に哀悼の意を

表明。マドゥロ大統領は殺人を犯した者に適切な処罰を

与えると発表した。 

 

 

（写真）Maduradas  

“殺害されたトーマス・ルセナ議員（写真右の人物）” 

 

「政党更新手続きは１月２７、２８日に開始」         

 

選挙管理委員会（CNE）は１月２７、２８日に政党更新

プロセスを開始すると発表した（政党更新の決定につい

ては「ベネズエラ・トゥデイ No.75」１２月２０日付の

記事参照）。 

 

ただし、現時点ではどのような手続きが行われるのかは

明らかにされていない。 

 

 

CNE が公開した情報によると１月１５日（月曜）に詳

細を発表するようだ。 

 

「リマグループ １月２２日に会合予定」         

 

マドゥロ政権を強く非難する１２カ国で構成される「リ

マグループ」の会合が１月２２日にチリのサンティアゴ

で行われる（構成国については「ベネズエラ・トゥデイ

No.17」８月８日付の記事参照）。 

 

パラグアイのロイサガ外相は 

「ベネズエラの状況について進捗の分析を各国と共有

する。」と発表した。 

 

リマグループとは米州機構（OAS）加盟国の中でマドゥ

ロ政権を強く非難する国で構成されているグループだ。

米州機構ではカリブ海諸国など与党を支持する国が一

定数存在するため自由に行動できないということで別

の組織を作っている。 

 

なお、与党側は与党を支持する国際グループである米州

ボリバル同盟（ALBA）の緊急会合を召集した。ALBA

の緊急会合は１月１２日にカラカスで行われる。 

 

ベネズエラ外務省によると、会合の目的は「ベネズエラ

政府への欧米諸国の執拗な嫌がらせを非難し、同盟国の

連帯を示すことが目的」としている。現段階ではキュー

バのロドリゲス外相の出席が確認されている。 

 

ALBA が上記で説明したマドゥロ政権を支持するカリ

ブ海諸国の基盤で、加盟国はアンティグアバーブーダ、

ボリビア、キューバ、ドミニカ国、エクアドル、ニカラ

グア、サンタルシア、サンビセンテグラナディン諸島、

グラナダ、スリナム、ベネズエラの１１カ国。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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経 済                       

「公共バスの部品がラグアイラ港に到着」            

 

バルガス州のラグアイラ港に９９，６６０個の公共バス

の部品が到着した。同部品は公共バス「メトロバス」１

７５台の補修用部品として使用される。 

 

カルロス・オソリオ運輸相とメトロバスの親会社 Metro 

de Caracas のセサル・ベガ社長が国営テレビ VTV で部

品の到着を発表した。 

 

最近では食料品不足やガソリン不足、物価高に加えて、

稼働できるバスが不足し、国民の足に影響を与えている

ことも不満の原因となっていた。 

 

Metro de Caracas のセサル・ベガ社長は 

「今回輸入した約１０万個の部品は同社のバスを４年

間メンテナンスできるだけの量になる。 

国民の移動の自由を守るためにマドゥロ大統領が実施

した政策だ。」 

と国民の生活に貢献する政権のスタンスをアピールし

た。 

 

 

（出所）国営報道局 VTV 映像抜粋 

“ラグアイラ港に到着したバスの保守用部品” 

 

 

「経済緊急事態令 １８年も延長」           

 

２０１８年１月９日官報第４１．３１６号で経済緊急事

態令が更新された。 

 

経済緊急事態令とは憲法の規定では国民の権利を守れ

ない場合に限り、法律や憲法で規定されている内容を省

略することが出来る特別令で憲法でも規定されている。 

 

なお、憲法で保障されている内容を省略できるとは言え、

基本的人権を制限することは出来ず、また省略できる内

容は経済緊急事態令の中に具体的に明記していなけれ

ばならない。 

 

経済緊急事態令に明記されている内容は全部で２５件。 

 

具体的には 

「食料不足に対応するため国内農業の振興のためであ

れば既存の枠組みを超えた決定を出すことが出来る」 

 

「当初予算として議会で承認した予算以外でも緊急の

必要があれば財政支出を行うことが出来る」 

 

「食料や医薬品不足に対応するための緊急的な輸入措

置の場合、通関のために必要とされる手続きを省略して

通関させることが出来る」 

 

「国境での取引については一般的な外貨管理制度以外

の特例措置を設けることが出来る」 

 

「国民の生活を守るために必要であれば外貨割り当て

制度に特例を設けることが出来る」など様々。 

 

経済緊急事態令は１月９日から６０日間延長されるた

め３月９日まで有効となる。 
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社 会                       

「１２月～１月で略奪件数は全国で７５件」          

 

２０１７年末から全国的に略奪が散見される。 

 

非営利団体「Movimiento Vinotinto」は１２月～１月に

かけて起きた略奪や関連の逮捕者の数字を公表した。 

政治的な意図のある発表と思われ、どこまで正確なのか

は分からないが、参考までに紹介したい。 

 

同組織の発表によれば１７年１２月～１月にかけて食

料品、医薬品不足を原因とする略奪行為は７５件確認さ

れた（略奪未遂は７件）。略奪が確認された場所はミラ

ンダ州、ボリバル州、スリア州、アンソアテギ州、トゥ

ルヒージョ州、コヘーデス州、ララ州など。 

 

また、略奪に関連して死者が１名、逮捕者は３１１名、

逮捕者のうち２名はアラグア州の警察だった。 

 

加えて、３名の商店経営者が逮捕されている。 

１月に入りボリバル州で５０ボリバル、１００ボリバル

紙幣の受け取りを拒否した店主が逮捕された。特に１１

月からのベネズエラの物価上昇はすさまじく、５０ボリ

バルや１００ボリバルで商品を購入しようとすれば、大

量の札束で支払うことになり、店側も置き場所に困る。 

 

他、昨年９月～１２月にかけて価格統制庁の査察は７，

１１５回行われたと報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Vinotinto ツイッターより抜粋 

 

「ケーブル切断でモビスターの通信が停止」                  

 

１月１０日になるが携帯電話会社モビスターはツイッ

ターで「何者かにファイバーケーブルが切られたため、

いくつかの州で通信回線に問題が発生している」 

と投稿した。 

確認した限りでは追加の情報は無くどこのファイバー

ケーブルが切断されたのか、いつ頃復旧するのかなどは

分かっていない。モビスターに限ったことではないがケ

ーブルの盗みはよく起きる。関係者によるとモビスター

だけでも６００件の通信断絶が起きている。 

 

（出所）モビスター 


