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２０１７年７月１７日（月曜） 

 

政 治                   

  「国会 金曜に最高裁判事を発表 

～並行政権樹立の可能性も～」 

  「各国から制憲議会選挙へ反対の声」 

  「大統領 制憲議会実施を固持」 

  「護民官ら うそ発見器の調査受ける」 

経 済                   

  「経済担当副大統領 輸送機器業界と対話」 

「鉱物資源など１７年前期に３億ドル輸出」 

「並行レートによる輸入は輸入額の３５％」 

（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）写真ギャラリー ”７月１７日チャカオ劇場での宣言” 

２０１７年７月１８日（火曜） 

 

政 治                   

  「国民投票 投票数は７５３万票」 

  「自然発生的な道路封鎖が起きる」 

  「大統領 国家防衛評議会を実施」 

  「経済３団体 ストライキの実施に理解」 

  「会計監査長 検事総長を追及」 

  「倫理委員会 国会の最高裁判事任命を非難」 

  「緊急事態令を６０日延長」 

経 済                   

  「私立病院は外貨での支払いが可能に」 

  「DICOM 第８回目の結果を公表」 
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２０１７年７月１７日（月曜）            

政 治                       

「国会 金曜に最高裁判事を発表           

       ～並行政権樹立の可能性も～」     

 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長はチャカオ劇場にて記

者会見を開き、今週の野党および国会の計画を発表した。 

 

同氏は国民投票に７６０万人以上のベネズエラ人が参

加したと発表。野党を支持する民意を反映して、次の計

画に移ると宣言している。 

 

 

７月１８日（火曜） 

・国会で国民投票の結果を正式に公表 

・最高裁判事の決定にかかる報告 

 

７月１９日（水曜） 

・国家統一政府を形成するための準備報告 

（２，０２０の評議会を形成する） 

 

７月２０日（木曜） 

・民主主義と統治の回復を求めるための２４時間スト

ライキ 

 

７月２１日（金曜） 

・国会による新しい最高裁判事任命プロセスの完了 

 

 

メディアでは、２０日の２４時間ストライキと２１日

（金曜）の最高裁判事の任命に関する報道が多い。 

ただ、本当に大きなニュースは１９日（水曜）の国家統

一政府の形成に関する発表ではないかと個人的には考

えている。 

 

「各国から制憲議会選挙へ反対の声」          

 

７月１６日の国民投票の結果を受けて、欧米、南米諸国

を中心に各国から現政権に対する非難の声が寄せられ

ている。 

 

国によって内容やニュアンスが微妙に異なるが、総じて

いうと 

 

① 制憲議会選挙を停止することを望む 

② 現政権は憲法を順守するべき 

③ 公権力による国民の抑圧を停止することを望む 

との声明が多かった。 

 

確認できた限りでは米国、EU、カナダ、メキシコ、パナ

マ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、パ

ラグアイ、スペインが上記①～③の声明を発表している。 

 

コロンビアのサントス大統領は７月１５日（土曜）にキ

ューバに訪問。ラウル・カストロに、マドゥロ大統領が

考えを改めるよう説得してほしいと要望を伝えた。 

 

また、米国は「民主主義を取り戻すための自由で透明な

選挙を実施するべきだ。」と一歩踏み込んだ発言をする

と同時に「７月３０日の制憲議会選挙を行うのであれば、

強硬な制裁措置を検討する。」と強い姿勢を示した。ブ

ルームバーグから、米国政府はパドリーノ防衛相とカベ

ジョ議員の米国資産凍結などの制裁を検討しており、ベ

ネズエラ産原油の輸入禁止措置や Citgo に関する制裁

などを検討しているとの報道が出ている。 

EU も同様に「すべての選択肢が考えられる。」と制裁の

発動も可能性に入ることを示唆した。 

 

一方でボリビアとエル・サルバドルは制憲議会選挙を支

持し、米国の制裁に関する発言を帝国主義による内政干

渉だと非難している。 
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「大統領 制憲議会の実施を固持」         

 

上記の通り、各国から制憲議会の実施を考え直すよう要

請があるが、マドゥロ大統領は引き続き強気の姿勢。 

発言からは制憲議会選挙の実施を考え直すようなそぶ

りは見えず、今までより意固地になった様子がうかがえ

た。 

 

「今日、欧州連合（EU）外務相がベネズエラ政府に命

令を下した。彼らは欧州から命令を受けていた１８０９

年当時と同じように我々を扱っている。ベネズエラには

自治権があり自由な国だ。内乱を引き起こすための野党

工作や諸外国による干渉に対峙するためにも憲法改定

が必要。」と憲法改正の必要性を訴えた。 

 

なお、フリオ・ボルヘス国会議長はマドゥロ大統領の発

言に対して「ベネズエラへの干渉は存在しない。あるの

は国際社会のベネズエラへの不安だ」と発言した。 

 

「護民官ら うそ発見器の調査受ける」       

 

最高裁判所は検事総長の職権乱用罪を裁くため、倫理委

員会のメンバー３名（検事総長、護民官、会計監査長）

にうそ発見器を使用し発言の真偽を調査することを決

めていた。 

 

７月１７日（月曜） 最高裁の決定に応じてタレク・ウ

ィリアム・サアブ護民官とマニュエル・ガリンド会計監

査長は犯罪科学捜査班（CICPC）の事務所へ行き、うそ

発見器の調査を受けた。しかし、ルイサ・オルテガ検事

総長は前日の発言の通り調査の場に姿を現さなかった。 

 

その後、サアブ護民官とガリンド会計監査長は記者会見

を実施。２０１５年１２月１６日、２０１７年１月２１

日の最高裁判事の選考が実施された日にルイサ検事総

長が出席したのか尋ねられ「はい」と答えた。最高裁判 

 

事の任命を承認する検事総長のサインは筆跡鑑定の結

果、本人のものであると判定が出ている。 

我々は事実を追及するために協力するとコメントした。 

 

経 済                      

「経済担当副大統領 輸送機器業界と対話」     

 

７月１４日（金曜） ラモン・ロボ経済担当副大統領は

生産拡大を検討するため輸送機器業界と協定を締結し

た。同会合には Moto Delicias、Autopartes Lara、De Caro 

Motos de Venezuela、Empire Keeway、Corporacion Kuri 

Sam、MMC Automotriz、Soloson Import、Big Hou 

Industrial 、KMV、二輪車団体の AIFEM が出席した。 

 

AIFEM のソマラ・ホジョ代表は、「これはキックオフの

会合にすぎない。これから政府と協力し生産を増やし、

雇用を創出する方法を考えたい。」とコメントした。 

 

また、基礎・戦略社会主義産業相は１７日（月曜）に“OCI 

Metalmecánica”を国有化する署名にサインした。 

 

同社の旧名は Cristian y Nielsen Metalmecanica で国有

化の議論は２０１１年９月から始まっており、株の価格

で交渉が続いていた。「ベネズエラ国営ニュース（AVN）」

の報道によると、同社の株式は基礎・戦略産業省傘下の

Corpivensa に全て移るようだ。 

 

国有化にあたり合計 52 万 294 株は、同株式を保有して

いた３社から移譲された。 

 

「鉱物資源など１７年前期に３億ドル輸出」     

 

ファン・アリアス基礎・戦略社会主義産業相は２０１７

年１月から６月の間に３億ドルの外貨を生み出したと

発言した。 
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同分野の輸出額の増加は前年同期と比べて８６％の増

加で鉄鉱石などの鉱物資源が輸出をけん引したと輸出

促進の成果を強調した。 

 

２０１７年前期はよい成績を上げたが、後期はさらに輸

出額が増えるだろう。基礎・戦略・社会主義産業省は今

年中に輸出額を１０億ドルに増やしたい。このままいけ

ばこの目標を超えられるだろう。と話した。 

 

「並行レートによる輸入は輸入額の３５％」     

 

ベネズエラの経済調査会社エコアナリティカによると、

政府から割り当てられる外貨が減ったことで並行レー

トでの輸入が増えていると指摘。その額は民間部門によ

る輸入全体の３５％に及ぶとの予想を示した。 

 

また民間部門による輸入は全体の３０％程度で、残りは

公的部門による輸入だと予想。この前提だと、民間部門

の並行レートを使用した輸入は全体の１０．５％程度を

占めているとした。 

 

また、新しい外貨制度 DICOM は並行レートの高騰を

とどめるには十分なシステムではないとの見方を示し

た。 

 

同社は２０１７年後半からは更に政府から民間部門へ

の外貨割り当てが減ると考えている。よって、並行レー

トによる財の輸入がさらに増えることを警戒した。 

 

政府は並行レートの存在を否定し続けているが、時が経

つごとに並行レートと公定レートとの乖離が大きくな

る。また、並行レートを通じた輸入がますます増えるこ

とで引き続き小売価格が上がるだろうと予想している。 

 

 

 

 

２０１７年７月１８日（木曜）            

政 治                      

「国民投票 投票数は７５３万票」         

 

７月１８日 国会は１６日（日曜）に実施された国民投

票の結果を公表した。 

 

選挙結果は選挙プロセス監査団体のトップのメトロポ

リタン大学のベンジャミン・シャリフケル学長により提

示された。 

 

同選挙は２，０２９会場に１万４，３０３の机を用意し、

実施した。 

９９．０１％の開票時点でベネズエラ人７５３万５，２

５９名の投票が確認された。うちベネズエラ国内での投

票者が６８４万１，４７０票。国外の投票が６９万３，

７８９票だった。 

 

質問１（憲法改正を拒否するか）について 

 

「はい」の回答は７４３万２，７６４票 

「いいえ」の回答は９，０７８票 

 

質問２（公権力は憲法を守り、国会に従うべきか）につ

いて 

 

「はい」の回答は７４４万６，３８１票 

「いいえ」の回答は９，８３５票 

 

質問３（政権交代の投票の実施を支持するか、憲法秩序

を守るための政府の形成を指示するか）について 

 

「はい」の回答は７４５万４，７０３票 

「いいえ」の回答は１１，３４８票 

と答えた。 
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２重投票の有無を精査しており、確認プロセスの完了後

に署名が入った紙は破棄されると伝えた。 

 

その後、野党議員らが今回の国民投票の評価を述べ、民

意に反して制憲議会選挙を行おうとする現政権を批判

した。 

 

「自然発生的な道路封鎖が起きる」         

 

１８日（火曜）は野党による道路封鎖の呼びかけはなか

ったが、カラカス、ララ州のバルキシメト、カブダレな

どで自然発生的な道路封鎖が行われた。 

 

チャカオでは軍部と国家警察が催涙弾やゴム弾などで

道路封鎖を行う野党支持者を解散させ、大型ショッピン

グセンターCCCT で催涙弾が発砲されるなどの事件も

起きた。 

 

「大統領 国家防衛評議会を実施」         

 

米国が発出した「７月３０日の制憲議会選挙を進めた場

合、制裁など過激な措置を採る可能性がある。」とのコ

メントを受けて、マドゥロ大統領は国家防衛評議会を行

った。 

 

国家防衛評議会の発動は今年に入り２回目だ。 

１度目は３月末に行われた。 

最高裁判所が国会の権限を最高裁が担うと発表したこ

とを受けて、ルイサ・オルテガ検事総長が「憲法の亀裂」

と批判した。この問題を協議するためマドゥロ大統領が

同評議会を開催した。 

 

国家防衛評議会とはベネズエラの最高権力５組織（行政、

立法、司法、民衆、選挙）の代表が集まり、国の重大事

項について話し合うための評議会で憲法３２３条に書

かれている。 

 

野党連合フリオ・ボルヘス国会議長もこの評議会へ招待

されたが、参加を断っている。 

 

今回の評議会では、何か特別なことが決定されたという

ことはない。米国からの脅しに屈しないとの声明をマド

ゥロ大統領が発した程度。他、外務相が米国との外交方

針を見直すと声明を発表した。 

 

今回の評議会の開催は、何かを決めるというよりも開催

自体が目的の政治的なイベントだったと思われる。 

 

「経済３団体 ストライキの実施に理解」      

 

７月１７日（火曜）に野党が宣言した２０日（木曜）の

２４時間ストライキについて、野党に近い経済３団体ベ

ネ ズエ ラ経団 連（ Fedecamaras ）、 工業 連合 会

（Conindustria）、商業連合会（Consecomercio）は「ス

トライキへの参加を呼びかけはしない。ただ、労働者が

参加したいのであれば、支持する。」との立場を示した。 

 

一方で与党系の経済団体である中小企業連合会

（Fedeindustria）は野党によるストライキの呼びかけを

非難した。 

 

「会計監査長 検事総長を追及」          

 

マニュエル・ガリンド会計監査長はルイサ検事総長が、

１７日（月曜）の調査会に参加しなかったことを追及す

るとコメントした。 

 

今後の流れとして、 

① ルイサ検事総長に説明のために出頭を命じる。 

② その後、正式に書簡で通知を行う。 

③ 書簡を発送してから１５日が経過すると通知済み

の状態と認識される。ルイサ検事総長はこの間に釈 
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明の機会が与えられる。 

④ １５日を経過した場合検事総長の追及が正式に始

まる。 

 

「倫理委員会 国会の最高裁判事任命を非難」   

 

７月１８日 倫理委員会のメンバーであるタレク・ウィ

リアム・サアブ護民官とマニュエル・ガリンド会計監査

長は、国会が２１日に最高裁判事を承認するという発言

に対して、憲法の規定に違反すると抗議した。 

 

「国会がベネズエラに並行権力を作ろうとしており、２

００２年４月にカルモナ氏が主導した企てと同じこと

をしようとしている。暴力的で内部秩序を乱そうとする

行為であり、外国の干渉を呼ぼうとする企てだ」と声明

を発表した。 

 

「経済緊急事態令を６０日延長」          

 

２０１７年７月１３日付け官報第４１，１９２号の政令

２，９８７号にて経済緊急事態令の６０日間の延長が公

布された。これで２０１６年１月から１１回目の延長。 

 

ベネズエラ経済が異常な危機下にあり、通常の法的枠組

みで対処できないため憲法で定められた一部の権利を

制限するという趣旨のもの。 

 

本来、国会が緊急事態令を承認する必要があるが、政権

側の認識では国会は最高裁への不敬行為により無効状

態にあり、緊急事態令の承認は実質、最高裁にゆだねら

れている。 

 

 

 

 

 

経 済                      

「外国居住者の診療報酬は外貨で受け取りが可能に」   

 

２０１７年７月７日付け官報４１，１８８号で外国居住

者がベネズエラ国内で治療を受けた場合、医療サービス

の輸出と認識し、病院は外貨で診療報酬を受け取ること

ができるようになった。 

 

この措置は保険省に承認された民間医療機関に適用さ

れる（エステティック治療を含む）。診療サービスの報

酬として受け取った外貨は為替協定３４条と同じよう

に扱われ、２０％は中央銀行を通じて DICOM レート

でボリバル通貨に両替されるが、残りの８０％は外貨の

まま自身の口座に留保することができる。 

 

「DICOM 第８回目の結果を公表」         

 

中央銀行の外貨競売委員会は第８回目の DICOM の

落札結果を公表した。  

第６回、７回目 DICOM に続いて今回も特別競売。国

内で製品を生産するための原材料、資材を輸入する企業

に対して外貨を割り当てた。  

  

落札レートは１ドル２，７６０ボリバル。 

落札総額は３，０００万ドル。 

法人への外貨割り当ては４３８社、２，５０９万ドル。 

個人は１６，６３１人に４９１万ドルが割り当てられた。 

 

法人については工業部門に４０．１％、農業部門に３７．

９％の外貨が割り当てられた。 

 

有名な会社ではユニリーバ社が９．５万ドル。ペプシコ

ーラ社が２０万ドル。キーウェイ社が０．９万ドルなど。 

詳細は DICOM 専用ウェブサイトより確認できる。 

以上 

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-008-17/

