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（写真）大統領府 “６月１４日 閣僚就任を宣誓する１２大臣” 

 

 

２０１８年６月１３日（水曜） 

 

政 治                     

 「政治的な理由で拘束された４３名を追加で解放 

～政治犯は４３名中１７名～」 

 「最高裁 ファルコン党首の再選挙申し入れを棄却」 

「ブラジル外相 ベネズエラへの介入を否定」 

経 済                     

 「保健省 米州保険機構と医薬品受け入れで合意」 

「PDVSA ペトロカリベ８カ国への原油供給停止」 

 「PDVSA ガソリン生産に必要な施設再稼働」 

社 会                     

 「カラカスで大雨 交通に影響」 

２０１８年６月１４日（木曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 閣僚を一斉に交代 

デルシー・ロドリゲス制憲議長 副大統領に」 

 「マリア・コリナ VV 党首 拘束計画流れる」 

経 済                    

 「PDVSA 産油量１１０～１２０万バレルの噂」 

 「Plumrose アラグア州工場の閉鎖を否定」 

 「非石油資源の輸出 ２０億ドルが目標」 

社 会                     

 「大統領暗殺計画容疑で軍人２３名逮捕か」 

「Pequiven 子会社 Fertinitro 役員ら逮捕される」 
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２０１８年６月１３日（水曜）             

政 治                       

「政治的な理由で拘束された４３名を追加で解放    

        ～政治犯は４３名中１７名～」       

 

６月１３日 ベネズエラ政府は与野党対立の緩和を目

的として「政治的な暴力」を理由に逮捕された４３名の

囚人を解放した。 

政治犯の解放は６月１日から今回で３回目。１２３名が

解放されたことになる。 

 

囚人の解放は外務省の施設「カサ・アマリージャ」で行

われた。解放式にはデルシー・ロドリゲス制憲議長とタ

レク・ウィリアム・サアブ検事総長が参加した。 

 

また、解放した囚人を監督する担当としてメリダ州のラ

モン・ゲバラ知事、キリスト教社会党（Copei）のパブ

ロ・フェルナンデス党首も参加した。 

 

サアブ検事総長は４３名の囚人に対して 

「ベネズエラはどのような方法でも対話をしなければ

いけない。あなた方は家族と過ごす貴重な権利を与えら

れた。」と述べた。 

 

解放された政治犯の中で有名な人物は、ビジェカ・フェ

ルナンデス氏。フェルナンデス氏は１６年１月に拘束さ

れ２年４カ月間、SEBIN の収容施設に拘束されていた。 

 

メリダ州のラモン・ゲバラ知事は 

「１３日にデルシー・ロドリゲス制憲議長からフェルナ

ンデス氏の解放命令が発出されたと連絡があった。しか

し、同日中には解放されないと言われている。１４日の

午前中には解放されメリダに到着すると聞いている。」 

と述べた。 

 

 

同レポートを書いている時点では解放されたとの報道

は確認できていない。 

 

El Nacional の最新記事によると、フェルナンデス氏は

ペルーに向かうとの報道が流れている。 

 

人権団体「フォロ・ペナル」は解放された者の中には野

党が政治犯と認識していない人物（一般犯罪で逮捕され

た者）も含まれていると主張している。 

 

同団体の認識によると今回解放された４３名のうち政

治犯は１７名だと述べた。 

 

同団体は、先だって解放された８０名のうち５８名が政

治犯と認識しているので、野党側にとって解放された政

治犯は７５名だと思われる。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 映像抜粋 

 

「最高裁 ファルコン党首の再選挙申し入れを棄却」         

 

１８年５月の大統領選に出馬したファルコン発展進歩

党（AP）党首は、選挙プロセスに不正があったことを理

由に、５月末に最高裁に再選挙を要請する申し入れを行

っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.144」５月３０日

付の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1cb070d52f113672b6c2fa469528643f.pdf
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６月１３日 最高裁判所はファルコン党首の申し入れ

を棄却すると発表した（なお、手続き上の理由から最高

裁はファルコン党首が申し入れした日を６月５日と認

識している）。 

 

「申し入れには確実な証拠が必要だが、ファルコン氏は

確実な証拠を提出できてない。」ことが棄却の理由。 

 

同決定について、ファルコン党首はツイッターで最高裁

の決定を非難した。 

 

「再びベネズエラの公権力は憲法と国民が直面する現

実に背いた。最高裁は我々の再選挙要求を棄却した。

我々は５月２０日の選挙が無効といえる証拠を提示し

た。 

 

選挙の不正行為は明確で選挙に関わった政府組織も分

かっている。最高裁判事は党利を守るのではなくベネズ

エラ国民を守ることが義務だ。倫理、モラルを順守する

よう求める。」 

と訴えた。 

 

「ブラジル外相 ベネズエラへの介入を否定」                  

 

６月１３日 ブラジルのアロイシオ・ヌネス外相は国会

の外交政策委員会の会合に出席。 

同会合でベネズエラへの介入について聞かれると、介入

の可能性を否定した。 

 

「米州機構の憲章に従えば、ベネズエラは民主主義国家

ではない。政党組織の自由はなく、公権力の独立もない。

抗議行動の自由も保証されていない。 

 

しかし、ブラジルはいかなる種類の介入も否定している。

メルコスール、米州機構の規則を尊重する。 

 

 

ベネズエラの状況は全ての当事者が真摯な対話をする

ことで解決されなければならない。」 

と述べた。 

 

「いかなる種類の介入も否定する。」という発言はベネ

ズエラ政府関係者への個人制裁の可能性も否定してい

ると言えるだろう。 

 

ブラジルは１８年１０月には大統領選を予定している。

大統領が交代する１９年まではブラジルから制裁を科

される可能性はそこまで高くないと言えそうだ。 

 

経 済                        

「保健省 米州保険機構と医薬品受け入れで合意」           

 

ルイス・ロペス保健相は米州保険機構（OPS）と医薬品

の寄付受け入れに関する合意を結んだ。 

 

 

 

（写真）ルイス・ロペス保健相ツイッター 
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翌６月１４日に OPS の Carissa Etienne 代表はカラカス

でベネズエラでの麻疹（はしか）、ジフテリアの感染拡

大について懸念を表明した。 

 

「ベネズエラ保健省と OPS はベネズエラが直面してい

る問題とその解決策について協議した。麻疹、ジフテリ

アの感染拡大を食い止める手立てを考えなければいけ

ない。 

 

我々の持っているデータでは、１７年にベネズエラで麻

疹によって３５名が死亡した。また、１８年１月～４月

にかけてジフテリアによって４０名が死亡した。 

２９年前にベネズエラで根絶されたはずの小児麻痺（ポ

リオ）の感染がデルタ・アマクロ州で確認された。 

 

我々が持っている感染防止の知識を共有する。ベネズエ

ラの状況に手を差し伸べる意思がある。」 

と述べた。 

 

他、避妊具の不足もありエイズ感染者も増加している。 

非営利団体「Red Venezokano de Gente Positiva」はベ

ネズエラに８万人のエイズ感染者がおり、医薬品の不足

に苦しんでいると訴えている。 

 

マドゥロ政権は１８年４月に国家ワクチン計画を発表

し、ジフテリア、麻疹、結核のワクチン接種を行ったが、

目に見えた改善は確認できていない（当時の発表は「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.121」４月６日付の記事参照）。 

 

「PDVSA ペトロカリベ８カ国への原油供給停止」         

 

情報サイト「Antigua Observer」によると、ベネズエラ

石油省はペトロカリベに加盟する８カ国に対して無期

限で原油供給を停止すると通達した。 

 

 

 

通達を受けた８カ国はアンティグア・バーブーダ、ベリ

ーズ、ドミニカ国、エルサルバドル、ハイチ、ニカラグ

ア、サンビンセント・グラナディン諸島、セントクリス

トファーネービス。マドゥロ政権を擁護している国も含

まれている。 

 

供給の無期限停止は、産油量の減少と精製施設の稼働率

が低下していることが理由としている。 

 

他方、ベネズエラ政府は６月にもキューバに日量４万５，

６００バレルの石油製品（ハイオクガソリン、ジェット

燃料、ディーゼル燃料など）を供給しているようだ。 

 

ペトロカリベの制度枠組みについては「ウィークリーレ

ポート No.18」参照。 

ペトロカリベ合弁会社の活動については「ウィークリー

レポート No.20」を参照されたい。 

 

「PDVSA ガソリン生産に必要な施設再稼働」                  

 

PDVSA はカルドン製油所の「Alto Vacio 3（AV3）」が

再稼働したと発表した。 

この施設はガソリン生産のための施設。メンテナンスを

理由に６カ月間、稼働を停止していた。 

 

カルドン製油所のメンテナンス部長を務めるラファエ

ル・カマチョ氏は 

「１８年１月に部品の交換、修理を始めて完了した。同

施設の完成により外国からガソリンを購入する量が減

る。月額５，５５０万ドルを節約することになる。 

 

アムアイ製油所の４号機復旧と併せると、月額１，２７

１万ドルの節約になる（アムアイ製油所４号機の復旧に

ついては「ベネズエラ・トゥデイ No.147」６月７日付

の記事参照）。」と成果を強調した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39477ec9c96dc75f929fc48811b40def.pdf
https://antiguaobserver.com/venezuela-suspends-oil-delivery-to-antigua-and-barbuda-and-others/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c567a77fe35998df625717b80aa3af97.pdf
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社 会                        

「カラカスで大雨 交通に影響」           

 

６月１３日の午後からカラカスは大雨に見舞われた。 

 

カラカスの天気は変化が激しい。朝は晴れていると思っ

たら、午後にはバケツをひっくり返したような大雨が降

り、その１時間後には雨がやんでいることも珍しくない。 

 

治水施設自体に問題があることも理由だろうが、急に降

水量が増えるため治水施設が間に合わず、道路が浸水に

近い状態になることも多々ある。 

 

また、チャカオ市（特に駐在員が暮らす地域）は坂が多

い場所なので上の方の家は水が下に下がるが、平坦な地

域に水が溜まってしまう傾向にある。 

 

下写真のような雨が降れば、アスファルトがはがれ、道

が悪くなる。また、地盤整備もしっかりしていないため

か大雨で道路が崩れることもある。 

 

 

（写真）ミランダ州交通情報ツイッター 

 

 

２０１８年６月１４日（木曜）              

政 治                        

「マドゥロ大統領 閣僚を一斉に交代          

 デルシー・ロドリゲス制憲議長 副大統領に」        

 

６月１２日の時点でマドゥロ大統領は閣僚の交代を示

唆していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.149」６月１２

日付の記事参照）。 

 

６月１４日 マドゥロ大統領は１１閣僚の交代と１閣

僚の新設を発表した。 

新しく大臣に就任した人物は以下の通り（官報では出て

いないので省庁の名前は変更する可能性あり）。 

 

１．デルシー・ロドリゲス副大統領 

２．タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領 

  （国内生産工業相を兼務） 

３．ジョマナ・コテッチ貿易国際投資相 

４．マジェリン・アリアス都市農業相 

５．ステジャ・ルーゴ観光相 

６．イポリート・アブレウ運輸相 

７．エドゥアルド・ピニャテ労働相 

８．カリル・ベルソ女性層 

９．エリック・ランヘル環境エコロジー相 

１０．ダンテ・リバス水産・養殖相 

１１．マルレニー・コントレラス公共事業相 

１２．エベリン・バスケス水対応相（新設） 

 

書けば切りがないが、特筆するべきは６点。 

１点目はデルシー・ロドリゲス制憲議長の副大統領就任。 

 

彼女はマドゥロ大統領が新しく組

織した政党「Somos Venezuela」の

代表であり、真実委員会の委員長

であり、制憲議会議長を務めるマ

ドゥロ政権の中枢人物。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c79e0988afb866f363aa1b4d875cff96.pdf
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今回、デルシー・ロドリゲス制憲議長が副大統領に就任

したことを受けて、ディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首は彼女の制憲議長職を一時的に停止することを求

め、承認されている。今後、新たな人物が制憲議長に就

任すると思われる。 

 

制憲議長は憲法上、５権の長（大統領、最高裁判長、国

会議長、倫理委員長、選挙管理委員会代表）よりも権限

が強い。誰が就任するかは小さくない問題と言えるだろ

う。今回の人事異動を降格と呼ぶのかは判断に迷うとこ

ろだ。 

 

２点目はタレク・エル・アイサミ副大統領が経済担当副

大統領兼国内生産工業相になったこと。一般的に見れば

これは降格処分だろう。 

 

一方で経済分野の調整役に従事す

るという意味では引き続き重要な

職務についていると言える。個人

的には、ここ数年、経済担当副大統

領のポジションはそこまで重要視

されていない印象を受けている。 

 

３点目はジョマナ・コテッチ貿易国際投資相の就任。 

 

彼女は現在、政府管理下に置かれ

ているバネスコの責任者にもな

っている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.132」５月３日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領はジョマナ貿易国際投資相に対して、ベ

ネズエラから輸出を行った非石油部門の企業から直接

税金を徴収するよう指示した。 

 

バネスコの責任者で輸出時の税金徴収を担うという意

味では両役職は無関係とは言えないだろう。 

 

 

４点目はマルレニー・コントレラス観光相の公共事業相

への異動。 

マルレニー・コントレラス観光相は

ディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首の妻。カベジョ PSUV 副党首

は長い間、閣僚に就任していないが

彼女が閣僚を務めている。 

公共事業相は重要閣僚で、昇格と言えそうだ。 

 

５点目は水対応省（Ministrerio de Atención de las Aguas）

の新設。カラカスに住む駐在員から電気についてはそこ

まで不便を感じていないが、水の問題は我慢できないと

いう声を聞いた。 

 

筆者が駐在していた時から一日に数時間しか水が出な

いというアパートも多かった。現在も改善されていない。

一度断水が起きると最初に水が出るときには土が混ざ

った水が出てくる。洗濯物も変色してしまうので困った

ことを記憶している。 

 

６点目は、今回の閣僚交代の発表方法。 

 

今回の閣僚交代は全てマドゥロ大統領がツイッターで

発表した。通常であれば、テレビ報道で交代が発表され

るが、今回はツイッターで閣僚交代を発表した後で、就

任宣誓式がテレビで報じられた。 

 

理由は分からないが、誰か今回の交代を良く思っていな

い閣僚がいたのかもしれない。ただ、宣誓式には１２名

全員が出席している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
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「マリア・コリナ VV 党首 拘束計画流れる」           

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首が政府に拘束されるとの噂が流れている。 

 

理由は本号「大統領暗殺計画で軍人２３名逮捕か」を参

照。マチャド VV 党首はこの計画に関与したと報じられ

ている。 

 

マチャド VV 党首は急進野党の政党として、米州機構

（OAS）のルイス・アルマグロ事務局長、米国共和党の

フロリダ選出議員のマルコ・ルビオ議員の支持を受けて

いる。 

 

６月１４日 OAS アルマグロ事務局長は今回の報道を

受けてマチャド VV 党首の逮捕の噂について「ベネズエ

ラ政府が暗殺計画とマチャド党首を結び付けようとし

ている」と懸念を表明した（オリジナル）。 

 

 

（写真）米州機構アルマグロ事務局長ツイッター 

 

経 済                       

「PDVSA 産油量１１０～１２０万バレルの噂」            

 

エネルギー情報を扱う「Agus Media」は、産油オペレー

ションの麻痺、貯蔵の停止などを理由に１８年６月の

PDVSA の産油量が日量１１０～１２０万バレルまで減

ると報じた。 

 

Agus Media が関係者から入手した情報によると、ベネ

ズエラ東部地域の原油貯蔵能力は限度に達しており、西

部地域の貯蔵余力も近日中に限度を迎えるようだ。 

 

ベネズエラ国内の精製能力が低く、産出した原油を処理

できていない。Conoco Phillips に差し押さえられたこ

とでクラサオの製油所でも精製が出来ない状態になっ

ている。 

 

Agus Media は貯蔵能力を理由に PDVSA は産油量を減

らさなければならず、１８年６月は１１０万バレル程度

になると予想している。 

 

OPEC が発表した１８年５月のベネズエラの原油産油

量は専門家の予測値で日量１３９万バレルだった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.149」６月１２日付の記事参照）。 

 

「Plumrose アラグア州工場の閉鎖を否定」         

 

６月２日にハムなどの肉類加工品を製造する米国企業

「Plumrose」アラグア州カグア工場で火事が起きた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.145」６月２～３日付の記

事参照）。 

 

この騒動を受け、工場が閉鎖されるとの報道が流れたが

食肉工業連盟（Aicar）のエドゥアルド・ビアンコ代表は、

報道を否定した。 

 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-038/18&utm_source=OAS+Press+Subscription+List&utm_campaign=42a37b0da2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_15_12_33&utm_medium=email&utm_term=0_c0f6eeace4-42a37b0da2-415770289
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c79e0988afb866f363aa1b4d875cff96.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c79e0988afb866f363aa1b4d875cff96.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/308352ce5f31e46bc069b3fe32af900b.pdf
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ビアンコ代表によると、今回の火事により従業員５名が

火傷の怪我を負い、施設の７０％は燃えたようだ。一方

で工場を閉鎖する計画は存在しないと答えた。 

 

火事から数日が経過した６月１１日に Plumrose は複数

の従業員の解雇を通知したこともあり、撤退の可能性も

噂されている。 

 

解雇通告を受けた従業員は、 

「同社役員のアントニオ・バルサ氏およびルイス・アル

メイダ氏と協議し、そこで従業員全員を解雇すると伝え

られた。１，３１３の家族の生活に影響を与える。 

マドゥロ大統領に対して、同社経営層が労働組織法を違

反したため１４８条を適用するよう求めた。」 

と訴えている。 

 

この訴えはマリア・コリナ・マチャド党首が自身のツイ

ッターで報じた。なお、彼女は事件の責任については直

接の責任はマドゥロ大統領にあるとのスタンスを示し

ている。 

 

「非石油資源の輸出 ２０億ドルが目標」              

 

ビクトル・カノ鉱業開発相は、１８年中に非石油資源の

輸出で２０億ドルを獲得するとの目標を発表した。 

 

「１８年中に鉱物輸出により国に２０億ドルをもたら

す。現時点で中央銀行に対して GOLD を８．６トン売

却し、昨年の実績を越えている。また、ダイヤモンド２，

０００カラットを売却。コルタン５トンも輸出した。 

 

１６年に鉱業開発エコロジー省が発足してから GOLD

１７．２トン、ニッケル５００キロ、石炭４０万トンを

産出した。また、石炭採掘公社 Carbozulia を復旧させ、

小規模鉱山開発者３００グループと協力協定を締結し

た。」と説明した。 

 

社 会                       

「大統領暗殺計画容疑で軍人２３名逮捕か」            

 

セバスチャン・バレアス記者は、大統領選の前日にマド

ゥロ大統領およびレミヒオ・セバジョ戦略司令官の暗殺

計画があり、軍人２３名が逮捕されたと報じた。 

 

軍部内の警察組織（Dgcim）が戦略指令室の幹部に対し

て暗殺計画の存在を報告したとしている。 

 

特に問題なのは、逮捕された軍人が多くの野党政治家と

会合を行ったとされており、その中には急進野党として

知られるベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マ

チャド党首が含まれている。 

 

セバスチャン・バレアス記者は、現在 Dgcim がマドゥ

ロ大統領の暗殺計画にマリア・コリナ・マチャド党首が

関与した証拠を準備していると報じた。 

 

「Pequiven 子会社 Fertinitro 役員ら逮捕される」              

 

６月１４日 サアブ検事総長は契約の問題を理由に合

弁会社 Fertinitro の職員５名に逮捕令状を発出したと発

表した。 

 

「検察庁は５名（Pequiven が株式６５％を保有する

Fertinitro 幹部職４名含む）に逮捕令状を発出した。 

理由はガス生産１０４万１，３７０ドルの落札契約２件

で複数のイレギュラーが確認されたことが理由。 

資金が個人的な年末パーティーに使用された。」 

と発表した。 

 

契約を結んだ業者は契約者登録がされておらず、法律の

基準を満たしていなかった。 

また、予算上はボリバル・ドルの２重通貨建てだったが、

実際の支払い契約はドル建てで行われていた。 
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この調査は Pequiven の内部監査の告発を受けて１６年

６月２９日から始まった。その結果、Fertinitro で３点

のイレギュラーが確認された。 

 

１．公共サービス契約法の規定を越える金額の契約が結

ばれた。 

 

２．予算作成時はボリバル、ドルの２通貨建てだったが、

契約は両方とも全額が DICOM レートを基準とした

外貨で支払われた。内規を違反している。 

 

３．「GUS 社」は政府事業の契約に不可欠な契約者登録

がされていなかった。また、同社は今回の契約を締結

するのに十分な財務能力がなかった。 

 

「GUS 社」のアレハンドラ・マジャ氏は「Evento 

Publican CA」にも所属しており、同社は Fertinitro と

契約を締結したことがあった。 

 

上記の事情から 

Fertinitro ジェネラルダイレクター「Hermes Eduardo 

Chacin Chavez」 

人事部長「Erles Humberto Arellano Escalante」 

公共・生活向上監査職「Rosa Virginia Almeida」 

財務部長「Eliecer Celestino Medina Torres」 

GUS Producciones 社長「Alejandro Maya」 

の５名に逮捕令状を発出した。 

 

この犯罪は「横領」「不正手続き」「契約者との不正内通」

「共謀罪」などの罪に当たる。 

 

汚職調査に関連する逮捕者は、PDVSA で７９名、うち

２２名は幹部職、２名は PDVSA の元総裁だと説明した。 

 

以上 

 


