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（写真）WikiCommons、MUNDO24“ラミレス元国連大使（写真右）カベジョ制憲議長（写真左）との関係を示唆” 

 

 

２０１８年７月２３日（月曜） 

 

政 治                     

 「ラミレス元国連大使 インタビューに応じる 

～カベジョ制憲議長との関係継続を示唆～」 

「医療スト参加者 マチャド VV 党首の参加を拒否」 

 「オリベロ議員の妻 逮捕令状が出たため国外避難」 

経 済                     

 「IMF １８年のインフレ率１００万％を予想 

経済見通しも前年比マイナス１８％に下方修正」 

 「クラサオ製油所 １５社が操業参加に関心」 

 「不動産賃貸業界 賃貸関連法の改定を要求 

～賃借人に有利な制度で大家が貸したがらない～」 

２０１８年７月２４日（火曜） 

 

政 治                    

 「最高裁判事 汚職容疑で解任の噂」 

 「大衆意志党 政権交代のための１０の宣言」 

経 済                    

 「PDVSA 増産のため INVEVAL との協定」 

 「１８年６月の生活費は６．５億ボリバル」 

 「シモン・ボリバル記念日 ７００万ボリバル支給」 

社 会                    

 「Corpoelec 労働者 無期限のストライキ宣言」 

 「殺人発生件数 ミランダ州が最多」 

「元保健相の汚職とアイサミ経済担当副大統領」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年７月２３日～７月２４日報道            No.１６７   ２０１８年７月２５日（水曜） 

2 / 8 

 

２０１８年７月２３日（月曜）             

政 治                       

「ラミレス元国連大使 インタビューに応じる      

   ～カベジョ制憲議長との関係継続を示唆～」       

 

７月２３日 現地紙「El Panorama」（与党寄りだが与党

批判もあり、それなりに中立的なスリア州のメディア）

がラミレス元国連大使のインタビュー記事を掲載した。 

 

主なポイントは以下の通り。 

 

＜故チャベス元大統領の死亡時期＞ 

 

先日、ルイサ・オルテガ元検事総長は１２月２８日にチ

ャベス大統領（当時）が無くなった可能性が高いとイン

タビューで答えていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.162」

７月１２日付の記事参照）。 

 

本件について、 

「確かにチャベス大統領は１２月末に危険な状況にな

ったことがあった。当時の状況は極めて悪かった。私と

カベジョはその場にいた。あまりにも状況が悪かったの

で不本意ながら我々は悲観的な発言をした。 

しかし、１２月末には亡くならなかった。彼はキューバ

ではなく、カラカスに戻ってから亡くなった。」 

 

「彼は１月にはだいぶ状況が良くなった。情勢について

議論し、書類へサインが出来た時もあった。彼のサイン

をパブリックに見せたこともある。そのサインが、当時

彼が生きていた証拠で、これが真実だ。」 

と語った。 

 

＜カベジョ制憲議長との関係＞ 

 

また、カベジョ制憲議長と自身の関係についてラミレス

氏は 

「多くの部分で彼とは共通の認識がある。彼自身もそれ

を理解しているし、私も知っている。一方で認識が異な

る部分もある。私は彼の見解を尊重するし、彼も私の認

識を尊重しなければいけない。 

 

デルシー制憲議長が副大統領に移動した一件はマドゥ

ロ派閥にとっては望ましいことではなかった。 

マドゥロ派が支持した制憲議長は別の人物で、ある分野

の担当副大統領だった（筆者はアリストブロ・イストゥ

リス社会主義領土担当副大統領だと想像している）。 

 

しかし、他のグループが反対し、どちらにも属さなかっ

たカベジョ氏が制憲議長に就任した。私は最初から彼が

制憲議長になるべきだと考えていた。今後は彼の役割が

大きくなるだろう。私は彼の発言を注視している。」 

と述べた。 

 

また、チャベス大統領の娘であるマリア・ガブリエラ・

チャベス氏、アダン・チャベス氏など（Citgo 社長アス

ドゥルバル・チャベス氏を除き）チャベス大統領の親族

とは引き続き良好な関係を維持していると語った。 

 

＜マドゥロ大統領について＞ 

 

「マドゥロは与党を統治できていない。チャベス大統領

は私に対してマドゥロをサポートするように伝えた。私

はチャベス大統領への忠誠心から彼をサポートしてき

た。しかし、マドゥロ自身が与党を裏切った。 

 

例えば、経済分野について与党は彼が外国から経済指南

役を呼んでくるとは考えていなかった。また、誰もが透

明性の低いマドゥロ派閥のグループでベネズエラの全

てを決めるとは思わなかった。 

与党は引き続きベネズエラで最も国民から支持されて

いる政党だ。しかし、国民の求めを政策に反映できない

のであればいつか与党は第一党ではなくなる。」 

と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6adf37179363f1de556a69c54229a150.pdf
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「医療スト参加者 マチャド VV 党首の参加を拒否」         

 

医療関係者が待遇改善を求めて抗議行動を継続してい

る。 

 

７月２３日 医師、看護師、病院関係者らがフランシス

コ・ファハルド高速道路の近くで抗議行動を行っている

際、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャ

ド党首がやってきた。そして、彼女がやってきたことで

抗議行動が静まった。 

 

抗議行動がやんだ理由は、マチャド VV 党首に労働争議

を政治に利用されたくないという参加者の意図があっ

たようだ。 

 

この抗議行動をリードしていたカラカス看護大学のア

ナ・ロサリオ学長はマチャド VV 党首が「我々を政治に

利用しようとした」と抗議を示した。 

 

「我々は２８日間、抗議行動を続けてきたが政治家が関

与することを拒んできた。この抗議は待遇改善と医療活

動に必要な資材を求めるためである。 

 

私はマリア・コリナに反対しているわけではない。しか

し、我々の戦いは労働者のものであり、政治の戦いでは

ない。政治家は自身がやるべきことに従事するべきだ。」

野党には我々の戦いを政治に巻き込まないよう要請す

る。」と語った。 

 

筆者の個人的な意見だが、政治問題になると物事は良い

方向に進まない。 

 

労働者が純粋に待遇改善を求めるのであれば、ストライ

キを政治問題にするのは得策ではないと思われる。 

 

 

 

「オリベロ議員の妻 逮捕令状が出たため国外避難」                  

 

現地紙「El Nacional」によると、副大統領直轄の公安部

隊「SEBIN」は第一正義党（PJ）マニュエル・オリバレ

ス氏の妻の逮捕命令を出した。 

 

逮捕理由は自動車購入手続きに関わる不正行為。 

 

彼女は１５年に「Aseguradora Multinacional de Seguros 

C.A.」という保険会社の副社長を務めていた。その当時、

自動車の購入手続きに関連して何度か不法行為を働い

ていたことが逮捕理由とされている。 

 

一方で SIBIN 関係者から入手した情報によると、彼女

に逮捕令状が出た本当の理由は、医療部門で起きている

抗議行動が原因と語ったようだ。 

 

オリバレス議員は本件について、「El Pitazo」のインタ

ビューに以下のような回答をしている。 

 

「私が７月３日に医療危機を訴えて以来、SEBIN から

殺害するとの脅迫を受けている。 

 

７月１２日に SEBIN が我々の自宅に来て、 

“あなたには選択肢がある。１つはベネズエラに残り、

病院に行くのを辞め、医療問題について訴えるのを辞め

るか、あなたの家族が SEBIN の収容所に行くか。 

外国に行き長い休暇を取るオプションもある。我々はあ

なたたちの家族を見張っている。”と明らかな脅迫を受

けた。」と訴えた。 
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経 済                        

「IMF １８年のインフレ率１００万％を予想      

 経済見通しも前年比マイナス１８％に下方修正」           

 

IMF はベネズエラの経済見通しを修正。１８年のイン

フレ率は年率１００万％に達するとの見通しを示した。 

また、１８年の経済成長率について、これまでのマイナ

ス１５％からマイナス１８％に更に下方修正した。 

 

IMF の西半球責任者、アレハンドロ・ワーナー氏はベネ

ズエラの現状について 

「第一次世界大戦後、１９２３年のドイツや２０００年

代後半のジンバブエと似ている。」と説明した。 

 

なお、野党多数の国会は１８年６月時点のインフレ率に

ついて１７年６月からの１２カ月で４６，３０５％と発

表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.161」７月９日付の

記事参照）。 

 

IMF の予想する１００万％とは大きな差があり、普通

に考えると残り６カ月で１００万％は無理に思える。 

 

しかし、必ずしもあり得ないとも言えない。インフレ率

は乗数（a ×n）ではなく、指数（ a n ）で増えるため、

時間が経過した後の数字の増え方が早くなる。 

 

計算上、仮に１８年の平均月次インフレ率が１３０％で

あれば１００万％（１万倍）になる。 

 

ベネズエラは９月～１１月にかけて特にインフレ率が

高くなる傾向になる。この時期のインフレ率が先月比２

００％くらいの勢いで上昇すればあり得ない数字とも

言えない。 

 

 

 

 

「クラサオ製油所 １５社が操業参加に関心」         

 

クラサオ政府は PDVSA に代わりクラサオの製油所を

使用してくれる業者を探している。 

 

７月２３日 クラサオ政府は、「１５社が PDVSA に代

わり同製油所の稼働引き受けに関心を示している」と発

表した。 

１５社の企業名は明らかにされていない。 

 

クラサオ製油所は日量３３．５万バレルの精製能力があ

るが ConocoPhillips の訴訟問題により大部分が稼働を

停止している。 

 

クラサオ製油所自体は PDVSA の所有物ではないので

差し押さえの対象にはならないが、同施設にある原油や

設備などは差し押さえの対象になる。 

また、PDVSA が再稼働したくてもクラサオ製油所に送

られた原油は差し押さえられてしまうので、現在同製油

所はクラサオ島民の生活を保障するレベルしか稼働し

ていない。 

 

まずは短期的に製油所を操業してくれる業者を選定す

る。今年９月から新たな業者による操業を目指している。 

 

同時並行で今年１２月末までに長期的なオペレーショ

ン業者も選定する。現在、PDVSA と締結している契約

が１９年１２月末に終了するので、その後から新たな業

者が製油所を操業することになる。 

 

なお、ロイター通信によると、PDVSA は本件に関して

特段の公式声明は出していないが、クラサオ製油所の関

係者によると、PDVSA は新しいオペレーション業者で

の操業再開を受け入れているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
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「不動産賃貸業界 賃貸物件法の改定を要求      

～賃借人に有利な制度で大家が貸したがらない～」                  

 

現地紙「El Universal」は、カラカス首都区不動産商工会

のロベルト・オルタ代表に取材した。 

 

オルタ代表によると、カラカスの賃貸物件オファーはほ

ぼ消滅状態にあるという。 

 

賃貸物件減少の理由について１１年から施行された「賃

貸物件法」が理由と述べた。 

 

「不動産業界は以前から同法律について警鐘を鳴らし

ている。公開されている賃貸物件はほぼ消滅している。 

 

大家は借り手を信頼していない。法的な保護がない。法

律が制定されてから７年が経過したが、賃料不払いの借

り手を退去させるための手続きは費用と手間がかかる。 

 

また、法律で制定された賃料は厳格で現在の物価を反映

していない。１２年からはほとんどの家主が賃貸を停止

している。」 

と述べた。 

 

２０１８年７月２４日（火曜）             

政 治                       

「最高裁判事 汚職関与で解任の噂」        

 

非公式情報だが、ゴメス・セケア最高裁判事が汚職に関

与した疑いで解任されたと報じられている。 

 

アルベルト・ロドリゲス記者は自身のツイッターで 

「ゴメス判事は昨年９月に逮捕された PDVSA のペド

ロ・レオン氏の釈放を計画していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.28」９月２日付の記事参照）。 

 

レオン氏の釈放にあたり法外な支払いが行われていた。 

 

既に解雇通知はエベリン・メンドーサ最高裁判事のもと

に届いている。一方でメンドーサ判事はゴメス判事の解

任を拒否していたようだ。」 

と投稿した。 

 

「大衆意志党 政権交代のための１０の宣言」           

 

大衆意志党（VP）のファン・グアイド議員はマドゥロ政

権からの脱却のための１０のマニフェストを提案した。 

 

 

今日は革命家シモン・ボリバル生誕２３５周年記念日だ。 

 

この日に改めてベネズエラを独裁政権から救出すると

いう揺るがない意志を宣言する。 

 

我が国の国民は街頭で経済社会危機と人権侵害を行う

政府と戦っている。 

レオポルド・ロペス党首とともに国民と政治リーダーと

国際社会に対して以下の通り宣言する。 

 

１．我々は独裁政権から脱却できる。また脱却しなけれ

ばいけない。今こそ国民の不満と抗議を結集すると

きである。外国からの圧力を強化し、マドゥロ政権

の内部崩壊を進める。明確で攻撃的な政策はベネズ

エラを自由へと導く。我々はそれをすぐに始めなけ

ればいけない。 

 

２．自由を勝ち取れるかどうかは我々にかかっている。

国際社会からの外圧、社会経済危機、政府の内部分

裂があったとしても、国民が動かなければ国は変わ

らない。人権を訴え、明確な政策を行動で支持する。

行動しなければ政府は変わらない。マドゥロ政権は

勝手に崩壊するわけではない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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３．抗議行動は変化の原動力になる。国民の行動は抑圧

的な政府が構築した鎖を断ち切る要素になる。全国

で行われている全ての抗議行動を支持する。 

 

４．今はリーダーの定義を定めるときである。独裁政権

から脱却するという意志を共有するだけでは不十

分だ。どのように政府の鎖とルールに対峙するのか

を決めなければいけない。 

 

５．外国からの圧力を評価する。独裁的でキューバの介

入を受けた麻薬国家は世界の敵であり、民主的な政

権を支持する国際的な同盟をつくる理由になる。 

 

６．不当に制憲議会を作ったマドゥロは国家権力の泥棒。

選挙管理委員会（CNE）は不法組織である。国会が

憲法に準じた合法的な組織であると認識する。 

 

７．独裁政権は不正かつ憲法に違反して存続している。

我々の憲法はベネズエラを民主国家にするという

軍部の役割を明確に定めている。 

 

８．投票を信じる。しかし、詐欺を合法的にすることに

協力はしない。独裁政権から脱却するために戦い、

真の意味で自由な選挙を勝ち取る。国を安定させよ

うとする政権の詐欺には付き合わない。 

 

９．政府に休息を与えるための交渉には参加しない。独

裁政権からの脱却を目的としていない交渉には参

加しないことを再確認する。 

 

１０．政権移行と国家再構築のための偉大な合意を作る。

独裁政権に圧力をかけ、同時に国民に政権移行の希

望を示す。人道支援を受け入れ、石油産業を立て直

し、自国通貨を安定させ、経済を向上させるシナリ

オを示す。自由な選挙ができるようになるまで大統

領選の再選挙実施の求めを延期するよう提案する。 

 

 

大衆意志党（VP）は野党連合（MUD）の中でも過激な

党員で構成されている。 

 

前から予見されていたことではあるが VP はマリア・コ

リナ党首のスタンスを支持することを明確にしたと理

解してよいだろう。 

 

経 済                       

「PDVSA 増産のため INVEVAL との協定」            

 

PDVSA 外部役員のリカルド・レオン氏は、ミランダ州

にある「 Industria Venezolana Endogena de Valuvlas

（INVEVAL）」を訪問した。 

 

レオン氏は 

「PDVSA と Inveval の協定により精製システム・ガス

化・石油プロジェクトの開発・生産技術がベネズエラ独

自ものになる。 

 

Inveval は高い技術力と信頼性、安全性を有する企業で

石油産業の要求水準を満たしている。 

 

この協定により輸入が減り石油産業の外貨４，０００万

ドルを節約することが出来る。」 

と説明した。 

 

「１８年６月の生活費は６．５億ボリバル」         

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年６月の

生活費（食費、医療費、住居費、教育費など５人家族が

特段の贅沢をすることなく暮らした場合の平均必要コ

スト）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１８年６月の生活費

は６億５，４２１万４，６７４．０３ボリバルで、先月

と比べて１１７．２％上昇した。 
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「シモン・ボリバル記念日 ７００万ボリバル支給」              

 

ベネズエラ政府は祝祭日などイベントごとがあると「祖

国カード」保有者に対してボーナスを支給している。 

 

７月２４日はシモン・ボリバル生誕記念日で国民の祝日

だ。マドゥロ政権は同日を祝して祖国カード保有者１，

０００万人に７００万ボリバルを支給する。 

 

支給されたカード保有者は携帯の SMS に通知が届く。

支給された金額や振り込み情報は祖国カード・サイトで

確認できる（祖国カード・ウェブサイトについては「ウ

ィークリーレポート No.55」参照）。 

 

社 会                       

「Corpoelec 労働者 無期限のストライキ宣言」            

 

７月２３日から国営電力公社（Corpoelec）の労働組合

（Fetraelec）は全国的なストライキを開始すると発表し

た。 

 

レイナルド・ディアス Fetraelec 幹部は労働条件の改善

で Corpoelec 経営側と合意するまで無期限で職場を休

むとコメントした。 

 

このストライキは野党が多いチャカオ市で始まってい

る。野党系の市民団体「Frente Amplio」がストライキの

呼びかけを検討すると発表した後の一件で若干政治的

な雰囲気を感じる。 

 

とは言え、メリダ州、カラボボ州、ララ州でもこの呼び

かけに応じる形で Corpoelec の労働者が抗議行動を開

始しているようだ。 

 

 

（写真）VIVOplay 

“無期限のストライキを発表する Corpoelec 労組幹部” 

 

「殺人発生件数 ミランダ州が最多」               

 

ベネズエラ治安観測所（OVS）によると、１８年１月～

７月１５日までに確認された殺人件数は全国で６，３６

３件。 

654,215
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基礎生活価格 基礎食料費

表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92a94aee3626c05404d3932bef29fdb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92a94aee3626c05404d3932bef29fdb3.pdf
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人口で割ると１０万人に２０人が殺人被害にあってい

るとの結果が出た。 

 

最も殺人件数が多いのはミランダ州で９２７件。次いで

アラグア州が５９７件。スリア州が５６９件。カラボボ

州が５４２件と続いた。 

人口比でみると最も殺人発生率が多いのはアラグア州

で１０万人当たり３２人。 

 

殺人を含む刑犯罪行為について、発生件数が最も多いの

もミランダ州で９，０８５件。次いでカラカス首都区が

７，９６４件、カラボボが６，６６５件、アンソアテギ

州が５，６９７件、アラグア州が５，２１７件と続く。 

 

人口比で見るとカラカス首都区の発生率が最も高く１

０万人当たり３８２件。 

 

１７年同時期にミランダ州で起きた犯罪発生件数は合

計で１４，６４６件だったのに対して、１８年は９，０

８５件と前年比３８％減少しているようだ。 

 

他、事件が発生しやすい時間帯は１２時～１８時の日中。

次いで深夜０時～６時の早朝となっている。 

 

「元保健相の汚職とアイサミ経済担当副大統領」               

 

６月２５日にルイス・ロペス前保健相の解任が発表され

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.155」６月２５日付の記

事参照）。マドゥロ大統領はツイッターで同氏の交代を

発表しただけで、在職中の感謝の意を示すこともなけれ

ば、解任の理由も伝えていない。 

 

その後、ロペス前保健相が汚職容疑で SEBIN に捜査さ

れている点についても紹介した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.163」７月１３日付の記事参照）。 

 

 

ロペス前保健相はアイサミ経済担当副大統領と同じ出

身で卒業大学も同じ。アイサミ氏がアラグア州知事だっ

た時もアラグア州の保険公団総裁だった。 

アイサミ氏とは古くからの知人であり、保険相の抜擢も

アイサミ氏の進言があったと言われている。 

 

現在、ロペス前保健相の汚職捜査は副大統領府直轄の

SEBIN が進めている。つまり、デルシー・ロドリゲス副

大統領が捜査の指揮を務めている。 

 

この捜査の過程で SEBIN の関係者がロペス前保健相の

カラカスとマラカイにある自宅を包囲、家族へ嫌がらせ

を行ったとして、アイサミ経済担当副大統領とロドリゲ

ス副大統領との間で口論があったと報じられている。 

 

現段階では噂の段階でアイサミ経済担当副大統領、他政

府関係者から本件に関する発表はされていない。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1fe993997122a19fd959dee683b5a18.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf739d6210ab34bbd9aa792b1430905c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf739d6210ab34bbd9aa792b1430905c.pdf

