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（写真）大統領府 “９月１４日 習近平国家主席から歓迎を受けるマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年９月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「OAS 軍事介入是非でリマグループと衝突 

～リマグループを非難する急進野党も～」 

「PJ 他政党の活動をした場合、自動的に離党」 

「マドゥロ大統領 習近平主席から歓迎受ける」 

経 済                     

「中国と２８の協定締結」 

「３６回目 DICOM １ドル BsS.６１．３３」 

「原油価格 １バレル６９．７１ドル」 

社 会                     

「ベネズエラ人間開発指数１８９カ国中７８位」 

 

18 年 9 月 15～16 日（土・日曜） 

 

政 治                    

 「サパテロ元西首相、ムヒカ元大統領 

制裁が国民生活を悪化させていると主張」 

 「Hinterlaces 世論調査 金融制裁反対８１％」 

経 済                    

 「CONAPRI 代表 中国で投資促進協議」 

 「中国で共同衛星プロジェクトについて協議」 

「運輸業界 ４０％が稼働停止」 

社 会                     

「CLAP 輸入 メキシコから中東に変化」 

「ステーキハウス Lee Hamilton 閉店」 
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２０１８年９月１４日（金曜）             

政 治                       

「OAS 軍事介入是非でリマグループと衝突      

   ～リマグループを非難する急進野党も～」       

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は９月１２日か

らコロンビアに滞在している。 

 

９月１４日 アルマグロ事務局長は、ベネズエラとの国

境の町ククタを訪問。コロンビアに入国するベネズエラ

移民の状況を視察した。 

 

アルマグロ事務局長は同地域で演説を行いベネズエラ

人に連帯を示した。 

また、マドゥロ政権について南米の歴史で最も凶悪な独

裁政権で倫理観の崩壊した政権だと主張。 

マドゥロ政権の誤った政策がベネズエラ人移民を増加

させていると非難し、速やかに人道支援を受け入れるよ

う要請した。 

 

また、マドゥロ政権を交代させるためには軍事介入を含

めていかなる選択肢も排除するべきではないとの認識

を示した。 

 

 

（出所）アルマグロ OAS 事務局長ツイッター 

 

この「軍事介入の選択肢も排除するべきではない」との

発言がベネズエラ国内外で物議を醸している。 

 

最初にこの発言に反応したのはデルシー・ロドリゲス副

大統領。「一方的な軍事行動を促進するアルマグロ事務

局長を国連に提訴する」と訴えた。 

 

ここまでは想定内だが意外なところからも抗議の声明

が出された。 

 

米州機構のうちマドゥロ政権を強く非難する国々で構

成されるリマグループだ。 

正確にはアルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、

グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグ

アイ、ペルー、サンタルシアの１１カ国。 

コロンビア、カナダ、ガイアナの３カ国は声明に署名を

しなかった。 

 

９月１５日 リマグループ１１カ国は連名で 

「平和的な交渉による問題解決を望んでおり、軍事介入

に結び付く宣言や行動、暴力や力を用いた脅迫を喚起す

るいかなる行動も拒絶する」 

との声明を発表した。 

 

なお、コロンビア外務省は同声明の一部で意見が一致し

なかったため連名での声明に応じなかったと説明して

いる。 

 

リマグループの声明には多くの野党政治家、特に外国に

住む急進野党が非難の声を上げている。 

 

ディエゴ・アリア元国連代表大使（チャベス政権前）は

リマグループの声明について 

「タイミングを逸した、とても不適切な発言で、このよ

うなスタンスはベネズエラの状況を悪化させるだけだ」 

と非難の声を上げた。 
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最終的にこの騒動はアルマグロ事務局長が折れること

で収束しようとしている。 

 

９月１６日 アルマグロ事務局長は「軍事介入の選択肢

も排除するべきではない」との発言について、 

「軍事介入や暴力を促進する意図で発言したのではな

く、逆に暴力をとどめるために発言したものだが、発言

は未熟だった」 

との見解を示している。 

 

メキシコ、ニカラグア、エル・サルバドル、ホンジュラ

ス、パナマ、ドミニカ共和国、ハイチ、コロンビア、キ

ューバなど中南米カリブ海諸国はこれまで度々、米国に

よる介入を受けてきた歴史がある。 

 

「軍事介入」という選択肢は引き続き中南米各国の多数

でタブー視されているようだ。 

 

「PJ 他政党の活動をした場合、自動的に離党」         

 

９月１４日 第一正義党（PJ）のホルヘ・ミジャン幹事

長はPJ以外の政党の活動をしている党員は自動的にPJ

を離党させると発表した。 

 

９月１０日から市議会議員選の候補者受付期間が始ま

った。今回の選挙から新たに「Fuerza del Cambio（FDC）」

という政党が登録された。 

 

同政党は野党系の２８市長が中心となり組織したよう

だが、PJ に所属するエンリケ・カプリレス元ミランダ州

知事も政党立ち上げに関わっていると報じられている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.189」９月１２日付の記事

参照）。 

 

 

 

 

「選挙に参加するべきかどうか」は政党の主張の根幹に

かかわる部分なので、この根幹の主張で一致できない政

治家を PJ に置くことは出来ないのは自然なことだろう。 

 

「マドゥロ大統領 習近平主席から歓迎受ける」           

 

９月１４日 マドゥロ大統領は、毛沢東初代国家主席の

霊廟で行われた歓迎式典に参加した。 

 

出席者は習近平国家主席、習主席婦人、王毅外相など中

国の政府高官が参列した。 

 

歓迎式典自体は１５分ほど。 

ベネズエラ国歌と中国国歌、ベネズエラの代表曲「Alma 

Llanera」が流れる中で、軍人に囲まれた霊廟前の広場を

習首席とマドゥロ大統領が２名で歩くという行事。 

イベント後、マドゥロ大統領は毛沢東氏の霊廟に入り、

参拝した。 

 

マドゥロ大統領の訪中が中国側でどこまで事前に知ら

されていたのかは不明だが、習近平主席も歓迎式には参

加しており、ベネズエラ政府として一定のメンツは保た

れた印象を受けた。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45b3c9a2c0434711abf74b45502952ea.pdf
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経 済                        

「中国と２８の協定締結」              

 

９月１４日 ベネズエラ政府と中国政府は２８の協定

を締結した。内容について全ては明らかにされていない

が、確認できている内容では 

 

石油セクターで、中国石油天然気集団（CNPC）との合

弁会社「Sinovensa」の出資比率を９．９％引き上げるこ

とで合意。 

 

また、アジャクチョ鉱区で３００の坑井を掘ることで合

意した。 

 

同じく CNPC との合弁会社「Petrozumano」の生産拡

大のための１億８，４００万ドルの融資でも合意した。 

 

他にも政治経済制度に関する意見交換・教育・文化・技

術移転・医療などのテーマで合意に至ったようだ。 

 

一方で事前にシモン・セルパ財務相がブルームバーグに

伝えたという５０億ドルの追加融資、債務返済スケジュ

ールの変更については具体的な発表はなかった。 

 

 

（写真）中国中央電視台の映像抜粋 

 

 

「３６回目 DICOM １ドル BsS.６１．３３」         

 

中央銀行は第３６回目の DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６１．３３。 

 

法人７５社に対して１７８万１，３７４．０４ドルが割

り当てられ、２，１９１名に７５万４，２２９．９９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アラグア州の食料

品メーカー「Soluciones Nutricionales Nuts C.A.」で２

７万８，７２６．０４ドル。 

次いで、割り当てが多かったのはスーパーマーケットの

「Central Madeirense」で１５万ドルだった。 

 

「原油価格 １バレル６９．７１ドル」                  

 

１８年９月１０日～９月１４日のベネズエラ産原油の

平均価格は４７７．９４人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６９．７１ドル／バレル。前週の６９．６

３ドルから微増した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年９月）

（出所）ベネズエラ石油省



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年９月１４日～９月１６日報道            No.１９０   ２０１８年９月１７日（月曜） 

5 / 8 

 

社 会                         

「ベネズエラ人間開発指数１８９カ国中７８位」              

 

９月１４日 国連開発計画（UNDP）は１８年の人間開

発指数（HDI）を発表した。 

 

人間開発指数とは「平均寿命」「教育」「所得指数」の３

つの指標を用いて各国の人間開発度合いを数字で示す

もの。 

より正確に言うと、前述の３指標は１４２項目に細分化

されている。 

 

「１」が最も高く、数字が小さくなるほど開発度が低い

ことになる。 

 

ベネズエラの人間開発指数は０．７６１。 

１８９カ国中７８位。 

 

中南米ではチリが４４位で一番。次いで、アルゼンチン

が４７位。他主要国ではパナマが６６位。メキシコが７

４位。ブラジルが７９位。ペルーが８９位。コロンビア

が９０位。パラグアイが１１０位だった。 

 

一人当たりの所得でみると他の南米主要国と比較して

低いが、教育へのアクセスレベルが高いことがブラジル

など他の国を越えている要因と思われる。 

 

なお、キューバは７７位に位置しており、同指標は必ず

しも政治、経済情勢とリンクしていないようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年９月１５～１６日（土・日曜）             

政 治                        

「サパテロ元西首相、ムヒカ元大統領          

   制裁が国民生活を悪化させていると主張」        

 

マドゥロ政権に協力的な姿勢を取っているとして野党

政治家らに非難されているスペインのロドリゲス・サパ

テロ元スペイン首相は、ブラジルのフォーラムに出席。 

 

サパテロ元西首相は 

「経済制裁は常に金融取引に障害を引き起こす。最終的

に制裁のしわ寄せを受けるのは政府ではなく国民だ。 

この点について十分に再考をしなければいけない。」 

と発言した。 

 

これを受けて、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリ

ナ・マチャド党首はサパテロ氏の発言についてツイッタ

ーで 

「４年前に行われた虚偽の対話を忘れたのか。彼はバチ

カンや多くの外相をだました。彼は強権政権に酸素を与

えた。 

マドゥロ麻薬政権と同様にサパテロはベネズエラから

移民を増やしている責任者だ。」 

と非難した。 

 

また、ベネズエラ人作家の Moises Naim 氏は 

「イランやロシアは米国から強硬な経済制裁を受けて

いるが、ベネズエラのように国民が空腹で苦しんでいな

い。また、国外に国民が逃げていない。」 

と制裁と国民生活悪化との関係を否定した。 

 

なお、ウルグアイのムヒカ元大統領も制裁については否

定的な見解を示している。 
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９月１６日 ウルグアイのペペ・ムヒカ元大統領はロシ

ア通信社スプートニクの取材で米国の制裁について 

 

「ロシアやイランを含めて米国が行っている制裁は貧

困層の生活を悪化させる。経済制裁は国を悪くすること

で社会を脆弱にすることは歴史で証明されている。」 

と述べている。 

 

サパテロ元西首相が集中砲火を浴びている一方で、ムヒ

カ元大統領のコメントを非難する記事はほとんどない。 

 

「Hinterlaces 世論調査 金融制裁反対８１％」           

 

与党系の世論調査会社「Hinterlaces」は８月２６日～９

月７日にかけて「外国の軍事介入」について１，５８０

名を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

米国政府関係者が、クーデターを計画するベネズエラ元

軍人と秘密の会合を行っていたとの記事が公開された

のは９月８日なので、同報道が出る前の結果になる。 

 

「大統領を失脚させるための外国の介入についてどう

思うか？」との質問について、 

８３％は「同意しない」と回答した。 

 

「米国の金融制裁についてどう思うか？」との質問につ

いて 

８１％は否定的な見解を示した。 

 

「米国とベネズエラの紛争解決の手段として対話を支

持するか？」との質問について、 

８４％は支持すると回答した。 

 

現在の状況を鑑みれば、この結果は偏っている気がする

が、外国の介入を快く思わないベネズエラ人が一定数い

ることは事実だろう。 

 

経 済                        

「CONAPRI 代表 中国で投資促進協議」            

 

「中国ベネズエラ・ハイレベル会合」に合わせて中国に

出張したのはベネズエラ政府関係者だけではない。 

 

政府と関係を維持しているベネズエラの民間セクター

も同行している。 

 

その中で最も注目を集めたのは、ベネズエラの大手ラム

酒メーカー「ロン・サンタ・テレサ」のアルベルト・ボ

ジェメール社長だろう。 

 

ボジェメール社長は自身の趣味のラグビーを通じて、犯

罪に手を染めた若者の社会復帰を支援する活動をして

おり、ベネズエラの中でも社会貢献活動に注力している

実業家として知られている。 

 

一方で、１７年に「ロン・サンタ・テレサ」は生産拡大

のために政府から約４４０万ドルの融資をうけたため、

政府に身売りした企業とも揶揄されている。 

 

そのボジェメール社長は１７年からベネズエラの投資

促進機関「CONAPRI」の代表を兼任している。 

 

「CONAPRI」は公的組織ではないが、加盟メンバーは

国営企業が多い。民間企業も同組織に多く加盟しており、

半官半民のような組織と言える。 

 

ボジェメール氏は CONAPRI 代表として中国企業との

会合で 

「ベネズエラ経済について、的確な決定と行動により投

資の門戸を開放したい。機能する社会支援システムと調

和の取れた通貨政策と財政規律により民間セクターの

投資を増やし、雇用と外国への輸出を増やしたい。」 

と意欲を語った。 
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「中国で共同衛星プロジェクトについて協議」            

 

ウグベル・ロア高等教育科学技術相は、中国グレート・

ウォール工業の社長と面談し、二国間の衛生プロジェク

トの進捗状況について意見交換を行った。 

 

ベネズエラは中国と共同でこれまでに３回、衛星の打ち

上げを行っている。 

 

最近では１７年１０月に「アントニオ・ホセ・デ・スク

レ衛星（VRSS-2）」の打ち上げに成功した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.44」１０月９日付の記事参照）。 

 

また、４機目となる「グアイカイプーロ衛星」の打ち上

げのための共同プロジェクトを進めているようだ。 

 

両氏の会談と関係しているかは不明だが、前日の１５日、

タチラ州の保護官を務めているフレディ・ゲバラ氏

（CLAP 代表も兼務）は、 

「新しいガソリンの販売システムに使用する端末と衛

星のシステムをリンクさせる」 

と発言している。 

 

 

（写真）Hugbel Roa 高等教育科学技術相ツイッター 

 

 

 

 

「運輸業界 ４０％が稼働停止」              

 

中央運輸商工会議所（Catracentro）のジョナサン・ドゥ

ルベジェ代表は、運輸業界の４０％は稼働停止状態にあ

るとの見方を示した。 

 

「運輸業界は完全に打ちのめされている。タイヤもバッ

テリーもエンジンオイルもない。輸送機器は技術的にス

トップしている。我々は運輸業界の現状について強い懸

念を感じている。 

 

最近では料金所の通行料が５，４００％増加した。通行

料の値上げは我々のサービス料金に影響を与える。 

通行料の問題について意見するため、カラボボ州政府と

会合を行った。 

 

プエルト・カベジョ港には少なくとも１４隻が荷下ろし

を待っている。特定の商品の輸入は増えており、運送会

社の仕事は維持できている。 

 

ただし、仕事があるということはタイヤが必要になると

いうことだ。現在はタイヤを見つけるのには非常に苦労

する。」 

と語った。 

 

社 会                          

「CLAP 輸入 メキシコから中東に変化」            

 

情報サイト「Armando.info」は CLAP の汚職に関連す

る記事を公開した。 

 

１７年のCLAPの食料輸入はメキシコが中心だったが、

１８年５月からはトルコとアラブ首長国連邦からの仕

入れが増えているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
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また、輸入元は変わったが、CLAP へ食料品を輸出して

いるのはメキシコの輸出者と同じようにアレックス・サ

アブ氏の息のかかった会社。 

 

同記事によると、１８年４月、ベネズエラ輸入公社

（Corpovex）のジュセッペ・ジオフレダ社長の元に

「Grupo Grand Limited」が訪問し、トルコの「Mulberry 

Proje Yatirim A.S」との食料購入契約が決まった。 

 

５月頃からは CLAP のセットに入っている食料品はト

ルコから輸入されたものに変わっているようだ。 

 

１８年６月からラグアイラ港から輸入される CLAP 向

けの食料品のうち６９％はトルコからの輸入になった

という。残りの３１％はメキシコ、ブラジル、ウルグア

イ、パナマなどから輸入されている。 

 

なお、トルコからの輸入だとしても商品はトルコ産では

ない場合も多く、豆はエチオピア、砂糖はベルギーなど

様々な国の商品を集めて CLAP に詰めているようだ。 

 

「ステーキハウス Lee Hamilton 閉店」              

 

９月１０日 チャカオのステーキハウス「Lee Hamilton」

が閉鎖した。 

 

同レストランは１９５８年にオープンし、今年で６０年

になる老舗レストランだったが、経済不況を理由に閉店

することになったようだ。 

 

日本人駐在員で「Lee Hamilton」に行ったことがない人

は少ないのではないか。筆者も駐在中には何回も同レス

トランに足を運んだことがある。 

 

思い出のあるレストランが閉鎖することは残念に感じ

る。 

 

 

 

（写真）一般人ツイッター投稿 

 

以上 

 

 

 


