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（写真）Pixabay ”ベネズエラから交通・商取引の停止措置を受けた ABC 諸島、クラサオの街並み” 

 

２０１８年１月８日（月曜） 

 

政 治                    

 「与野党交渉の継続に暗雲 

～メキシコが対話の継続に懸念を表明～」 

「ポルトガル外相 ベネズエラへの支援申し入れ」 

 「元検事総長 ピニェラ新大統領（予定）と会談」 

 「ムヒカ元大統領 他国のベネズエラ介入に懸念」 

経 済                    

 「EMTA 利息無しでの国債取引を提案」 

 「経済担当副大統領 中銀へ新 DICOM を提案」 

 「国会 ２０１７年のインフレ率は２，６１６％」 

 「PDVSA 産油量 日量１７０万バレルに減少」 

２０１８年１月９日（火曜） 

 

政 治                   

 「ルイス議員 政党の更新作業の停止が 

３回目の交渉実施条件」 

 「野党系政治学者 大統領選出馬を表明」 

経 済                   

 「ABC 諸島との海路、空路の封鎖を延長」 

 「デジタル通貨庁 ペトロはマイニング不可」 

 「S＆P 国債２０２０年をデフォルト認定」 

社 会                    

 「１月９日はイスキエル・サモラ没日」 

 「CLAP セット ２．５万ボリバルに値上げ」 
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２０１８年１月８日（月曜）             

政 治                       

「与野党交渉の継続に暗雲                 

   ～メキシコが対話の継続に懸念を表明～」       

 

第３回目の与野党交渉が１月１１日、１２日に行われる

予定だ。ただ、同日の交渉実施に暗雲が漂っている。 

 

１月８日 メキシコのビデガリー外相が交渉継続につ

いて懸念を表明したためだ。 

 

「メキシコは米州機構（OAS）、リマグループを通じて

ベネズエラの危機の解決を促進する。 

 

メキシコは国内外からの圧力による紛争解決を支持し

ない。善意の交渉保証人として外交的な解決策を支持す

る。 

 

どちらにも偏らず中立的なメディナ大統領（ドミニカ共

和国）の仲裁能力は賞賛に値する。引き続き交渉に参加

する意志があるが、交渉は適切なものではなければなら

ない。近いうちに次回の交渉に参加するかどうかを決定

する。」 

 

と交渉に参加しない可能性があることを示唆した。 

 

与野党交渉が正式に始まったのは１２月１～２日、その

後、同月１４～１５日に第二回目の交渉が行われている。 

１月１１～１２日は３回目の交渉だ。 

 

前回の交渉後に制憲議会は野党アントニオ・レデスマ氏

が代表を務めていたカラカス大首都区庁の解体を決め

た。加えて、１２月の全国市長選に参加しなかった政党

に対して政党更新作業を行うことを決めた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.75」１２月２０日付の記事参照）。 

 

つまり、交渉中も与党による強硬な対応が確認され、そ

れに応じるように米国もベネズエラ政府関係者への制

裁を増やしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.82」１

月５日付の記事参照）。 

 

現地経済情報紙エスティムロによると、メキシコ政府、

チリ政府はベネズエラの政府の措置に合意しておらず、

メディナ大統領を通じて決定の再考を求めているよう

だ。 

 

チリの外相も１月１１日、１２日に行われる与野党交渉

の参加を決めていないようだ。また、１１日は外国の外

交官次官職が交渉に参加し、１２日に外相が出席する見

通しのようだ。 

 

政府は４月９日の大統領選実施を提案しているようだ

が、野党側が先延ばしを申し入れていると報じている。 

 

「ポルトガル外相 ベネズエラへの支援申し入れ」         

 

１月８日 ポルトガルのアウグスト・アンヘル・サント

ス外相はベネズエラで新国会議長やマドゥロ大統領、ア

レアサ外相、シモン・セルパ財務相らと会談を行った。 

 

アレアサ外相とサントス外相は経済、科学技術での協定

を締結した。またサントス外相は最近の SUNDDE によ

る強制値下げについて 

「現在、ベネズエラでは生産コストを下回る値段での販

売を余儀なくされていることを懸念している。ポルトガ

ル政府は政府の管理経済政策を調整するための可能な

支援を行う。」とコメントした。 

 

アレアサ外相からは、サントス外相のコメントへの直接

的な返答はなく、ポルトガル政府とベネズエラの関係が

重要で、二国間でいくつもの共同プロジェクトが行われ

ていると発言するにとどまった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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なお、１２月にマドゥロ大統領はポルトガルのボイコッ

トにより豚肉の輸入が出来なかったと発言していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.78」１２月２７日付の記

事参照）。 

 

本件について質問を受けると、サントス外相は 

「その件は既に終了した。ポルトガル政府は豚肉の輸出

については関与していない。」と返答した。 

 

他、マドゥロ大統領と会談。ペトロ取引に関してポルト

ガル政府が何らかの協力を行うことになりそうだ。 

 

サントス外相は、バルボサ新国会議長との会合後も価格

統制について言及した（強制値下げについての報道は

「ベネズエラ・トゥデイ No.82」１月６日付の記事参照）。 

 

ポルトガル資本としてベネズエラで有名なのは流通大

手の「セントラル・マデイレンセ」だ。全国どこにでも

あるスーパーで、ベネズエラではよく知られている。 

 

１月に入り SUNDDE は２６のスーパーマーケット流

通チェーン２１４店舗の強制値下げを行った。セントラ

ル・マデイレンセも２６社の中に含まれていた。 

 

 

（写真）アレアサ外相（写真右）ツイッターより抜粋 

 

 

 

「元検事総長 ピニェラ新大統領（予定）と会談」                  

 

１月８日 ベネズエラ政府に反旗を翻したことで１７

年８月にベネズエラを追われたルイサ・オルテガ元検事

総長はチリの大統領選で勝利したセバスチャン・ピニェ

ラ氏と会談し、ベネズエラの状況について議論した。 

 

「チリはベネズエラの状況について深い懸念を示して

いる。なぜならベネズエラは政治的、経済的、社会的に

深刻な事態に陥っている。人道危機にも直面している。 

 

ベネズエラは５年連続でマイナスの経済成長が続いて

いる。今のベネズエラは５年前のベネズエラの半分しか

商品が並んでいない。ベネズエラ人が国外へ大量に流出

している。治安も問題だ。 

ただ、一番深刻な問題は人道危機だ。ベネズエラは食料

不足が深刻だ。インフレもひどい。ベネズエラ政府は人

道支援を受け入れ正しい経済政策をとる必要がある。」 

とコメントした。 

 

分かってはいたが、チリは新政権でもベネズエラへのス

タンスは変わらないかより過激になることが確認でき

た。 

 

 

（写真）オルテガ元検事総長（写真左） 

ツイッターより抜粋 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6949b2a6d424cc7f2da9a5d3cd37207f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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「ムヒカ元大統領 他国のベネズエラ介入に懸念」             

 

ホセ・ムヒカはコロンビア系の新聞社 El Tiempo のイ

ンタビューでベネズエラの状況についてコメントした。 

 

「ベネズエラは石油依存体質の経済構造だ。政権が変わ

れば、翌日には経済が回復するというものではない。経

済危機はすぐに治るものではなく、時間がかかる。 

 

国際社会はベネズエラについて心配しすぎだと考えて

いる。ベネズエラの状況について表現が過剰になってい

る。 

 

私は他国への制裁に賛成していない。この考え方はベネ

ズエラに問題が無いと言いたいわけではない。 

 

両極端なベネズエラの状況に妥協点が見つかることを

望んでいる。」 

 

ウルグアイはメルコスールからのベネズエラ離脱に賛

成しているが、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイに

押し切られた感が強い。 

 

ベネズエラ問題についてウルグアイは政府にも野党に

も付かず、（正確にはブラジル、アルゼンチン寄り？）

微妙な立場にあると言えるだろう。 

 

経 済                        

「EMTA 利息無しでの国債取引を提案」           

 

１月８日 新興市場取引業者協会（EMTA）は、ベネズ

エラ政府が発行した国債を「フラット・トレーディング」

にすると発表した。 

 

「フラット・トレーディング」とは流通市場で取引をす

る際に利息を計上せずに取引を行うこと。 

 

専門的な話になるが、債券を取引する際は債券銘柄と利

息を合わせて取引することが一般的である。 

 

債券利息は６カ月毎に支払われる。例えば、６カ月分の

利息として６，０００円を支払う債券を A 氏が購入し

た場合を想定する。 

 

仮に購入したタイミングが利払い日の１カ月前であれ

ば（５カ月分の利息が積みあがった状態）、A 氏は債券

の時価に加えて、５カ月分の利息分５，０００円も購入

することになる。 

 

国債は昨年１１月から利息の支払いを停止している。政

府は支払い意志を示しているものの、事実上の完全なデ

フォルト状態にあり、支払われない利息を積み上げて取

引するべきではないと判断したことが理由。 

 

既にベネズエラ国債については利息抜きの取引が始ま

っている。他方で、PDVSA 社債については引き続き利

息を計上した取引が続いている。 

 

「経済担当副大統領 中銀へ新 DICOM を提案」         

 

ラモン・ロボ中央銀行総裁はウィルマル・カストロ・ソ

テルド経済担当副大統領と面談した。 

 

内容は新 DICOM の運用スキームについて議論するた

め。１月５日、マドゥロ大統領は１月中に新 DICOM の

運用をスタートすると発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.82」１月５日付の記事参照）。 

 

新DICOMの詳細については明らかにされなかったが、

ロボ中銀総裁は 

「中央政府から正式に外貨制度の提案を受けた。出来る

だけ早く新スキームに必要な制度措置を取りたい。数日

後には新たな為替協定を発効する。」と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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「国会 ２０１７年のインフレ率は２，６１６％」              

 

国会は２０１７年１２月のインフレ率が先月比８５％

増だと発表した。その結果、２０１７年通年のインフレ

率は２，６１６．５％になったと発表した。 

 

下表の通り毎月インフレ率が上昇傾向にある。特に１１

月、１２月のインフレ率上昇は著しい。 

SUNDDEの価格統制も急激な物価上昇を理由としてい

るようだが、この調子でインフレが進めば２０１８年の

インフレ率は「ウィークリーレポート No.26」で予想し

た６，６２１％よりはるかに高くなるだろう。 

 

 

 

 

 

「PDVSA 産油量 日量１７０万バレルに減少」              

 

調査会社 S＆P Global Platts のデータによると２０１７

年１２月のベネズエラの産油量は先月比で日量１０万

バレル減少し日量１７０万バレルになった。 

 

同社は 

「ベネズエラは経済、政治、人道危機の負のスパイラル

に陥っている。PDVSA も同様の状況の渦中におり、資

金の枯渇、有能な人員の流出、米国からの金融制裁、新

規融資の制限でオペレーションは危機に瀕している。 

 

短期的にベネズエラの状況の改善を予見することはで

きない。」と分析した。 

 

２０１８年１月９日（火曜）               

政 治                         

「ルイス議員 政党の更新作業の停止が            

           ３回目の交渉実施条件」        

 

大衆意志党（VP）のルイス・フロリダ議員は、野党政党

の存在を認識することが１月１１、１２日の与野党交渉

の実施に不可欠な条件だと発言した。 

 

ルイス・フロリダ議員はフリオ・ボルヘス前国会議長と

並び、与野党交渉の主要メンバーの一人である。 

 

フロリダ議員の言う、「野党政党の存在を認識すること」

というのは、１２月２０日に制憲議会による「市長選に

参加しなかった政党は政党更新作業を実施する必要が

ある。」との決定を指している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.75」１２月２０日付の記事参照）。 

 

つまり、市長選に参加しなかった野党政党は更新しなけ

れば消滅する危険がある。 

表：　国会発表の消費者物価指数

（単位：％、物価指数は参考値）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

物価指数 118.6 142.4 165.5 192.8 227.8 276.6

先月比 18.6 20.1 16.2 16.5 18.26 21.4

累積インフレ率 18.6 42.4 65.5 92.8 127.8 176

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

物価指数 348.6 466.1 636.2 925.7 1469.1 2616.5

先月比 26 33.7 36.3 45.5 56.7 85

累積インフレ率 248.6 366.1 536.2 825.7 1369.0 2616.0

（出所）国会発表をベースにベネインベストメント作成
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表：国会発表のベネズエラ各月インフレ率（１７年１月～１２月）

（出所）国会

（単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8224c665f0a1270beba4dc2bdda7b14a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月８日～１月９日報道              No.０８３   ２０１８年１月１０日（水曜） 

6 / 8 

 

フロリダ議員は 

「今週木曜日に予定されている会合の最初のステップ

は政府が対話の相手を正当な組織であると認識するこ

とである。もし政府が対話の相手を認識できないのであ

れば、交渉は出来ない。 

 

１２月の交渉の末、両者が対応を改めるよう合意したに

もかかわらず、政府は野党の存在を否定した。合意内容

と一致していない。」 

とコメントした。 

 

また、フロリダ議員は、政府の姿勢を非難する一方で現

状の問題を解決する方法は交渉しかないと、与野党交渉

を中止するつもりはないとの考えを示した。 

 

具体的には人道支援の受け入れ、公平かつ公正な選挙の

実施、政治犯の解放などについて言及した。 

 

「野党政治家 大統領選出馬を表明」           

 

野党政治家のクラウディオ・フェルミン氏が２０１８年

に行われる大統領選への出馬を表明した。 

 

多くの政治家が出馬の意思を匂わせているが、大統領選

への出馬を表明したのは同氏が初めてとなる。 

 

同氏は元行動民主党（AD）の政治家で１９８９年～９

０年まで国会議員、その後９０年～９３年までリベルタ

ドール市長を務めた。０４年にはカラカス大首都区庁選

に出馬したが、落選している。 

 

実は同氏の大統領選出馬はこれで４回目だ。最初は９３

年、２回目は９７年、３回目は２０００年。 

 

 

 

 

２０００年に出馬した際に同氏が得た票数は１７．１万

票で投票した者の２．７２％しか同氏には票を投じなか

った。 

 

筆者が知る限りメディアにもほとんど露出していない。

同氏が本当に出馬するかどうかは分からないが泡沫候

補であることは間違いないだろう。 

 

 

（写真）フェルミン氏ツイッター 

 

経 済                       

「ABC 諸島との海路、空路の封鎖を延長」            

 

１月９日 タレク・アイサミ副大統領は ABC 諸島との

交通の封鎖および商業取引の停止を延長するとツイッ

ターで投稿した。 

 

１月５日 マドゥロ大統領はベネズエラ近隣のオラン

ダ領の島国、アルーバ、ボナイレ、クラサオと７２時間

の交通、商業取引の停止を発表していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.82」１月５日付の記事参照）。 

 

封鎖措置が解除される時期について 

「両政府のハイレベル級会合が実施され、汚職と対峙す

るための共同計画が合意した時」としている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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その後、アルーバのエベリン・コーエス首相は今週金曜

日に両国のハイレベル級会合が実施されると発表した。 

 

同時に汚職撲滅の対応策として、ベネズエラ政府当局の

証明書が無い銅ケーブルの輸入を禁止すると発表した。 

 

確かに銅ケーブルが盗まれ、他国に売却されているとい

う話はよく聞く。証明書を偽装してしまえばそれまでだ

が、今後も同様の措置が増えていく可能性はあるだろう 

 

「デジタル通貨局 ペトロはマイニング不可」         

 

デジタル通貨監督局のカルロス・バルガス局長は、ペト

ロがマイニングによって業者に与えられることは無い

とコメントした。 

 

ビットコインなど通常のデジタル通貨を得る手段は２

つある。 

 

１つ目は市場で購入する方法。一般的な方法だ。 

 

２つ目は取引履歴のデータの整合性を確認する計算作

業を行う方法（マイニング）。マイニングを行う個人・

法人（マイナー）は業務の報酬としてデジタル通貨を得

る。 

マイニングはデジタル通貨の仕組みを維持するために

不可欠な作業と考えられている。 

 

ペトロはマイニング報酬では得られず、政府からの売

却で受け取る仕組みのようだ。 

 

つまり、ペトロは通常のデジタル通貨とは性質が異なる

仕組みになる可能性がある。ふたを開けてみればデジタ

ル通貨とは名ばかりの外貨管理制度の修正版と言うこ

とはあり得そうだ。 

 

 

「S＆P 国債２０２０年をデフォルト認定」        

 

格付大手のスタンダードアンドプアーズ（S＆P）は２０

２０年満期のベネズエラ国債を「デフォルト（D）」に降

格した。 

 

格下げの理由として利払い予定日だった１２月９日か

ら３０日のグレースピリオドが経過したが、約束の

４，５００万ドルの支払いが確認できなかったためと

説明している。 

 

S＆P にデフォルト認定された国債はこれで８つ目にな

る。 

 

社 会                       

「１月９日はイスキエル・サモラ没日」          

 

１８６０年１月９日は軍人で政治家のイスキエル・サモ

ラが無くなった日だ。同氏は連邦戦争を主導した軍人と

してベネズエラで有名な偉人の一人である。 

 

連邦戦争とは既得権益を持つ貴族グループと自由や平

等を求めるグループ（リベラル派）との対立で１８５９

年～６３年まで続いた（リベラル派のことを連邦派と呼

んでいたため連邦戦争と呼ばれる）。 

 

イスキエル・サモラ大将は１８５９年２月にファルコン

州コロ（世界遺産の一つ）の戦いで歴史的な貴族グルー

プに大勝利をおさめた。その後も、３月にカラボボ州（El 

Palito）、４月にポルトゥゲサ州（Araure）とバリナス州

（Barinas）と戦争に勝利し、１８５９年５月にバリバス

州に連邦政府を樹立した。そこで大衆層も含めた全国選

挙を行い、民主主義政権を樹立した。しかし、６０年１

月の戦闘で頭部に銃弾が当たり死亡した。 

サモラ大将は大衆層の権利を確立させることに尽力し

た偉人として知られている。 
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「CLAP セット ２．５万ボリバルに値上げ」        

 

貧困層を中心とした「祖国カード」の保有者に対して政

府が安価な食品を販売する CLAP のセット料金が上が

った。 

 

米、パスタ、豆、小麦、とうもろこし粉、ツナの缶詰、

砂糖、塩、食用油、ケチャップなど（右写真参照）。 

 

食糧相はこれまで CLAP セットを１万ボリバルで販売

していたが、今後は２．５万ボリバルに値上げすると発

表した。値上げの理由について輸送費やその他オペレー

ションにかかる経費の増加が原因と説明した。 

 

よく日本円でいくらかという質問を受けていたがボリ

バル通貨を外貨に換算することは容易ではない。 

 

１ドル１０ボリバルの DIPRO レートであれば、右の写

真の食料品セットが２５００ドル（２８万円前後）にな

る。DICOM であれば７．５ドル（１０００円弱）。並

行レートで言えば、１６セント（２０円弱）になる。 

 

ベネズエラは２００３年２月から外貨管理制度を採用

しており、１５年近く国際市場でボリバル通貨の価値が

本当はいくらなのかを確認したことが無い。 

 

政府が決めた為替レートは経済実態を無視したものだ。

闇レートが本当のボリバル通貨の価値だという人もい

るが厳密にいえばそれは違うだろう。実際のところ、ボ

リバルが市場で見てどのくらい価値があるのかを知る

術はない。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

 


