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（写真）制憲議会 “制憲議会から釈放を通告される反政府デモの扇動罪で逮捕された野党系政治家ら” 

 

２０１７年１２月２２日（金曜） 

 

政 治                    

 「新時代党員 野党連合に苦言を呈する」 

「米・加・伯 政府に民主主義回帰を要請」 

経 済                    

 「政府 有価証券委員会に１６年の経済指標報告 

～GDP△１６．５％、インフレ率２６５％～」 

 「デジタル通貨のマイナー（採掘者）登録を開始」 

「SUNDDE 酒類を３０～５０％強制的に割引」 

社 会                    

「CLAP のクリスマスコンボの中身（写真付き）」 

２０１７年１２月２３日（土曜） 

 

政 治                   

 「制憲議会 反政府デモで拘束した囚人を解放」 

 「伯大使・加経済担当 好ましくない人物に認定」 

 「有権者２００万人が国外に居住」 

経 済                   

 「中銀 ダイヤモンドの流通網構築に意欲」 

 「１７年は年間で金８．１トンを中銀に売却」 

 「原油価格 １バレル５６．３２ドル」 

社 会                    

「CLAP のおもちゃに不満の声（写真付き）」 
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２０１７年１２月２２日（金曜）             

政 治                       

「新時代党員 野党連合に苦言を呈する」       

 

２０１８年の国会議長は新時代党（UNT）の所属議員と

決まっている。一方で野党内部では UNT 所属議員を議

長とすることに異論もあるようだ。 

 

UNT のエリアス・マタ議員は、野党連合内で UNT 所

属の議長就任を止めさせる動きがあるとけん制した。 

 

「野党連合内で UNT は３年目（２０１８年）の国会議

長を務めることが話し合いで決まっていた。しかし、野

党連合の中にはUNTへのネガティブキャンペーンを行

い、UNT の評判を下げ、事前の協定を反故（ほご）に

しようとする動きがある。 

UNT はいわれのない理由で野党内から非難を受けてい

る。現在 UNT を貶める動きが野党内で起きていること

は疑いようがない。 

しかし、我々は野党連合のメンバーだ。UNT の牙城で

あるスリア州でも第一正義党（PJ）のファン・パブロ・

グアニパ氏の当選のために応援した。」 

 

UNT は野党主要政党として、第一正義党（PJ）、行動民

主党（AD）、大衆意志党（VP）と並ぶ政党だが、他の

３政党と足並みがそろわない。 

 

PJ、AD、VP が相次いで市長選への不参加を決めた一

方で、UNT は１２月の全国市長選に出馬した。 

 

しかし、政府の票操作のせいか、他の野党政党によるネ

ガティブキャンペーンの結果か、UNT 所属の市長は全

国３３５市のうち３市（形式上は７市で新時代党推薦候

補が当選しているが、そのうち４市の当選者は実質的に

は AD や PJ 所属の議員）しか当選することが出来なか

った。 

 

２０１８年の UNT 所属の国会議長については、エンリ

ケ・マルケス議員（「ベネズエラ・トゥデイ No.72」１

２月１４日付の記事参照）、デルサ・ソロルサノ議員（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.73」１２月１７日付の記事参照）、

ティモテオ・サンブラーノ議員（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.74」１２月１９日付の記事参照）の３名について

は紹介した。 

 

また、UNT の新たな議長候補が浮上した。スターリン・

ゴンサレス議員（カラカス選出議員）だ。学生運動の代

表として長く活躍していたが、２０１６年の国会議員選

で UNT 候補として当選した。 

 

過去の発言を見る限りでは、ゴンサレス議員も与野党対

話には前向きな姿勢を見せている。また、政府が大統領

選に向けて一定の譲歩を見せるのであれば、制憲議会を

認めることも検討できるなど、PJ、AD、VP 所属議員と

比べて譲歩の姿勢を見せている。 

 

２０１７年１２月２４日（日曜） 

 

政 治                   

 「囚人解放 各国・組織から喜びの声」 

「在ブラジル大使にも同様の措置を検討」 

「野党連合ボリバル州幹事のインタビュー 

～統一した野党プラットフォームが不可欠～」 

「児童１２０名の出国拒否 ユニセフに訴え」 

社 会                   

「クリスマスイブにスリア州で長時間停電」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6accb6b71b8711430afb9cd013eb5485.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
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UNT は野党主要政党の中で明らかに浮いた存在であり、

彼らへのネガティブキャンペーンは存在する。一方で、

本当に野党（PJ、AD、VP）が２０１８年の議長を UNT

から別の政党にした場合は野党連合の亀裂は決定的に

なり、大統領選前には修復不可能になる懸念がある。 

 

 

（写真）スターリン・ゴンサレス氏ツイッター 

 

「米・加・伯 政府に民主主義回帰を要請」         

 

１２月２２日 米国のヘザー・ノーアート報道官は 

 

「１２月２０日に（制憲議会は）一部の野党政党が２０

１８年の大統領選に出馬できないようにする政令を承

認した。ベネズエラは２０１８年に自由で公平な選挙を

行わなければならない。 

 

ベネズエラ国民はより良い生活をする権利がある。政府

は“憲法”・“国民の意志”・“民意を反映した国会の決定”

を尊重するよう求める。」 

 

今回の発表は１２月２０日に制憲議会が決定した政党

更新作業の実施を受けたもの（「ベネズエラ・トゥデイ

No.75」１２月２０日付の記事参照）。 

 

 

また、在ベネズエラ米国大使館はツイッターでクリスマ

スを前に政治犯の解放を求めるコメントを投稿した。 

 

 

このクリスマスの望みは、ベネズエラで逮捕されている

２６８人の政治犯の解放だ。マドゥロ政権には人権を尊

重するよう求める。クリスマスに政治犯を解放せよ。 

 

 

 

また、同日カナダ大使館も同様の抗議をしている。 

 

 

制憲議会は一部の政党に対して再登録を強制する決定

を下した。これは次の大統領選で自由に候補者を選ぶ権

利を脅かしている。制憲議会がベネズエラの民主主義を

弱体化させ、人権は悪くなってゆく。 

 

 

 

 

同日、ブラジル政府もマドゥロ政権に対して抗議の声明

を発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
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マドゥロ政権の野党に対する度重なる嫌がらせを非難

する。政党の更新作業とカラカス大首都区庁、アルトア

プレ特別区の解体は政府の利害による決定。政府に対話

の意志が欠けていることの現れだ。 

 

マドゥロ政権は自国が深刻な人道危機にあることを認

め、必要な人道支援を要請することを求める。ブラジル

は食料、医薬品などベネズエラ国民が必要とする支援を

する用意がある。 

 

 

と発表した。 

 

経 済                         

「政府 有価証券委員会に１６年の経済指標報告     

 ～GDP△１６．５％、インフレ率２６５％～」          

 

２０１７年も終わりを迎えようとしているが、中央銀行

の統計は２０１５年第３四半期で更新を停止している。 

 

一方でベネズエラ政府は米国の証券取引委員会（SEC）

に２０１５年、２０１６年の経済指標を報告した。 

 

同報告では２０１５年のＧＤＰ成長率はマイナス６．

２％。２０１６年はマイナス１６．５％と報告している。 

この数字は、経済専門家などが予測する水準と決してか

け離れた数字ではないだろう。 

２０１６年の石油セクターのGDP成長率はマイナス９．

９％、非石油セクターのＧＤＰ成長率はマイナス１６．

１％だった。 

 

２０１６年のインフレ率は２７４．４％（１５年は１８

０．９％）。CENDAS の調査では２０１６年の物価上昇

率は約４５０％であるのに対して、少し控えめなインフ

レ率と言える。 

 

２０１６年の年間輸入額は１６３．７億ドル。前年の３

３３億ドルから約５０％減少したことになる。 

 

米国の有価証券委員会（SEC）は毎年、米国で債券を発

効した外国政府に対して、詳細情報を報告する義務を科

している。 

 

「デジタル通貨のマイナー（採掘者）登録を開始」        

 

１２月２２日 中央銀行で「ペトロとブロックチャーン

国際フォーラム」が開催された。 

 

同フォーラム、デジタル通貨管理局のカルロス・バルガ

ス氏はデジタル通貨のマイニングをしている法人・個人

の登録を行うと発表した。 

 

「ベネズエラでは近日中にデジタル通貨のマイニング

業者を法的に管理する。既にマイニング業者登録のため

のウェブサイトは完成している。登録業者にはライセン

スを与える。登録は小規模マイニング事業者、中規模マ

イニング事業者、大規模マイニング事業者に分かれてい

る。登録作業は１月２１日を期限とする予定だ。 

 

マイニング業者が１ビットコインを稼ぐために必要な

投資は中国の場合は１，５１３ドル。一方でベネズエラ

では１５．１ドルで１ビッドコインを稼ぐことが出来る。

ベネズエラのマイナーには大きなビジネスチャンスが

ある。」と発表した。 

 

マイニングとはデジタル通貨の情報処理サービスを行

う対価として当該デジタル通貨を得る仕組みを指す。同

サービスの提供者のことをマイナー（採掘者）と呼ぶ。 

マイニングには自動演算システムを行う機械と大量の

電力が必要になる。ベネズエラの電気料金は異常に安い

のでベネズエラのマイナーが多額の利益を得ていると

言われている。 
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「SUNDDE 酒類を３０～５０％強制的に割引」                 

 

価格監督庁（SUNDDE）はアルコール量販店のプロリ

コール（Prolicor）とセリコール（Celicor）を査察し、

法外な値段で販売しているとして、３０～５０％のディ

スカウントを強制した。 

 

理由はもちろんクリスマスを前にした大衆の人気取り。

クリスマスにはベネズエラ特有のアルコール「ポンチ

ェ・クリマ（日本でいう甘酒のようなもの）」を飲む習

慣がある。他にもみんなが集まるのでアルコール類の消

費が多い時期になる。 

 

SUNDDE の決定を受けて、両店舗に大量の行列ができ

た。 

 

（写真）個人ツイッター 

 

社 会                       

「CLAP のクリスマスコンボの中身（写真）」          

 

マドゥロ大統領はクリスマスを前に CLAP でアジャカ

を作るためのセットを販売すると発表していた。同セッ

トの販売が遅れているとの抗議行動が各地で散見され

ているが、全く配布していないわけではないようだ。 

 

 

 

 

ツイッターでは CLAP のクリスマスセットの写真が投

稿されている。クリスマスセット（以下の写真）は１９

万ボリバル。 

 

現在の並行レートが１ドル１２万ボリバルなので並行

レートで考えれば１．５ドルと破格ではあるものの、最

低賃金労働者の実質賃金（食料補助なども加えた金額）

は４５万ボリバル。１９万ボリバルは全く手が届かない

金額ではないが、決して安価とは言えない。 

 

 

（写真）Twitter “CLAP のクリスマスセット” 

 

２０１７年１２月２３日（土曜）             

政 治                       

「制憲議会 反政府デモで拘束した囚人を解放」        

 

１２月２３日 制憲議会は２０１４年、１７年の反政府

デモで逮捕された８０名超を解放するよう求めた。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は記者に対して 

「我々は８０名以上の逮捕者に恩赦を与えることを要

請した。今回の要請は司法制度に関わるいくつかの組織

からも認知されている。この要請が数時間後には実行さ

れることを期待している。今回の恩赦で解放される逮捕

者は数日後に再び制憲議会に来て、平和への誓いを立て

なければならない。」とコメントした。 
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制憲議会の要請を受けて、サアブ検事総長は全国１９州

の管轄検事に６９名を解放するよう命じた。 

 

米国政府、メルコスール首脳会議などで政治犯の解放が

求められていた。また、野党で与野党交渉の窓口を務め

るルイス・フロリダ議員は、最初に成果が出るのは政治

犯の解放だろうと言及していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.71」１２月１２日付の記事参照」）。 

 

「伯大使・加経済担当 好ましくない人物に認定」           

 

制憲議会は在ベネズエラ・カナダ大使館の経済担当官と

在ベネズエラ・ブラジル大使館大使を「好ましくない人

物（ペルソナ・ノン・グラタ）」に認定した。 

 

「ペルソナ・ノン・グラタ」はウィーン条約にある外交

用語で、外交官の受け入れ国が、ふさわしくない人物と

して派遣国へ外交官を強制的に離任させる行為。外交特

権は剥奪される。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長はペルソナ・ノン・グラ

タの指定について 

 

「ベネズエラの外交団が度々、ベネズエラの主権を尊重

するよう要請したにもかかわらず、カナダの経済担当官

はウィーン条約で定められた外交規程を守らず度々、我

が国の秩序を乱すような言動を続けてきた。 

 

ブラジル大使については、我々の主権を無視し、政策の

強要を強いる言動を繰り返している。 

憲法規定を無視して選挙を行うことなく政権に居座り、

実効支配を続けるテメル政権が続く限り今回の措置は

継続するだろう。」とコメントした。 

 

 

 

 

「有権者２００万人が国外に居住」              

 

現地紙「エル・ナシオナル」の政治担当記者（アジャト

ラ・ヌニェス氏）による調査によれば、２０１７年に実

施された３つの選挙（制憲議会、州知事選、市長選）の

結果を受けて、ベネズエラの将来を悲観的に見る野党支

持者が増えたという。その結果、国外に移住する野党支

持ベネズエラ人が特に増加していると報じた。 

 

アンケート調査会社 Delphos によると、現在ベネズエ

ラで有権者登録されているうちの１０％は国外に移住

している。ベネズエラの有権者数は約２，０００万人な

ので２００万人程度が国外に移住していることになる。 

 

アンドレスベジョ・カトリック大学のベニグノ・アラル

コン教授（政治学）は、ベネズエラ人の国外移住は現政

権を長期政権にする可能性を高める。と述べている。 

 

大統領選は国外でも投票は可能だが、投票所は領事館な

ど数が少ないため国内ほど投票は容易ではない。 

 

経 済                         

「中銀 ダイヤモンドの流通網構築に意欲」            

 

中央銀行のホセ・カーン役員はベネズエラ国内のダイヤ

モンド採掘の販売網を確立すると発表した。 

 

「我々はキンバリープロセスを順守したダイヤモンド

の取引ができるようになった。２０１７年６月にはアン

ゴラと南アフリカの２カ国とダイヤモンド分野での重

要な協定を締結した。 

 

この協定は人材開発や技術供与など長年ダイヤモンド

事業に携わってきた両国のノウハウを受けるものであ

る。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
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「ダイヤモンド事業は現時点で３社の合弁会社がある。

全て民間企業とベネズエラ政府との合弁会社である。」 

とコメントした。 

 

「１７年は年間で金８．１トンを中銀に売却」             

 

１２月２３日 ビクトール・カノ鉱業開発エコロジー相

（鉱業相）は、３６６キロの金を中央銀行に売却したと

発表した。 

 

２０１７年中の金売却はこれで１２回目。カノ鉱業相は、

年間で８．１トン、金額２．９億ドル相当の金を中央銀

行に売却したと発表した。 

 

また、最終的な目標は年間で２０億ドルの金を売却する

ことだと発言、この目標を達成するために専門知識を持

つ外資と合弁会社を増やしたいと述べた。 

 

また、カノ鉱業相は、オリノコ鉱物地域で金の採掘に従

事する小規模事業者に採掘用の道具の供与を行った。 

 

「原油価格 １バレル５６．３２ドル」               

 

１２月４日～１２月８日のベネズエラ産原油の平均価

格は３７２．８３人民元／バレル。ドル建てでは５６．

３２ドル／バレルで前週の５６．１２ドルから０．２ド

ル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４６．２４ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも１１．０９ドル

高い。また、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも１．

５９ドル高い。 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「CLAP のおもちゃに不満の声（写真付き）」          

 

マドゥロ大統領はクリスマスに向けて CLAP で児童用

のおもちゃを送ると約束していた。ただ、適切なおもち

ゃは子供の年齢や趣味に応じて変わるものなので

CLAP が全ての要望に応じることは不可能だろう。 

 

実際にCLAPはおもちゃの提供を行ったようだが、親

から玩具への不満が漏れている。以下、ツイッターで

投稿されているCLAPが配布したクリスマス用プレゼ

ントの写真。 

 

 

（写真）個人ツイッター 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１２月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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２０１７年１２月２４日（日曜）             

政 治                          

「囚人解放 各国・組織代表から祝福の声」         

 

制憲議会が８０名超の解放を要求したことで１２月２

４日には多くの逮捕者の解放が確認された。 

 

今回、解放されたのは反政府デモの際に、野党のデモ行

進の取締りに消極的だった（あるいは扇動した）とされ

る市長やチャカオ市警１２名など。 

 

有名な人物としては、ララ州の州都イリバレン市の市長

を務めていたアルフレッド・ラモス氏（La Causa R 所

属）が解放された。 

 

米州機構のアルマグロ事務局長は、解放された政治犯に

対して祝福を述べた。他、与野党交渉の調停役を務めて

いるドミニカ共和国のメディナ大統領やサパテロ元ス

ペイン大統領らも交渉の成果として政治犯の解放を祝

福した。 

 

人権団体フォロ・ペナルは、解放を確認したのは現在３

６名と発表した。ベネズエラには２６８名の政治犯がい

ると発表していたので、今回８０名超が解放されれば、

約１８０名に減ることになるだろう。 

 

もちろん祝福の声ばかりではない。第一正義党（PJ）の

カプリレス元ミランダ州知事はツイッターで 

「彼らは一日だって刑務所にいるべきではなかった。制

憲議会に人権の尊重を要求する。より良い国を求めるこ

とは犯罪ではない。まだやるべき事は山ほどある。」 

と投稿した。 

 

また、国外に亡命したエルアティ－ジョ市のダビッド・

スモランスキー元市長やチャカオ市のラモン・ムチャチ

ョ元市長らも残りの政治犯の解放を要求した。 

 

 

（写真）ララ州イリバレン市長 アルフレド・ラモス氏 

 

「在ブラジル大使にも同様の措置を検討」           

 

１２月２３日に制憲議会はブラジル大使を「ペルソナ・

ノン・グラタ」に認定した。また、デルシー制憲議長は、

憲法の規定を無視して実効支配を続けるテメル政権を

非難した。 

 

これを受けて、ブラジル外務省は 

「在ベネズエラ・ブラジル大使館のルイ・ペレイラ大使

がノングラタに認定されたとの通知を受けた。 

 

今回のベネズエラ政府の決定はマドゥロ政権が権威主

義的な性格を持つ政府であることを示しており、対話の

意志がないことの現れである。 

 

外交原則である同等待遇に従い在ブラジル・ベネズエラ

大使にも同様の措置が採られるだろう。」 

との声明を発表した。 

 

ベネズエラ政府は、ジルマ・ルセフ前大統領の罷免は左

派政権の瓦解をもくろむ米国およびテメル氏によるク

ーデターだとの認識を示しており、２０１６年から関係

は冷え切っている。今回の一件で２国間関係は更に悪化

したと言える。 
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「野党連合ボリバル州幹事のインタビュー         

  ～統一した野党プラットフォームが不可欠～」        

 

ボリバル州の現地新聞社「コレオ・デル・カノニ」で、

２０１８年の野党連合（MUD）について、MUD ボリ

バル州担当幹事ディック・ソウサ氏へのインタビューが

報じられた。 

 

「２０１７年は州知事選、市長選を通して野党が急激に

弱体化した。国際社会の支援も受けて、抗議行動を展開

したが、マドゥロ政権を引きずり下ろすことは出来なか

った。 

 

現在は、２０１８年の大統領選を通じた政権奪取のため

に交渉が行われている。私は２０１８年に政権が交代す

る可能性が高いと考えている。 

 

野党にとって２０１７年は反省の年だった。３つの選挙

で野党は分裂した。２０１８年は野党の再統一を図らな

ければいけない。」 

 

Ｑ：野党の強みと欠点は何か？～ 

「野党の強みは、我々が多数派であること。ほぼ全ての

国民がマドゥロ政権から抜け出したいと考えているこ

と。欠点は野党が分裂していること。 

 

野党の分裂は個人主義が理由。大統領選に向けて、自分

が出馬したいという人物が多く、統一候補を立てること

が出来ない。２０１２年の大統領選は野党で統一候補を

立てることが出来た。 

 

今回の大統領選は２０１８年の前半に実施される可能

性が高い。ギリギリで形ばかり候補を統一しても国民は

結束できない。野党統一候補の決定は速やかに行わなけ

ればいけない。」と述べた。 

 

 

「児童１２０名の出国拒否 ユニセフに訴え」        

 

１２月１５日にペルーに向けて出国しようとした児童

１３０名の出国が禁止されたニュースを紹介した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.73」１２月１５日付の記事参

照」）。 

 

この対応について野党多数の国会は、ユニセフに対して

本件を訴えることを決定した。 

 

本件を決定したのは新時代党（UNT）のデルサ・ソロル

サノ議員や国民勇猛同盟（ABP）のリチャード・ブラン

コ議員、行動民主党（AD）のエドガー・サンブラーノ

議員、大衆意志党（VP）のファン。グアイド議員ら。 

 

ブランコ議員やソロルサノ議員の説明によると 

「入国管理局（SAIME）や徴税庁（SENIAT）職員らは

児童を１２時間の間、空港の脇で待機させた。小さな空

間で適切な対応を受けなかった。寒さで体調を崩す子供

もいたが、非人道的なマドゥロ政権の職員は車いすなど

座る場所さえも用意しなかった。 

 

我々が弁護士団に依頼した調査によると、出国許可証は

政府が説明するような偽装書類ではなかった。検察庁に

対して、真相の究明を求める。」と述べた。 

 

本件については、ディオスダード・カベジョ与党ベネズ

エラ社会主義統一党（PSUV）副党首が、 

「SENIAT から書類の不備がある児童出国について電

話で相談を受け、私が副大統領府と検察庁に連絡し、児

童の出国停止を指示した。これはキューバでも行われた

ピーターパン計画と同じだ。米国のマルコ・ルビオ（米

国共和党議員で強烈な反キューバ議員）のような未来の

反政府リーダーを育てることで子供の代に渡ってベネ

ズエラ政府にゆさぶりをかけようとする米国の支援が

入っている。」と発言している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
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社 会                       

「クリスマスイブにスリア州で長時間停電」          

 

スリア州マラカイボ市を中心に１２月２３日の午後１

３時３０分～２４日午前４時にかけて長時間停電が起

きた。 

 

国営電力公社 Corpoelec はパルマ地区のサブステーシ

ョンでケーブルの盗難があり、電気の供給が遮断された

と説明した。 

 

ある程度の地域で停電問題が解決したようだが、２４日

の午後から多くの地域（ベジャソ地区、ベリータ地区、

ラ・リンピア地区、ハティコ地区、サバネタ地区、ソル・

アマーダ地区など）で再度停電が報告されている。 

 

以上 

 


