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（写真）LAPATILLA “国連 NY 前で写真を撮る与野党政治家” 

 

 

２０１８年３月１２日（月曜） 

 

政 治                     

 「マドゥロ大統領 AD の政党抹消を指示」 

「アルマグロ OAS 事務局長 人道支援を開始」 

 「Frente Amplio 国連支部前で抗議行動 

～参加者は伸び悩む～」 

経 済                     

 「中銀 １０万ボリバル札のデザインを微修正」 

 「インド向け原油輸出減 ～ルピー建取引検討～」 

 「国会 １８年２月のインフレ率は８０％」 

「携帯会社 Digitel 料金プランを縮小」 

「第５回目 DICOM １ドル３６，６５０ボリバル」 

２０１８年３月１３日（火曜） 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 国連で監視団の派遣要請 

～グティエレス事務局長とは面談かなわず～」 

「国連・ウナスールに対し選挙協議会発足を提案」 

「CNE 市議会議員選の出馬申請は４月受付」 

 「ロドリゲス・トーレス元内務相を拘束」 

経 済                    

 「韓国企業 投資拡大のため政府と会談」 

 「ベナルム職員 待遇改善を求めストライキ」 

 「経済緊急事態令を６０日間延長」 

社 会                    

 「HELSINGE 社２名 スイスで拘束される」 
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２０１８年３月１２日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 AD の政党抹消を指示」       

 

行動民主党（AD）のベルナベ・グティエレス氏はツイ

ッターでマドゥロ大統領が AD を政党から抹消したと

訴えた。 

 

「真夜中に雄鶏（共産党を指す）は、１８年１月に政党

更新の要件を達成したにもかかわらず、白色（AD のイ

メージカラー）政党の称号を抹消することを決めた。 

 

マドゥロは CNE に我々の政党を抹消するよう指示した。

政府は民主主義の父であるロムロ・ベタンコートが発足

させた政党を抹消できると考えているのであれば、それ

は間違いだ。」 

と投稿した。 

 

現在のところ情報の真偽は確認できていない。 

 

 
（写真）ベルナベ・グティエレス氏ツイッターより抜粋 

 

「アルマグロ OAS 事務局長 人道支援を開始」         

 

３月１２日 米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は

人道支援を開始する書面にサインした。 

 

人道支援は当該政府が要請しなければ開始できないが、

ベネズエラ政府が要請しないため OAS のイニシアティ

ブで開始されることになる。 

 

OAS など国際団体の支援を受けて My Voice Counts 

Inc.、D,B.A Comunidad Venezuela が主体となり、既に

ベネズエラに発送するための食料品・医薬品の寄付を受

け付け済み。そう遠くないうちに OAS が発送する食料

品がベネズエラに届くことになるだろう。 

 

なお、ベネズエラは国連が行う医薬品支援などは受け入

れているが、OAS とは政治的な軋轢から受け入れを拒

否している。 

 

 

（写真）同プロジェクトを実施するヘスス・メディナ弁

護士のツイッターより抜粋 
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「Frente Amplio 国連支部前で抗議行動           

         ～参加者は伸び悩む～」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.108」３月８日付の記事で

紹介した通り、野党は MUD を中心とした新しい政治団

体 Frente Amplio を結成している。 

Frente Amplio は、５月２０日の大統領選に国連が選挙

監視団を派遣しないよう求めるため、チャカオ市の国連

支部近くで抗議集会を実施した。 

 

最初はデモ行進を実施すると発表していたが、最終的に

パルケ・クリスタルからヒューレット・パッカートビル

までの数メートルを歩くだけの抗議集会となった（チャ

カオ市のドゥケ市長は抗議行動に否定的で、デモ行進が

出来なかったことに関係がありそうだ）。 

 

今回の抗議集会に関する写真や報道は少ない。野党系プ

レスで使用している写真から見ても参加者は以前と比

べれば規模が小さいものだったと思われる。 

 

今回の抗議集会は３月８日に発表されたものの、集合時

間もデモ行進の起点も直前に発表された。主催側の準備

不足が影響した部分は大きいだろう（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.109」３月１１日付の記事参照）。 

 

（写真）EFECTO COCUYO 

“抗議集会に参加する野党支持者ら” 

 

経 済                        

「中銀 １０万ボリバル札のデザインを微修正」           

 

ベネズエラ中央銀行は１１月から１０万ボリバル札の

発行をはじめた（「ベネズエラ・トゥデイ No.54」１１

月１日付の記事参照）。 

 

３月１２日 中央銀行は１０万ボリバル札のデザイン

変更を発表した。デザイン変更と言っても微修正で、シ

モンボリバルの顔の透かしが追加されたことと赤色の

星マークが追加されたくらいで、一見しただけでは気づ

かないだろう。 

 

ラモン・ロボ中銀総裁は、現在流通している１０万ボリ

バル札も引き続き使用できると説明している。 

 

新紙幣の流通は３月１４日から始まる。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「インド向け原油輸出減 ～ルピー建取引検討～」         

 

PDVSA によるインド向け原油輸出が減少している。 

ロイター通信が匿名の関係者から入手した情報による

と、１７年１１月～１８年２月までのインド向けの平均

原油輸出量は日量３０万バレル程度。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94752749090da0b360b35ac38c129da7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/94752749090da0b360b35ac38c129da7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb9babccfd9aae2576bddaea4711abf4.pdf
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一年前の平均輸出量から２０％減っているようだ。過去

５年間をみるとインドには日量４４万バレルを輸出し

ており、米国向けに次いで２番目の仕向け地。 

 

また、３月１２日にホルヘ・アレアサ外相はインド向け

に日量４５万バレルをルピー建てで取引することを提

案していることを明らかにした。 

 

アレアサ外相はニューデリーで 

「我々はルピーで支払いを受け取り、ルピーでインドの

技術や医薬品を輸入することを考えている。ドルでの支

払いはしない。」 

と述べた。 

 

「国会 １８年２月のインフレ率は８０％」                  

 

国会の財務委員会に所属するホセ・ゲラ議員は１８年２

月のインフレ率が先月比８０％増だったと公表した。 

 

この２カ月の累計インフレ率は２３１．６％に達してお

り、１７年２月～１８年２月までの１２カ月間の累計イ

ンフレ率は６，１４７．１％だと発表した。 

 

表：国会が発表した月間インフレ率 

（単位：％） 

 

（出所）Bancaynegocios 

 

「携帯会社 Digitel 料金プランを縮小」                  

 

公式発表ではないが、携帯電話会社 Digitel が料金プラ

ンを減らすことになるようだ。 

 

具体的にはインターネットの使用容量を増やすことが

出来る料金プラン（プラン・フル、プラン・プラス、プ

ラン・スーパー）が無くなる。 

ルイス・ベルナルド・ペレス副社長がラジオで説明した。 

 

これにより、Digitel 使用者は基本料金の範囲でしかイ

ンターネットが使用できないことになる。 

 

基本料金のネット使用上限は月１ＧＢ。これまでプラ

ン・フルに加入すれば月４．２ＧＢまで使用できていた。 

 

携帯会社は横並びの料金体系を取ることがあり、

Movistar や他の会社も同様の措置を取ることが考えら

れるだろう。 

 

「第５回目 DICOM １ドル３６，６５０ボリバル」                  

 

ベネズエラ中央銀行は第５回目の DICOM の結果を公

表した。 

 

為替レートは１ユーロ４５，１１２．４８５ボリバル。 

 

ドル建てで１ドル３６，６５０ボリバルになる。 

前回の為替レートが１ドル約４万ボリバルだったので、

ボリバルの価値が上昇したことを意味する（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.108」３月７日付の記事参照）。 

 

落札された外貨の合計は４回目の４９万４，１８７．５

１ドルから４倍以上増え２１６万４，３４２．３７ドル。 

１１１社が外貨を落札した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
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最も多く外貨を落札したのはネスレで４１万４，８００

万ドル。２番目は Alimento Balanceada Albal で１５万

ドル（名前からすると食品会社）、３番目が Quimica 

Integrada Intequim（名前からすると化学品会社）で８

万ドルだった。 

 

２０１８年３月１３日（火曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 国連で監視団の派遣要請     

 ～グティエレス事務局長とは面談かなわず～」        

 

３月１３日 ファルコンＡＰ党首や大統領選への参加

を支持する野党政党、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、

デルシー・ロドリゲス制憲議長はニューヨークで国連の

グティエレス事務局長との会談を試みた。 

 

目的は５月２０日の大統領選に選挙監視団を派遣する

よう要請するため。 

 

結局、グティエレス事務局長との会談は実現せず、ジェ

フェリー・フェルトマン国連政治担当官が要請を受け付

けた。 

 

なお、フェルトマン国連政治担当官との面談に参加した

野党グループはファルコン AP 党首、セサル・レジェス

国会第一副議長（AP 所属）、社会主義行動党（MAS）の

フェリペ・ムヒカ党首、キリスト教社会党（COPEI）の

パブロ・フェルナンデス氏、AP のルイス・ロメロ秘書

官、元トリノ・キャピタル・アナリストのフランシスコ・

ロドリゲス氏。 

 

グティエレス事務局長との面談ではないためか、ホル

ヘ・ロドリゲス情報通信相、デルシー・ロドリゲス制憲

議長は面談に同席せず、サミュエル・モンカーダ国連大

使が政府側の代表として同席した。 

 

 

ファルコン AP 党首はフェルトマン国連政治担当官に

対して、 

「国連はベネズエラの選挙に同伴し、暴力的な手段を行

使することなくベネズエラの問題を解決する手段を探

る義務がある。」 

とミッション団の派遣を求め、フェルトマン国連政治担

当官は検討すると回答した。 

 

なお、国連側は選挙監視団の派遣は総会か安全保障理事

会の決定無しでグティエレス事務局長が承認すること

は出来ないとコメントしている。 

 

本件について、サミュエル・モンカーダ国連大使は 

「グティエレス事務局長が選挙監視団の派遣を決定す

る権限はある。国連の規定に明記されている。」 

と説明している。 

 

なお、関係者のコメントによると１３日は面談が叶わな

かったが、１４日に面談できる可能性があると言及して

いる。 

 

「国連・ウナスールに対し選挙協議会発足を提案」           

 

３月１３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、記者会

見を開き、国連と南米南部共同体（ウナスール）に対し

て、共同の選挙協議会を組織するよう提案した。 

 

「コロンビアの投票率は４７％だった。低すぎて話にな

らない。国民が選挙に参加しておらず、民意を確認でき

ていない。この協議会はコロンビアに適切な選挙の実施

を学ばせることができる。」 

 

ベネズエラ政府は３月１１日にコロンビアで実施され

た上下両院議員選挙で不正があったとのスタンスを取

っている。選挙当日に金銭を支払い、票を得た映像も流

された。 
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「CNE 市議会議員選の出馬申請は４月受付」         

 

３月１３日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は５月２０日の大統領選、州議会・市議会議員

選のスケジュールを発表した。 

 

ルセナ代表は州議会議員の候補者登録は３月１３日～

１４日だが、市議会選の候補者登録は４月に実施すると

発表した。なお、具体的な日取りは明らかにされていな

い。 

 

他、今回の選挙に参加する資格を持つ政党は５３政党で、

全国規模の政党は１５、地方規模の政党は３８存在して

いると説明した。 

 

また、選挙キャンペーン期間は４月２２日～５月１７日

までの１カ月弱と決まった。 

 

「ロドリゲス・トーレス元内務相を拘束」         

 

３月１３日 元内務相で故チャベス元大統領とクーデ

ターを起こした元軍人大将ロドリゲス・トーレス氏が宿

泊先の Hotel President（＠カラカス）で国家諜報部

（SEBIN）に拘束された。 

 

トーレス元内務相は故チャベス元大統領の側近の一人

でマドゥロ政権でも１４年まで内務平和相として活動

していた。 

その後、米国でマドゥロ政権を非難する活動を続けてい

たが、カラカスに戻ったところを拘束された。 

 

トーレス氏は大統領の座を狙っている人物で、ラミレス

元国連大使やルイサ・オルテガ元検事総長と並んで、マ

ドゥロ政権を非難する与党の元重鎮として知られてい

た。 

 

 

 

（写真）一般人のツイッター投稿写真 

 

経 済                       

「韓国企業 投資拡大のため政府と会談」            

 

３月１３日 ファルコン州のビクトール・クラーク知事

は、韓国の Korea Heavy Industry ＆  Development 

Company（Khind）のパトリック・ジン代表と会談した。 

 

外国貿易投資省によると、クラーク州知事は韓国企業か

ら工業団地の設立やファイナンスフリーゾーンの設置

など複数の投資提案を受け取ったと報告している。 

 

また、ジン代表は「天然ガスの投資に関心がある。韓国

ベネズエラ商工会の設立とベネズエラへの１０の投資

を提案した。食料分野、特に漁業に必要な船舶、インフ

ラ設備で投資を考えている。」とコメントした。 

 

（写真）外国貿易投資省ツイッター 
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「ベナルム職員 待遇改善を求めストライキ」         

 

３月１３日  ボリバル州を基盤とする野党政党 La 

Causa R はツイッターで、アルミニウム精錬を行うベナ

ルムの労働者が給料の改定、食堂の充実などを求めてス

トライキを行っていると投稿した。 

 

 

（写真）野党政党 LCR ボリバル支部のツイッター 

 

「経済緊急事態令を６０日間延長」              

 

１８年３月９日付の官報第４１，３５７号の政令３，３

０８号で経済緊急事態令が６０日、更新された。 

経済緊急事態令は１６年１月から延長され続けている

ので、施行からすでに２年以上経過している。 

 

経済緊急事態令とは憲法の規定では国民の権利を守れ

ない場合に限り、法律や憲法で規定されている内容を省

略することが出来る特別令で憲法でも規定されている。 

 

なお、憲法で保障されている内容を省略できるとは言え、

基本的人権を制限することは出来ず、また省略できる内

容は経済緊急事態令の中に具体的に明記していなけれ

ばならない。 

経済緊急事態令は３月１０日～５月８日まで有効にな

る。 

 

社 会                       

「HELSINGE 社２名 スイスで拘束される」            

 

「ウィークリーレポート No.37」で PDVSA US 

LITIGATION TRUST が外国企業に訴訟を起こした件

について紹介した。 

 

PDVSA側の告訴状で汚職の中枢にいると訴えられてい

るHELSINGE社の２名がスイスで拘束されたと捜査関

係者が明らかにした。 

 

スイス検察庁も資金洗浄に関与した疑いで HELSINGE

社の役員を逮捕したとコメントしている。 

 

２月下旬からスイス金融市場監督局は PDVSA の汚職

に関与したとされる金融機関の捜査を実施していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」２月２１日付の記事

参照）。 

 

※「ウィークリーレポート No.37」では HELSINGE 社

のフランシスコ・モリジョ氏とレオナルド・バケロ氏が

逮捕されたとの報道が流れていると記載したが、２名の

名前は確認できておらず同社の別の人物が逮捕された

可能性がある。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf

