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（写真）最高裁判所 “１月２５日 最高裁判所は野党連合（MUD）の政党更新禁止を発表” 

 

 

２０１８年１月２４日（水曜） 

 

政 治                    

 「大統領選の早期実施に各国が懸念を表明 

～諸外国 制裁強化の方向で検討～」 

「MUD 捜査により７州で更新手続きが不能」 

 「野党 統一候補の決め方で意見分かれる」 

経 済                    

 「ALBECA 原料不足による工場稼動停止を懸念」 

 「待遇改善求め COCA COLA FEMSA でスト」 

 「米投資銀行 賃金改定の恒常化を懸念」 

 「クラサオ議会 交通ブロックの解除を要請」 

 「最高裁 経済緊急事態令の更新を承認」 

２０１８年１月２５日（木曜） 

 

政 治                   

 「最高裁 MUD の政党更新を禁止 

～CNE VP は解散、PJ の解散可能性も示唆～」 

 「交渉再開の発表あったが、野党は参加を拒否」 

 「検事総長 ラミレス元国連大使を指名手配」 

 「スペイン大使を好ましくない人物に認定」 

経 済                   

 「中銀 為替協定３９号（新 DICOM）発表」 

 「外貨建有価証券の取引を合法化する方針示す」 

 「IMF １８年ベネズエラ経済見通し下方修正」 

 「ジュース１本の値段は国内線航空賃より高い」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月２４日～１月２５日報道            No.０９０   ２０１８年１月２６日（金曜） 

2 / 9 

 

２０１８年１月２４日（水曜）             

政 治                       

「大統領選の早期実施に各国が懸念を表明       

     ～諸外国 制裁強化の方向で検討～」       

 

１８年１月２３日付の特別官報第６６３１号で４月３

０日までに大統領選挙を実施する政令が公布された。こ

の決定をうけて各国が非難の声を上げている。 

 

最も声が大きいのは米国。ペンス副大統領は 

「マドゥロ独裁政権はベネズエラ国民の自由で平等な

選挙の権利を奪っている。米国はベネズエラ国民の人権

を尊重し、同国に民主主義を確立させる方針を維持す

る。」とツイッターに投稿した。 

 

他、米国国務省は 

「大統領選の早期実施を非難するリマグループの方針

を支持する。自由でないし、公平な選挙ではない。国内

の緊張を高めるだけだ。 

この選挙はベネズエラ国民の民意を反映していない。国

際社会は違法で非民主的な選挙と認識している。ベネズ

エラ政府に対して米州機構の民主主義憲章を遵守する

よう求める。」との声明文を発表した。 

 

また、マドゥロ政権を強く非難する共和党のマルコ・ル

ビオ議員は米国のジェフ・セッションズ検察庁に対して

マドゥロ政権と麻薬取引との関係について調査するこ

とを求め、ディオスダード・カベジョ制憲議員を米国の

制裁リストに加えるよう求めた。 

 

他、コロンビアのサントス大統領はラジオ番組で 

「透明な選挙といえるだけの十分な保障がない限り、誰

も大統領選挙の結果を認めないだろう。大統領選は意味

がない。なぜなら制憲議会のような国民に認識されてい

ない組織が実施を呼びかけた選挙だからだ。」との見解

を示した。 

また、コロンビアのマウリシオ・カルデナス財務相はダ

ボスで開かれた世界経済フォーラムで 

「ベネズエラの崩壊は明白だ。崩壊後の緊急経済措置に

ついて検討しなければいけない。」 

とベネズエラに X デーが訪れることに警鐘を鳴らした。 

 

また現在、コロンビアにはベネズエラ人が５５万人おり、

そのうち９万人はワクチン接種を施し、２万人は公共の

病院施設で治療を行っていることを明らかにした。 

 

また、カナダ政府はツイッターで 

「マドゥロ政権は野党に対して自由で公平で信頼でき

る選挙の参加を禁止した。さらに独裁政権色を強めた。」 

と非難した。 

 

他、ドイツ政府は 

「自由で透明な選挙は将来の政権の法的信頼性を高め

る。ドイツ政府はベネズエラ政府と、選挙実施に関連す

る組織に対して、信頼を構築するために十分な時間を設

定するよう求める。」との声明を発表した。 

 

最後に米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、ダボ

スで行われた「世界経済フォーラム」でマドゥロ政権へ

の制裁が十分ではないとして、更なる制裁を求めた。 

 

「この選挙は選挙と呼ばない。おそらく国民は投票する

だろう。しかし、州知事選挙や市長選挙など制憲議会が

発議するベネズエラの選挙システムを見てきた。我々は

すでにこの選挙の勝者を知っている。マドゥロ政権が本

格的に非合法な政府になる最後のステージに来た。 

更なる制裁が必要だ。制裁を機能させなければいけない。

独裁者とその家族はラテンアメリカに資産を隠し持っ

ていることを知っている。すべての国がベネズエラ政府

に制裁をかけるときが来た。」とコメントした。 
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「MUD 捜査により７州で更新手続きが不能」         

 

選挙管理委員会（CNE）のボリバル支所は行動民主党

（AD）の政党更新プロセスのために１３個の指紋認証

機を使用させると発表した。 

 

また、野党連合（MUD）は最高裁からの捜査命令によ

り政党更新プロセスを行うことができないと述べた。 

 

MUD が政党更新手続きをできないのはボリバル州だ

けではなく、スリア州、アプレ州、モナガス州、トゥル

ヒージョ州、アラグア州、カラボボ州でも同様の命令が

出されていると述べた。 

 

大衆意思党（VP）は、自党は更新手続きを行わないこと

を明言し、他の政党に対して、野党連合（MUD）とし

て更新作業を行うことを提案していた。 

 

「野党 統一候補の決め方で意見分かれる」                  

 

野党は大統領選に出馬する統一候補を決める方法で意

見が分かれている。 

 

行動民主党（AD）のアジュップ幹事長は予備選によっ

て野党の統一候補を決定すると発表した。この方針には

昨日、大統領選への出馬を表明したアンドレス・ベラス

ケス氏も賛同している。 

 

一方で発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首は

政党内の合意で統一候補を決める方法を勧めている。 

 

１月２３日 ヘンリー・ファルコン AP 党首はカラカ

ス・ホテルで記者会見を開き、大統領選に立候補する意

思があると明言した。一方で、予備選での決定には引き

続き反対するとの姿勢を示した。 

 

 

なお、大衆意思党（VP）からは大統領選の候補として出

馬する政治家は出ない模様。また、第一正義党（PJ）は、

現在のところ立候補者を発表していない。 

 

このままいくと１０月のスリア州知事選で当選したフ

ァン・パブロ・グアニパ氏（制憲議会への知事就任宣誓

を拒否し、知事の当選権を剥奪された）を擁立するよう

だが、VP と共同でポラール社のロレンソ・メンドーサ

社長の出馬を引き続き交渉しているようだ。 

 

ベネズエラの記者カルラ・アンゴラ氏は自身のツイッタ

ーで 

「メンドーサ氏が大統領になるのは噂ではない。彼は真

剣に大統領選出馬を検討している。PJ と VP が交渉し

ている。」 

と投稿した。 

 

なお、ファルコン AP 党首は 

「自分は大統領になることに固執しているわけではな

い。メンドーサ社長が大統領選に立候補するのであれば、

自分は大統領選出馬を辞退する。」 

と発言している。 

 

経 済                        

「ALBECA 原料不足による工場稼動停止を懸念」           

 

トマトケチャップやパスタなどの食料品メーカー

ALBECA 社は原材料の在庫がなくなりつつあり、この

ままだと工場が完全に稼動停止になると警鐘を鳴らし

た。 

 

「ALBECA 社は生産した製品の７０％を政府の食料品

配給システム CLAP に販売している。また、政府の指示

に従い販売価格を１２月時点に戻した。しかし、原材料

の価格は異常なスピードで上昇している。このままだと

損失を出すために働くことになる。 
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２月１５日までしか原材料の在庫がもたない。同日以降

はマヨネーズ、ドレッシング２種を製造できなくなる。

我々は政府と食料省に支援を求めている。同社は４００

人の労働者を雇用しており、生産が停止すれば彼らの生

活を保障できなくなる。現在の工場の稼働率は２５～３

０％程度で推移している。国内の需要を満たすことはで

きない。原材料の不足により２年前からチリソース、タ

ルタルソース、BBQ ソースは生産を停止した。」とコメ

ントした。 

 

「COCA COLA FEMSA 労働争議」         

 

バレンシアにある COCA COLA FEMSA の労働者は給

料が不十分であることを理由に１月１１日からストラ

イキを実施している。同社は９００人の労働者を雇用し

ている。今回のストライキは労働省から承認されている。 

 

一方で、COCA COLA FEMSA のマリアナ・パルマ法務

協力部長は今回の騒動について 

「弊社は労働省から労働規約に遵守した給料を支払っ

ていることを確認されている。ベネズエラ全体で見て弊

社は良い報酬を支払っている。月額給与と食料チケット

代を支払っている。ストライキが解除されても、生産が

通常サイクルに戻り、商品が流通されるまでには数日か

かるだろう。」 

と述べた。 

 

労働者側は同社から受け取る食料チケットの代金は昼

食を食べるのに十分ではないと抗議している。 

 

「米投資銀行 賃金改定の恒常化を懸念」                  

 

米国の投資銀行トリノ・キャピタルのリサーチャーであ

るフランシスコ・ロドリゲス氏は、度重なる賃金改定も

物価上昇スピードに追いつかず、国民の可処分所得が急

速に減っていると指摘した。 

 

マドゥロ大統領は１７年１２月末に最低賃金を改定し

た。これにより最低賃金は１７万７，５０７ボリバルか

ら２４万８，５１０ボリバルと４０％上昇した。食料チ

ケットの支払額も増加し、２７万９，０００ボリバルか

ら５４万９，０００ボリバルになった。 

 

同最低賃金の改定により実質最低賃金は４５万６，５０

７ボリバルから７９万７，５１０ボリバルと７４．４％

増えたことになる。 

しかし、これらの賃金改定は物価上昇に追いついていな

いと指摘している。 

 

同社は２０１７年の年間インフレ率が２，５０６％だっ

たと分析、最低賃金の上昇と照らし合わせると最低賃金

労働者の可処分所得が７３．６％減少したと分析した。

日本であれば１６万円の給料を受け取っていた人が一

年後に４万２，２２４円に減ったことを意味する。 

 

また、２０１８年はさらに物価上昇が加速することが予

見されるため、政府は２ヶ月ごとに最低賃金を改定する

必要に迫られるだろうと分析した。 

 

「クラサオ議会 交通ブロックの解除を要請」                  

 

クラサオ議会はベネズエラ政府に対して国境交通を元

に戻すことを要請する声明を送ることを決定した。 

 

ベネズエラ政府はベネズエラの食料品や資源、その他

財・サービスが不法に ABC 諸島（アルーバ、ボナイレ、

クラサオ）に流れていると訴え、１月５日からこれらの

島との海路、空路の移動を禁止している。５日の時点で

は国境封鎖は７２時間の予定だったが、結局封鎖措置は

延長され現在に至っている。 

クラサオ議会議員はベネズエラによる一方的な国境封

鎖がすでに同地域の経済にマイナスの影響を与えてお

り、３諸島の生活を悪化させていると述べた。 
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「最高裁 経済緊急事態令の延長を承認」                  

 

最高裁判所は経済緊急事態令の延長を合憲であると認

めた。経済緊急事態例が最初に発行されたのは２０１６

年１月だった。 

 

この間何度も延長措置がとられ、すでに２年以上の間、

経済緊急事態が続いていることになる。 

 

また、同措置の延長を認める政令の中で最高裁判所は国

会が引き続き無効状態にあり、最高裁が経済緊急事態の

承認を行う権限があるとしている。 

 

２０１８年１月２５日（木曜）             

政 治                       

「最高裁 MUD の政党更新を禁止            

 ～CNE VP は解散、PJ の解散可能性も示唆～」        

 

１月２５日 最高裁判所は野党連合（MUD）の政党更

新を禁止する裁定を公布した。 

 

最高裁は「選挙管理委員会（CNE）に対してＭＵＤを政

党更新プロセスから除外するよう命じる。理由は MUD

の党員が既に更新されている、あるいは更新プロセスを

行っている国内政党に所属していることが理由。」 

と説明している。 

 

最高裁から同裁定が出される前に CNE のタニア・デア

メリア役員は政党更新プロセスについて以下の通り現

状を報告していた。 

 

「MUD については７州（スリア州、アプレ州、モナガ

ス州、トゥルヒージョ州、アラグア州、カラボボ州、ボ

リバル州）で告訴を受けており、当該７州では党員を確

認する作業が出来ない。 

 

また、大衆意志党（VP）と理解統一党（PUENTE）は

政党更新申請を行わず、自主的に解散した。」 

と説明した。 

 

MUD は政党更新を行うためのプロセスを進めるため、

MUD のツイッターで署名会場を公開していた（オリジ

ナルの署名会場リスト）。 

同会場リストには CNE が党員の更新作業が出来ないと

発表した７州も含まれている。 

 

他、VP は CNE の報告に対して「VP は自主的に解散し

たのではなく、独裁政権に屈しない意志を示すために更

新を受け入れなかった」と声明を発表し、デアメリア役

員に反論した。 

 

「交渉再開の発表あったが、野党は参加を拒否」           

 

１月２５日 ドミニカ共和国大統領府の公式ツイッタ

ーで 

「本日、与野党双方が対話セッションの継続に合意した。

次回の対話は１月２８、２９日を予定している。」 

と投稿した。 

 

同日、世界経済フォーラムに参加していたドミニカ共和

国のダニロ・メディナ大統領は与野党交渉を１月２８日、

２９日で再開することで与野党双方が合意したことを

改めて肯定した。 

 

与党は交渉を再開するとの情報を認めたが、野党側の交

渉窓口を務めるルイス・フロリダ議員（VP 所属）はツ

イッターで 

「VP を政党として認めず、大統領選を早めるのであれ

ば、ベネズエラ政府が交渉を前に進める意思がないとみ

なし、ドミニカ共和国での交渉には参加できない。」 

と投稿した。これが野党交渉団としての総意なのかフロ

リダ議員の見解なのかははっきりしていない。 

https://drive.google.com/drive/folders/138o7abh1qdWlv0FllimQikDHRfQOMGBt
https://drive.google.com/drive/folders/138o7abh1qdWlv0FllimQikDHRfQOMGBt
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「検事総長 ラミレス元国連大使を指名手配」         

 

１月２５日 サアブ検事総長は元国連大使で元PDVSA

総裁のラファエル・ラミレス氏と、彼の従兄弟のディエ

ゴ・サラサール氏が２０１１年、１２年で１３億４，７

００万ドル超の資金を不正に取得したと認定し、ラミレ

ス元国連大使を国際指名手配すると発表した。 

 

他、ラミレス元国連大使がアンドラ銀行の資金洗浄に関

わっていたと結論付けた。 

 

また、サアブ検事総長はこれまで PDVSA の汚職に関連

して６９名の公職者を逮捕し、そのうち１８名は幹部職

に位置する人物だったと捜査の進捗を報告した。 

 

前述の宣告についてラミレス元国連大使は反論した。 

 

「権力の乱用により組織された検察庁による告発は、私

が大統領選への出馬意思を表明したことに対する報復

行為である。彼らは脅迫と力で大統領選の出馬意思を抑

えようとしている。 

 

政権への批判を鎮めるために、批判したものを犯罪者と

して裁こうとしている。この政権のどこに民主的な政治

参加があるのだろうか？ 

 

検事総長の虚偽の告発を明確に拒絶する。これは革命に

対する政治的な迫害行為だ。悪意に満ちた政治キャンペ

ーンをしても、国民の記憶は消えない。 

 

国民は私のチャベス大統領に対する忠誠心を信じてほ

しい。私が指揮を執れば今の厳しい状況を脱却すること

が出来る。」 

とツイッターで投稿した。 

 

 

 

「スペイン大使を好ましくない人物に認定」         

 

１月２５日 ベネズエラ政府は在ベネズエラ・スペイン

大使館のヘスス・シルバ・フェルナンデス大使を「ペル

ソナ・ノン・グラタ（好ましくない人物）」として認定

した（ペルソナ・ノン・グラタについては「ベネズエラ・

トゥデイ No.76」１２月２３日付の記事参照）。 

 

以下、外務省の公式発表の簡易訳。 

「ベネズエラ政府はスペイン政府の度重なる内政介入

と攻撃を受けて、在ベネズエラ・スペイン大使館のヘス

ス・シルバ・フェルナンデス大使を「ペルソナ・ノン・

グラタ（好ましくない人物）」として認定する。 

マドゥロ政権は「民主主義の抑圧と人権侵害」の罰とし

て欧州連合が行ったベネズエラ公務員７名に対する制

裁を支援したマリアノ・ラホイ政権を拒絶する。」 

 

同日の報道ではスペイン大使館はフェルナンデス大使

を「ペルソナ・ノン・グラタ」と決定する正式な通達は

受理していないようだ。 

 

今回の措置を受けて、ダスティス外相は在スペイン・ベ

ネズエラ大使にも同等の措置をもって応じるだろう。と

述べた。 

なお、対話の仲介役を務めているドミニカ共和国のメデ

ィナ大統領が「対話への信頼を持ってほしい」と要請し

たのに対して、ダスティス外相は「対話への信頼は良い

環境づくりが不可欠だ。」と応じた。 

また、欧州連合のスペイン代表議員は今回の措置を受け

て、欧州連合全体としてマドゥロ政権を非難するための

措置を講じる必要があると述べた。 

 

また、スペイン在住のベネズエラ人が在スペイン・ベネ

ズエラ大使館のマリオ・イセア大使に対して「殺人者」

と訴えたことに対してイセア大使が反発し、カメラを奪

おうとしたとの報道も流れている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
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経 済                       

「中銀 為替協定３９号（新 DICOM）発表」            

 

１月２５日 中央銀行、外貨競売委員会のペドロ・マル

ドナード代表は新 DICOM について説明した。新

DICOM の運用開始のために明日には官報で為替協定

３９号が公布される予定。 

 

新 DICOM については口頭での発表に留まっているた

め全容が明らかになっていないが、確認した限りでは新

DICOM は既存の DICOM と大きな違いはなさそうだ。 

 

なお、既存の DICOM 制度については筆者が過去に作

成した記事を参照されたい（ジェトロ、１７年６月１９

日付の通商弘報の無料記事「新たな外貨発給システム

DICOM が始動」を参照）。 

 

新 DICOM の重要ポイントは以下の通り。 

1. DCIOM は来週から運用を開始する 

2. 個人の外貨両替限度額は４２０ユーロ／３カ月 

3. 法人の外貨両替限度額は１６８０ユーロ／３カ月 

4. あるいは法人の平均月間収入の３０％相当の外貨 

5. 通貨バスケットにより運用される 

6. 業種を絞った外貨競売は行わない 

7. DICOM の応札希望者はこれまでと同様に DICOM

サイトから応札者情報を登録する（既に登録してい

る場合は再登録不要）。 

8. 新 DICOM に参加するのは民間セクターのみ。公的

部門（中銀含む）が外貨を供給することは無い。 

9. 外貨は国内全ての両替所でボリバルに交換するこ

とが出来る。 

10. 外国にいるベネズエラ人の家族向け送金、外国が本

社の法人によるベネズエラ支社への送金も可能。ベ

ネズエラのイタルカンビオ、ズーム、アングロ・ロ

ペス両替所のいずれかの為替オペレーターを通じ

て送金する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

（出所）中央銀行 

“中銀が公開したいくつかの新 DICOM プレゼン資料” 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/416f78cef4d46bea.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/06/416f78cef4d46bea.html
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「外貨建有価証券の取引を合法化する方針示す」         

 

中央銀行のペドロ・マルドナード外貨競売委員会代表は

「新しい為替協定３９号は民間セクターによる外貨建

ての有価証券の取引再開を許可する。 

 

全ての民間企業は証券会社で外貨建ての社債を発行し、

国営証券会社（La Bolsa de Valores Bicentenaria）で市

中に売却することが出来るようになる。」 

と発表した。 

 

８年ほど前になるが、以前は事実上の並行レートが公式

に認められていた（正確には法律の抜け穴だから、違法

ではないとして政府が黙認していた）。 

 

「ペルムータ」と呼ばれる取引で、ベネズエラの証券会

社は外貨建て有価証券（多くの場合はベネズエラ国債、

PDVSA 社債）を用いて、ドルとボリバル通貨の両替を

仲介していた。 

 

当時から「外貨」は中央銀行が両替の独占権限を持って

いたが、「外貨建ての有価証券」は、中央銀行の両替独

占権限に含まれないとして、法律の抜け穴として機能し

ていた。「ペルムータ」の取引は民間の証券会社が両替

のオペレーターを務めており、需要と供給の実勢レート

で為替が決定していた。 

 

その後、中央銀行が外貨建ての有価証券も含めて中央銀

行が独占的に両替する権限を有するとの決定を出し、ベ

ネズエラ国内で大量の証券会社が倒産した。 

 

マルドナード外貨競売委員会代表の説明によると、取引

には国営証券会社の仲介が必須のようである。つまり、

一定のコントールは存在するのではないかと思われる。 

 

 

 

「IMF １８年ベネズエラ経済見通し下方修正」              

 

国際通貨基金（IMF）は２０１８年のベネズエラの経済

見通しを大幅に下方修正した。 

 

これまで IMF は２０１８年の経済見通しについて実質

GDP 成長率をマイナス６％、年間インフレ率は２，３

４９．３％と予想していた。 

 

しかし、政治経済状況が日増しに不安定になっているこ

とを受けて、実質 GDP 成長率はマイナス１５％、年間

インフレ率は１３，０００％と変更した。 

 

表： 南米各国の２０１８年 実質 GDP 成長率予測 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“左からアルゼンチン２．５％、ボリビア３．９％、ブラ

ジル１．９％、チリ３％、コロンビア３％、エクアドル

２．２％、ペルー４％、ベネズエラ△１５％、メキシコ

２．３％” 
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「ジュース１本の値段は国内線航空賃より高い」              

 

ベネズエラの物価は非常に歪んでいる。タチラなどコロ

ンビア国境に近い一部の州を除き、レギュラーガソリン

の価格は未だに１リットル１ボリバル、ハイオクの価格

は１リットル６ボリバルと２０１６年２月の改定から

２年間経っても固定されたままだ。 

 

DolarToday が示す現在の並行レートの価格は１ドル２

６万ボリバル。並行レートで１リットルの値段は日本円

でいくらになるかを換算するとハイオクの価格は０．０

０２５円／リットルだ。 

 

また、国内線のフライトチケット料金も異常に安い。カ

ラカスのマイケティア空港からボリバル州のプエルト・

オルダス空港（走行飛行距離６５６キロ）間の往復航空

運賃は６３，０００ボリバル／人である。つまり、並行

レートで換算すれば２６．７円。この距離は東京から広

島の直線距離（６７９キロ）とほぼ同じだ。東京－広島

間のフライトチケットが２６．７円と言うことになる。 

 

他、カラカスのマイケティア空港からメリダ州のビヒア

空港（距離７５２キロ）までの往復料金は１１．３万ボ

リバル。約４７．８円だ。ちなみに、東京－山口の直線

距離が７７３キロでほぼ同じ。 

 

ただし、上記の例は国に価格を統制されており、大赤字

であることを前提とした価格で稀なケースだ。 

 

例えば２リットルのコカ・コーラのペットボトルは１本

１０万ボリバルで売られているようだ。つまり、東京広

島間の航空チケットよりも２リットルのコカ・コーラの

方が高いことになる。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


