
 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月２９日～１０月３０日報道         No.２０９   ２０１８年１０月３１日（水曜） 

1 / 9 

（写真）ラモス・アジュップ AD 幹事長 “民主的な投票による政権交代を呼びかけ” 

 

 

２０１８年１０月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ外務省 ブラジル大統領選に祝電 

～ボルソナロ氏 軍事介入オプションは否定～」 

「穏健派野党 与野党対話は選挙実施が条件 

～移行政権に向けた協議の可能性～」 

「SEBIN 司令官 正式に解任される」 

経 済                     

「伝染病を理由にコロンビアとの国境封鎖を発表」 

「ベネズエラ政府 ロシアに経済指南を求める」 

「専門家 ペトロは存在していない」 

「５４回目 DICOM １ドル BsS.６４．５５」 

２０１８年１０月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「スペイン議会 マドゥロ政権非難を要請」 

「ドゥケ大統領 ガソリン密売の取り締り強化」 

「レケセンス議員 病院搬送後、牢屋に戻される」 

経 済                    

「PDVSA２０ 債権者が元利着金を確認」 

「Smurfit Kappa 役員メンバーが交代」 

「メディア 給料支払い手段は会社により違う」 

社 会                     

「はしか １０カ月で５，５２５件」 

「ベネズエラのガソリンは車を故障させる？」 
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２０１８年１０月２９日（月曜）             

政 治                       

「ベネズエラ外務省 ブラジル大統領選に祝電           

 ～ボルソナロ氏 軍事介入オプションは否定～」       

 

１０月２８日 ブラジルの大統領選でジャイロ・ボルソ

ナロ氏が当選した（「ベネズエラ・トゥデイ No.208」１

０月２７日～２８日付の記事参照）。 

 

ボルソナロ氏の当選を受けて、アレアサ外相は自身のツ

イッターに外務省として送った祝電を公開した。 

 

「マドゥロ政権はベネズエラ国民を代表し、ボルソナロ

氏が当選したブラジルの大統領選が平穏に終わったこ

とを祝福する。 

 

ベネズエラ政府はこの機会に我々の隣国の新たな大統

領に対して、外交的に尊重された、調和の取れた関係を

求める。 

 

ベネズエラ政府、国民はブラジルの友人とともに公平で

多様性のある、国の自主権を尊重し、内政に介入しない

世界を構築するために働く用意がある。」 

との内容。 

 

よく読めば、ブラジルの選挙が平和裏に終わったことに

祝辞を述べているだけで、ボルソナロ氏の当選自体を祝

福したわけではないようだ。 

 

当選したボルソナロ氏はベネズエラへの方針について

記者から質問を受けると、「ベネズエラ対応について米

州各国の大統領何人かと意見交換をした」と述べた。 

 

 

 

 

また、マドゥロ政権について「ベネズエラ国民はマドゥ

ロ独裁政権のせいで深刻な困難に直面している。ベネズ

エラは民主主義規程を理由にメルコスールのメンバー

に加盟させるべきではなかった。」と述べた。 

 

他方、ベネズエラへの軍事介入の可能性について否定。 

「我々として（ベネズエラへの軍事介入のオプション）

は存在しない。ブラジルは常に問題の解決に外交的な手

段を探る。」と回答した。 

 

なお、１０月２９日 米国のトランプ大統領はボルソナ

ロ氏と電話会談を行ったことを明らかにし、 

「商業分野、軍事分野、その他分野で積極的に協議を行

うことで合意した。」と述べている。 

 

この「軍事分野の協力」が、ベネズエラへの軍事的な圧

力の行使を前提にしているのではないかと報じられて

いる。 

 

なお、２９日に米国のポンペオ国務長官がボルソナロ氏

と電話会談を行い、ベネズエラ問題で協力することを話

し合っている。 

 

なお、１０月２９日 ブラジル現地紙「Folha de Sao 

Paulo」は、コロンビアのドゥケ大統領がボルソナロ氏

に対して、マドゥロ政権を軍事的に倒壊させるよう進言

したと報じた。 

 

この記事の事実関係についてコロンビアのトゥルヒー

ジョ外相は、「ドゥケ政権は軍事オプションを否定して

おり、報道は虚偽である」との声明を発表した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
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「穏健派野党 与野党対話は選挙実施が条件      

     ～移行政権に向けた協議の可能性～」         

 

１０月２９日 発展進歩党のヘンリー・ファルコン党首

はベネズエラの問題解決手段として対話を引き続き支

持する見解を示した。 

 

しかし、「選挙の実施を保証しないのであれば、対話に

は参加しない」と与野党対話を開始する大前提として一

斉選挙の実施を訴えた。 

 

翌３０日に行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹

事長も、「独裁政権は選挙では交代しないと主張するが、

パラグアイ、グルグアイ、チリ、全ての独裁政権は投票

で交代した」と宣言。透明で自由で外国組織の監視を入

れた一斉選挙で政権交代を目指すべきだと訴えた。 

 

これらの発言に先立ち、第一正義党（PJ）、大衆意志党

（VP）、La Causa R の３党同盟も同じような主張をして

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.208」１０月２７日～

２８日付の記事参照）。 

 

以前より、急進野党のマチャド VV 党首のグループを除

き、ベネズエラの伝統野党は意見交換を継続していたと

言われている。 

 

伝統野党は対話を否定する傾向にあったが、大筋で選挙

を前提とした対話であれば、与野党対話の再開を受け入

れるようなスタンスを示し始めた。 

一度バラバラになった野党が、対話を前提に再結成する

可能性が見えてきた。 

 

他方、急進野党は引き続き与野党対話に反対している。 

１０月３０日  急進野党で構成するグループ「Soy 

Venezuela」のマリア・コリナ・マチャド党首は、改め

て与野党対話について明確に否定する発表を行った。 

 

１０月２９日にマイアミ在住のベネズエラ人ジャーナ

リストの Eleonare Bruzual 氏は、水面下で移行政権発足

に向けた与野党対話が行われているとツイッターに投

稿。 

 

移行政権の大統領はキリスト教社会党（Copei）のエド

ゥアルド・フェルナンデス氏で、新政権の中枢はラモス・

アジュップAD幹事長、ヘンリー・ファルコンAP党首、

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事（PJ 所属）、マ

ニュエル・ロサレス UNT 党首、オマール・バルボサ国

会議長（UNT 所属）、ルイス・フロリダ議員（元 VP）

で構成されると投稿。 

 

彼らは野党を離れ、キューバの軍門に下ったと非難した。 

 

 
（写真）Eleonare Bruzual 氏ツイッター 

 

「SEBIN 司令官 正式に解任される」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.208」１０月２７日～２８

日の記事で SEBIN（副大統領府直轄の公安部隊）のグス

ターボ・ゴンサレス・ロペス司令官が解任されるかもし

れないと報じた。 

 

１０月２９日 ロペス SEBIN 司令官の解任が正式に決

定した。２０１４年２月から約４年半の間、SENIN を

指揮した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
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後任はマニュエル・リカルド・クリストファー・フィゲ

ラ氏。 

 

報道によると、フィゲラ氏はこれまで軍の知的戦略統括

部隊（DGCIM）の服部長を務め、祖国安全保護戦略セ

ンター（Cesspa）の国内外情報統一部の総括ダイレクタ

ーを務めていた。 

 

また、マドゥロ大統領の信頼を得ている人物で、複数の

野党政治家から拷問を促進していると非難されている

人物でもある。 

 

 

（写真）Caraota Digital  

“クリストファー・フィゲラ新 SEBIN 司令官（写真左）” 

 

経 済                        

「伝染病を理由にコロンビアとの国境封鎖を発表」           

 

１０月２９日 ウィルメル・カストロ・ソテルド土地・

農業相は、伝染病が拡大する懸念があるとしてコロンビ

ア国境での商業取引を停止すると発表した。 

 

９月下旬からコロンビア国境ではベネズエラ政府が理

由も説明せずに通関を止めていると報じられていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.198」１０月３日付の記事

参照）。 

 

 

 

今回の発表は（これは本当の理由であるかどうかは別と

して）政府として理由を説明したものだと思われる。 

 

ソテルド土地・農業相の発表した伝染病はアフタ性の熱

病で、牛や豚などの動物を介して感染の恐れがある病気

だという。数日前に、コロンビアのマイカオ市でアフタ

性の熱病の発生が正式に確認されたという。 

 

コロンビアはこれまでアフタ性熱の感染が絶滅した国

だとされていたが、世界動物衛生機関（OIE）は９月に

同ステータスを取り消していたようだ。 

 

また、国境を渡りコロンビアに買い物に出かけるベネズ

エラ人が増えているが、彼らに対してコロンビアで乳製

品や牛肉などを購入するのは危険だと訴えた。 

 

最近ではベネズエラ移民の問題を取り上げるに際して

コロンビアとベネズエラの国境を視察することが多い。 

 

コロンビアに向かうベネズエラ人の中には、移民ではな

く、コロンビアへ買い物に出かける人が多いことも事実

だ。しかし、この違いは目で見てわかるものではない。 

 

政府として移民問題が鎮静化したように見せるため、コ

ロンビアへの買い物客を減らそうとしているのかもし

れない。 

 

「ベネズエラ政府 ロシアに経済指南を求める」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.208」１０月２６日付の記

事で、ベネズエラ政府が中国の経済専門家らと経済政策

に関する協議を行ったと紹介した。 

 

ベネズエラ政府はロシアにも経済立て直しのための助

言を求めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56f6f9d2e56a0dbee2af1c909d0054ab.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
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ロシア政府はこの求めに応じて、ロシア財務次官を筆頭

にロシア人経済専門家をベネズエラに派遣。 

１０月２９日にデルシー・ロドリゲス副大統領、カリス

ト・オルテガ中央銀行総裁らと会合を行った。 

 

 

（写真）副大統領府ツイッターより抜粋 

“ロシア人専門家らと会合するロドリゲス副大統領” 

 

「専門家 ペトロは存在していない」                  

 

現地通貨建てでデジタル通貨「PETRO」が購入できる

ようになるのは１１月５日の予定だが、１０月２９日か

ら外貨建てで「PETRO」が購入できるという。 

 

「PETRO」購入のためには登録手続きが必要で、身分

証明書のコピーをデータで送るなど、いつくかの処理が

必要になる。 

 

 

 

 

 

新生「PETRO」について、デジタル分野に詳しい専門

家 Fran Monry 氏は「PETRO は機能するかどうかとい

うより、単純に存在していない。デジタル通貨として機

能するために必要な最低限の処理が行われていない。 

」との見解を述べた。 

 

「５４回目 DICOM １ドル BsS.６４．５５」                  

 

中央銀行は第５４回 DICOM の結果を公表した。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６４．５５。前回（１ドル

BsS６４．３０）から少しボリバル安になったことにな

る。 

 

外貨供給額は合計で４８６万３，０７０．１３ドル。 

前回の４４５万ドルより、若干増えたことになる。 

 

内訳では、法人１３３社に対して２０５万３，００２．

８７ドルが割り当てられ、個人４，５３１名に対して２

８１万６７．２６ドルが割り当てられた。 

 

今回は個人向けが外貨割り当て先の５７．７％を占めた

ことになる。 

 

また、４，５３１名のうち、１万ドル（約１１５万円）

以上の割り当てを受けた個人は７６名に及ぶ。 

なお、並行レート参考サイト「Dolar Today」によると、

現在の並行レートは１ドル BsS.２４０だ。つまり、ボリ

バル通貨は、並行市場ではオフィシャルレートの３分の

１の価値しかない。 

 

つまり、やろうと思えば３，３００ドルを支払い（３，

３００ドルを並行市場でボリバルに両替し、そのボリバ

ルをオフィシャルレートでドルに戻せば）、１万ドルを

もらうこともできるということになる。 
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割り当て金額が最も多かった法人は、種苗会社

「Consorcio Semillero Nacional」で２２万ドル。 

 

次いで、衣類販売業者の「Fito Shop」が１５．８万ドル

の外貨供給を受けた。 

 

家電量販店の「Abdu Electronic」が１１．７万ドルの外

貨供給を受けた。 

 

２０１８年１０月３０日（火曜）             

政 治                       

「スペイン議会 マドゥロ政権非難を要請」        

 

１０月３０日 スペイン議会は賛成３３９票、反対１７

５票、棄権１６４票で、サンチェス政権に対してマドゥ

ロ政権を非難するよう要請する決議を可決した。 

 

同議題を提案したのはスペイン議会野党の急進野党を

支持するグループ。 

 

具体的な内容は、以下のスタンスをサンチェス政権に求

める内容。 

 

１．マドゥロ政権を政治・経済・人道危機および数百万

人のベネズエラ人を国外に追いやっていることを

非難する。 

２．EU がベネズエラの政治・経済・民主主義の危機の

解決に尽力すること。 

３．ベネズエラの深刻な人道問題に対してスタンスを明

確にすること。 

４．ベネズエラの憲法に準じた、平等で自由で合法で公

権力が分離した状態に回帰させる手段を探ること。 

５．ベネズエラ政治犯を全員解放させるよう要請するこ

と。 

 

 

 

６．ベネズエラ政府高官への制裁を強化するなど EU、

国連、米州機構など国際社会のリーダーとして対応

すること。 

７．人道支援を通じてベネズエラと移民を受け入れる隣

国を支援すること。 

８．ベネズエラ人のスペインでの一時滞在等特別措置を

講じること。 

９．欧州連合、米州機構、国連など国際社会のリーダー

として、民主主義の原則を満たした新たな大統領選

を実施させるよう要請すること。 

10．国際司法裁判所（CPI）に対して、マドゥロ政権の

人道問題の調査を要請すること。 

11．SEBIN 拘束中に殺されたアルバン市議の事件を非

難すること。 

12．マリア・コリナ・マチャド党首が受けたボリバル州

での攻撃を非難すること（「ベネズエラ・トゥデイ

No.207」１０月２４日付の記事参照）。 

 

政治家はこの手の人道問題を非難する決議に、反対でき

ないのが現実だろう。 

 

現在のところサンチェス政権は対話での解決を促進し

ようとする立場にあるが、議会の要請の通り CPI にマ

ドゥロ政権を訴えて、制裁を強化すればマドゥロ政権が

更に強権化し、対話の道が閉ざされる懸念もある。 

 

とは言え、議会の決定を無視することも問題だろう。ベ

ネズエラ問題への対応について、サンチェス政権は難し

い選択を迫られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf
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「ドゥケ大統領 ガソリン密売の取り締り強化」           

 

１０月３０日 コロンビアのドゥケ大統領はベネズエ

ラ国境でのガソリン密売について、取り締まりを強化す

ると発表した。 

 

「予定を繰り上げ２４時間前からベネズエラ国境で行

われているおぞましいガソリン燃料の密売の取り締り

を開始した。 

 

コロンビア政府は企業の発展と公正な取引を擁護する

ため、長い間、汚職の温床となってきた巨大な密売網に

正義の鉄槌を下す。」 

と発表した。 

 

ベネズエラのガソリンはほとんど無料だ。ベネズエラで

ガソリンを購入し、隣国コロンビアで販売すれば大金が

手に入る。 

 

ベネズエラ政府はガソリンの密売を犯罪行為として取

り締まっており、表立って販売は出来ないが、取り締ま

りをしている軍部関係者との関係があれば、コミッショ

ンを支払う事で取り締まりの網をかいくぐれると言わ

れている。 

 

マドゥロ大統領はずいぶん前からガソリン価格の値上

げを行うとコメントしてきたが、実現しないまま時間が

経過している。 

 

価格改定の実現が進まないのは汚職で利益を享受して

いる軍部の存在があるからだと言われている。 

 

 

 

 

 

 

「レケセンス議員 病院搬送後、牢屋に戻される」         

 

８月に起きたマドゥロ大統領のドローン襲撃事件を受

けて、計画に加担したとされる第一正義党（PJ）のファ

ン・レケセンス議員が SEBIN に拘束されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.173」８月７日付の記事参照）。 

 

SEBIN 拘束から３カ月が経とうとしているが、レケセ

ンス議員は体調に深刻な問題を抱えているという。 

 

１０月３０日 レケセンス議員の弁護士を務めるジョ

エル・ガルシア氏は、レケセンス議員が事前に家族に知

らされることなく、SEBIN の収容施設「Helicoide」か

ら軍人病院に移送されたと発表した。 

 

非公式情報では、レケセンス議員は１５日ほど前から痛

みを訴えていたという。 

 

しかし、それから数時間後、ガルシア弁護士はツイッタ

ーで「正式な通達ではないが、レケセンス議員が軍人病

院から「Helicoide」に戻されたとの情報が入った。」 

と投稿した。 

 

経 済                       

「PDVSA２０ 債権者が元利着金を確認」            

 

１０月２７日は PDVSA２０の元利、合計９．５億ドル

の支払期日だった。２７日は土曜だったので、２９日中

に債権者の口座に元本支払いがされていなければ債務

不履行になる。 

 

ロイター通信は「PDVSA２０の債券保有者２名が元本

の着金を確認した」と報じた。筆者の知り合いの証券会

社も着金を確認したようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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しかし、同社債が支払われたことは市場にとってサプラ

イズではなく、同日のベネズエラ公社債は微増するくら

いで大きな変化は無かった。 

 

PDVSA２０については米国子会社 Citgo の株式５０．

１％が担保になっており、債務不履行が起きると同社株

式を売却することで回収できることになっている。 

 

なお、社債の準拠法はニューヨーク法なので、原則とし

てベネズエラ政府が権限を行使できる範囲には限界が

ある。 

 

「Smurfit Kappa 役員メンバーが交代」         

 

今年８月にアイルランド本社の段ボール製造会社

「Smurfit Kappa」のバレンシア工場が政府に占拠され

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.181」８月２４日付の記

事参照）。 

 

１０月２９日 同社の役員メンバーが交代した。国営報

道局（AVN）によると、新たな代表は Hugo Cabeza 氏。 

 

エドゥアルド・ピニャテ労働相は「一刻も早く生産を再

開しなければいけない。」と役員らに訴えた。 

 

 

（写真）エドゥアルド・ピニャテ労働相ツイッター 

 

 

「メディア 給料支払い手段は会社により違う」              

 

９月から始まった新経済政策により最低賃金はこれま

での６０倍の BsS.１，８００に増えた。 

 

政府は賃金改定の影響を緩和させるため民間企業に対

して９０日間、政府はこれまでの給与と最低賃金の差額

を補てんすると発表した。 

 

しかし、政府による監視が強まる、あるいは政府に頼る

ことを嫌う企業は多く、賃金の補てん申請をしていない

会社は多いという。 

 

マスコミ業界、特に反政府系のメディアは、事業継続が

困難になっている反面、表現の自由を保障するため、政

府からの補てんを受けることに抵抗がある。 

主要な野党系新聞社「El Nacional」も同じ問題に直面し

ている。 

 

「El Nacional」は政府の差額補助は受け取っておらず、

多くの労働者が最低賃金で勤務している。これまで職責

に応じて給料に違いがあったが、急激な給料改定により

そういった段階的な昇給が出来ておらず、「共産主義的

な給料体系になっている」という。 

 

「El Nacional」のアルヘニス・マルティネス副社長は、

AFP 通信の取材に対して、「今は役員も労働者も給料は

最低賃金だ」と語った。 

 

なお、与党支持色が強いメディア「Ultimas Noticias」や

「El Universal」は一部の労働者からの抗議はあったも

のの、最終的に政府の賃金補てんを受けている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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社 会                       

「はしか １０カ月で５，５２５件」            

 

ベネズエラ公共医療センターによると、１８年１月～１

０月の間にベネズエラで麻疹（はしか）に感染した患者

は５，５２５名にのぼるという。 

 

なお、過去５年間で麻疹にかかった患者数は９２０名だ

ったので、今年から急激に増加していると警鐘を鳴らし

た。 

 

５，５２５件という数字は国営病院、民間病院で確認さ

れた数で、実際はもっと多いようだ。 

 

「ベネズエラのガソリンは車を故障させる？」              

 

数カ月前から、ベネズエラのガソリンスタンドの従業員

は PDVSA のガソリンには不純物と水が混ざっている

と訴えている。 

 

「El Nacional」が取材したガソリンスタンドの従業員

（匿名希望）曰く、 

「ガソリンを別の容器に移してみたところ、不純物が混

ざっていた。」 

と証言した。 

 

また、カラカス「Angelo Rosti」の自動車修理工場では

ここ最近、車の燃料機関の故障が増えているという。 

修理工は、故障の原因はガソリン燃料の品質が悪いため

ではないかとコメントした。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


