
 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月１７日～１月１８日報道            No.０８７   ２０１８年１月１９日（金曜） 

1 / 9 

（写真）イストゥリス・コミューン相ツイッター “１８日の交渉延期を発表するサパテロ元西大統領” 

 

２０１８年１月１７日（水曜） 

 

政 治                    

 「野党連合 １８日の与野党交渉不参加を発表 

～交渉離脱ではなく、延期～」 

「ペレス元 CICPC 捜査官ら銃撃事件 

～人権団体から非難相次ぐ～」 

経 済                    

 「チリ議員 鉱業分野でベネズエラと協力検討」 

 「野村証券 金融制限による政権交代を予想」 

 「ペトロ 最初の売り先はカタールとの噂」 

 「独ルフトハンザ カラカス便再開を検討」 

 「SUNDDE １２月時点の価格に戻すよう指示」 

２０１８年１月１８日（木曜） 

 

政 治                   

 「野党 大統領選統一候補の予備選実施を発表」 

 「CNE 政党更新の予定表を公開」 

 「急進野党 スペイン大統領に支援を求める」 

経 済                   

 「欧州連合 政府関係者７名への制裁を承認」 

 「Crystallex 米国裁判所に決定の見直し求める」 

 「１７年１２月の産油量は日量１６２万バレル」 

 「並行レート １ドル２０万ボリバル突破」 

社 会                   

 「１月２０日に独裁政権への抗議集会を実施」 
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２０１８年１月１７日（水曜）             

政 治                       

「野党連合 １８日の与野党交渉不参加を発表      

         ～交渉離脱ではなく、延期～」       

 

野党連合は正式に１月１８日に予定されている与野党

交渉に参加しないと発表した。 

 

交渉に参加しない理由について声明文にて 

1. オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官の事件について、

リベロール内務司法平和相が潜伏先の情報を野党

が提供したという誤った情報を訂正するよう求め

るため（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月１５日

付の記事参照）。 

2. 外国の付添い国が参加を見合わせたため、交渉でき

る環境が整っていないため。 

3. 政府が交渉の要となる選挙の分野で重要な変更を

行っていないため。 

4. 上記３点が解決されれば交渉を再開し、話を前に進

める。 

と発表した。 

 

与野党交渉の野党窓口の一人である新時代党（UNT）の

エンリケ・マルケス議員は 

「我々は交渉には参加しない。新しい日程を決めること

になるだろう。政府が発表したオスカル・ペレス元捜査

官に関する誤った情報は受け入れらない。」 

とコメントした。 

 

他方で、与党側の交渉団は予定通り１８日にドミニカ共

和国に訪問する。実際にドミニカ共和国で与党側の付添

国であるボリビア外相、ニカラグア外相、メディナ大統

領、サパテロ元西大統領らと次回の日程の調整を行った

ようだ。 

 

 

「ペレス元捜査官ら銃撃事件              

        ～人権団体から非難相次ぐ～」         

 

ペレス元捜査官の事件について国内では様々な記事が

飛び交っている。 

基本的にはペレス元捜査官が出頭を申し出た（と思われ

る）にもかかわらず、治安部隊が彼らの出頭を拒否し、

オスカル・ペレス元捜査官および６名を殺害したことに

抗議している。 

 

また、殺された６名のうちの女性は妊娠中だったとの情

報や銃撃戦に巻き込まれて１０歳の子供が死亡したと

の情報も流れている（上記２件は、そこまでネットで報

じられておらず誤報の可能性もある）。 

 

複数の人権団体（Nuvipa、MDI、Somos Ciudadanos、

Frente Norte de CARACAS、Foro Cambio Democratico）

は検察庁に対して、ペレス元捜査官の事件について独立

した調査チームを組織するように求めている。 

 

また、ベネズエラ・キリスト教団体（CEV）もペレス元

捜査官の一件について「法律の枠から外れた市民への恐

ろしい虐殺」と糾弾する声明を発表した。 

 

他、人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」のホセ・

マニュエル・ビバンコ役員はマドゥロ政権を非難する１

２カ国で組織されるリマグループに一層の介入を求め

た。 

「外国からの強い圧力が無ければマドゥロ独裁政権が

変わるとは思えない。リマグループは今以上にベネズエ

ラの問題解決に向けて努力しなければいけない。ベネズ

エラの問題は米州地域の最重要課題だ。」とコメントし

た。 

 

リマグループの会合は１月２３日にチリで行われる予

定。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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経 済                        

「チリ議員 鉱業分野でベネズエラとの協力検討」           

 

１月１７日 鉱業開発・エコロジー省のフランクリン・

ラミレス次官はチリのアレハンドロ・ナバロ議員と会合

を行った。 

 

会合の目的は鉱業分野での２国間の協力。具体的には鉱

業分野における技術移転に関するテーマが議論された

ようだ。 

 

 

（写真）チリのナバロ議員（写真右）との会合 

 

また翌日１８日にはパレスチナ外相とも鉱業分野での

協力について議論している。具体的にはレアメタルの一

つであるコルタンの共同採掘に関して合意がされた。他

にも農業、畜産、医療、観光分野で協力合意がなされた。 

 

特に医療分野についてアレアサ外相は、パレスチナによ

る医薬品製造工場をベネズエラに建設することで合意

したと発表している。パレスチナは故チャベス元大統領

の就任以来、良好な関係を継続。チャベス大統領が亡く

なった後も親マドゥロ政権として関係を継続している。 

 

「野村証券 金融制限による政権交代を予想」         

 

野村証券の Siobhan Morden リサーチャーは、ベネズエ

ラ政府は制裁により金融取引を著しく制限されており、

最終的には政権交代につながるだろうとのレポートを

発表した。 

 

「引き続き現金フローが制限されている。焦点は軍部と

与党の重要メンバーの支持を維持できるかどうかだろ

う。 

 

輸入も更に制限されており、国民の生活不満を高める要

因になる。２０１８年はベネズエラにとって厳しい年に

なる。債券保有者が過激な行動を取ればベネズエラの流

動資金はさらに減り、政権維持が困難になると考えてい

る。」と分析した。 

 

ベネズエラは国債と PDVSA 社債の利息支払いが遅れ

ており、既に合計で１２億ドル超が支払い猶予期間を過

ぎ当該債券は格付会社 S＆P から「D（デフォルト）」認

定されている。 

 

なお、発行体（政府、PDVSA）自身の格付けは「選択的

なデフォルト（SD）」と認定されている。 

 

「ペトロ 最初の売り先はカタールとの噂」              

 

米国の金融情報会社ブルームバーグによると、ベネズエ

ラ政府関係者がペトロの最初の売り先を見つけるため

カタールに向かったと報じた。 

 

同社の情報筋によると、デジタル通貨監督局（SUPC）

のカルロス・バルガス局長はカタールの投資家に対して、

ペトロを売却したいと考えているようだ。 
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デジタル通貨「ペトロ」の内部情報については「ベネズ

エラ・トゥデイ No.86」１月１６日付の記事（ペトロ 額

面６０％での競売を提案）でも紹介している。 

 

１月１７日、デジタル通貨監督局は国内に流れている情

報は嘘であるとの通知文をツイッターで公開している。 

 

 

（写真）デジタル通貨監督局 

 

「独ルフトハンザ カラカス便再開を検討」                  

 

ベネズエラ観光省のフランクリン・ランヘル国際協力部

長は、マドリッドで行われた国際観光展で、ドイツの航

空会社ルフトハンザがカラカス便を再開する可能性が

あると報じた。 

 

「トルコ航空はカラカス―イスタンブール間の路線が

存在する。彼らからベネズエラの観光地であるマルガリ

ータの直行路線を始めたいとの要望を受けている。 

 

 

また、ルフトハンザ航空からもベネズエラ行きの便を再

開したいとの意向を受けている。」とコメントした。 

 

ルフトハンザ航空は「オペレーション上の理由（理由に

ついてははっきり言及されていない）」で１６年からカ

ラカス―フランクフルトの定期便を停止している。 

 

また、ランヘル国際協力部長は日本についても１７年に

ベネズエラ向けの観光が大きく伸びた国として説明し

ている。 

 

「SUNDDE １２月時点の価格に戻すよう指示」             

 

ベネズエラは昨年１１月頃から急激に物価が高騰して

いる。一般的に１カ月に５０％以上の物価高騰がみられ

る場合、ハイパーインフレにあると言われる。 

 

国会や物価調査機関の指標をみる限り、ベネズエラは昨

年１１月からハイパーインフレの状態にあると言える。 

 

価格統制庁（SUNDDE）は査察を通して小売店、メー

カーらに値下げを強要している。 

 

アイサミ副大統領は基本的な生活に必要な６，５００種

類の財・サービスを１７年１２月１５日の価格に戻すよ

う指示した。 

 

「生活に欠かせない多くの財・サービスが昨年１２月１

５日～１月３日の間に１０％～１０，０００％値上げさ

れている。例えば、ツナの缶詰、オートミール、トマト

ソース、マーガリンは２０日間で６００％も値段が上が

った。 

SUNDDEに１２月１５日の価格に戻させるよう指示を

行った。」 

と発表している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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２０１８年１月１８日（木曜）             

政 治                       

「野党 大統領選統一候補の予備選実施を発表」        

 

１月１８日 行動民主党（AD）のヘンリー・ラモス・

アジュップ幹事長は、大統領選に出馬する野党統一候補

を決める方法を予備選にすると発表した。 

アジュップ AD 幹事長は、６週間以内に予備選を実施す

ると述べている。つまり２月中には野党統一候補が決ま

ることになりそうだ。 

 

野党連合として候補者を１名に絞り込むことは決まっ

ていたが絞り込む方法は野党政党内での合意で決定す

るか、予備選挙を実施して決定するかは決まっていなか

った。 

 

同時にアジュップ AD 幹事長は大統領選候補として予

備選に参加すると述べている。 

「念のためにはっきりしておくが、もちろん私（アジュ

ップ AD 幹事長）は大統領選候補に応募する。希望する

者が参加できる。それが民主主義だ。 

私の知る限りでは既に３名は予備選への参加を表明し

ている。 

大統領候補の予備選詳細については１月２４日に発表

する。６週間以内に大統領予備選が実施されるだろう。」

と述べた。 

 

 

（写真）行動民主党ツイッター “アジュップ幹事長” 

 

もう一人の候補者となる可能性が高いのは第一正義党

（PJ）のファン・パブロ・グアニパ氏。 

グアニパ氏は１７年１０月の全国州知事選でスリア州

知事に立候補し当選したが、制憲議会への知事就任宣誓

を拒否し、当選権を剥奪された人物だ。 

 

１月１８日 グアニパ氏も記者会見を開いている。 

 

「制憲議会と政府は国民の自由と経済問題を解決する

と言っていた。我々はそれが嘘であることを知っていた。

自由と経済問題はむしろ悪化した。我々は制憲議会が民

主主義を終わらせるための組織だと確信している。 

 

我々は憲法を順守し国を守る重要な時期に来ており、全

国民はニコラス・マドゥロを追い出すことに注力しなけ

ればいけない。彼はベネズエラの癌であり、国民にとっ

て一番の敵だからだ。 

 

中国、ロシア、キューバなどに我々の主権を明け渡して

いる。ベネズエラは植民地化されている。 

 

制憲議会が承認した政党の更新作業について、更新プロ

セスに参加するべきではないと考えている。過去、PJ は

CNE に更新作業をしている。制憲議会には政党の更新

を行わせるような権限は無い。選挙組織法には２回連続

で選挙に参加しない場合は更新作業を受ける必要があ

ると明記されている。」と述べた。 

 

 

（写真）第一正義党ツイッター “グアニパ氏” 
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「CNE 政党更新の予定表を公開」            

 

野党が政党更新の実施を拒否する一方で選挙管理委員

会（CNE）は、更新プロセスを進めている。 

 

１月１８日 CNE は政党更新をしなければいけない政

党および今後のスケジュールを公表した。 

 

政党更新を受けなければいけないのは以下の５団体。 

1. 行動民主党（AD） 

2. 野党連合（MUD） 

3. 第一正義党（PJ） 

4. 理解統一党（PUENTE） 

5. 大衆意志党（VP） 

 

AD、MUD、PJ、VP はよく上がる名前だ、PUENTE は

中立政党で野党と与党の中間地点と言う印象だ。ただし、

小規模な政党で目立ったリーダーがおらず、メディアに

はあまり登場しない。 

 

今後の主なスケジュールについては 

 

１月１８～１９日中に政党の更新意志を CNE に提出。 

１月２７～２８日中に支持者サインの収集 

２月５～７日中に第一結果を発表 

２月１５日が政党更新作業の終了日（予定） 

 

今後の与野党交渉で状況が変わる可能性はあるが、次回

の与野党交渉は早くても１月２０日以降になる。上記５

政党は有無を言わさず、CNE に更新を申請する必要が

あるだろう。 

なお、AD は更新手続きを行うと明言している。 

 

 

 

 

 

「急進野党 スペイン大統領に支援を求める」         

 

スペインのマリアノ・ラホイ大統領は、急進野党で構成

される団体「Soy Venezuela」のアントニオ・レデスマ元

カラカス大首都区庁長官に対して書簡を送った。 

 

今回の書簡は１２月１３日に「Soy Venezuela」がリマ

グループに対して送った書簡に対する返事（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.72」１２月１３日付の記事参照）。ス

ペインはリマグループに加わっていないが、ラホイ大統

領にも同様の書簡が送られていた。 

 

アントニオ・レデスマ氏は１７年１１月まで自宅軟禁措

置を受けていたが国外に逃亡した人物。現在はスペイン

でマドゥロ政権の非難を続けている。 

 

以下、ラホイ大統領がレデスマ氏に宛てた書簡の内容を

簡単に紹介する。 

 

「１２月１３日にリマグループに送った書簡について

共有してくれたことに感謝を述べる。 

 

スペインは常にベネズエラの憲法を守る必要性を訴え

てきた。制憲議会の発足当初からその存在を否定し、国

会の権限を奪ったことに抗議してきた。また、ベネズエ

ラ国民の表現の自由を守る戦いを擁護してきた。スペイ

ンは常に一貫した政策でベネズエラ国民に民主主義を

返すための努力をしている。 

 

スペイン政府はついに欧州連合をベネズエラの危機に

対峙させることに成功した。昨今、欧州連合が承認した

ベネズエラ政府への制裁は尊い目的を達成するためで

ある。スペインは引き続きベネズエラの民主主義を擁護

する。」 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6accb6b71b8711430afb9cd013eb5485.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6accb6b71b8711430afb9cd013eb5485.pdf
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「Soy Venezuela」は思想の過激さゆえに野党連合とも

意見が衝突しており、面と向かって支持を表明する外国

政府は多くない。 

 

スペインはマドゥロ政権を強烈に非難しており、急進野

党と考えが近いところがある。 

 

経 済                       

「欧州連合 政府関係者７名への制裁を承認」            

 

１月１８日 欧州連合はベネズエラ政府関係者７名へ

の個人制裁を正式に承認した。欧州連合としてベネズエ

ラ政府関係者を制裁するのはこれが初めてとなる。 

同日の決定は来週２２日（月曜）にベルギーで行われる

会合で正式に発表される予定だ。 

 

欧州連合は１７年１１月１３日にベネズエラ政府への

制裁を決めた。同決定によりベネズエラ向けの武器輸出

は禁止されたが、政府関係者への個人制裁は適用されて

いなかった。 

 

（写真）La Patilla “欧州連合に制裁を科せられた７名” 

“左上からディオスダード・カベジョ PSUV 副党首、ネ

ストール・リベロール内務司法平和相、グスターボ・ゴ

ンサレス・ロペス諜報局長官、アントニオ・ベナビデス

元国軍総司令官、ティビサイ・ルセナ CNE 長官、マイ

ケル・モレノ最高裁判長、タレク・ウィリアム・サアブ

検事総長” 

 

「Crystallex 米国裁判所に決定の見直し求める」         

 

カナダの金採掘会社 Crystallex は米国裁判所に対して

PDVSA の資産差し押さえを申請した。 

 

同社はベネズエラの金鉱区の採掘権を有していたが、ベ

ネズエラ政府に接収されている。Crystallex 社は訴訟を

起こした結果、１４億ドルの賠償金を勝ち取っている。 

 

ただし、賠償金を支払うのはベネズエラ政府であり、

PDVSAではない。 

 

Crystallex社はPDVSAとベネズエラ政府が事実上同じ

存在であるとして、PDVSAの資産差し押さえを試みて

いる。 

 

実はこの試みは１月３日に米国裁判所に棄却されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.81」１月３日付の記事

参照）ため、２度目の試み。 

 

Crystallex はベネズエラ政府が賠償金を逃れるために

PDVSA と Citgo に資産を隠していると訴えている。 

 

「１７年１２月の産油量は日量１６２万バレル」        

 

OPEC が１７年１２月時点の加盟国の原油産油量を報

告した。同レポートは、これまでと大きく異なる傾向が

みられる。 

 

OPEC は加盟国の各月産油量について「ダイレクトソー

ス（当局への直接確認）」と「セカンドソース（専門家

による第三者調べ）」の２つの情報を公開している。 

 

ベネズエラの産油量は、これまで「ダイレクトソース」

が「セカンドソース」の数字よりもかなり多く計上され

る傾向にあった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8da41e29fdf72ff3f06edccfb1356907.pdf
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しかし、１７年１２月の数字はこの傾向が逆転し「ダイ

レクトソース」（日量１６２．１万バレル）の公表値の

方が「セカンドソース」（日量１７４．５万バレル）よ

りも少なくなった。 

 

両者の差は１７年１１月の公表値から急速に埋まって

いった。丁度、ケベド新総裁が就任した時期、OPEC 首

脳会合が開催された時期と一致している。 

 

正しい数字を公表する姿勢の表れとしてポジティブに

捉えることもできるだろうが、産油量の減少スピードも

心配だ。なお、ダイレクトソースでは１７年１１月の平

均産油量は１８３．７万バレルと報告していたので１カ

月で２０万バレルも減ったことになる。 

 

表：セカンドソース（専門家調べ）の産油量 

 

 

表：ダイレクトソース（当局の報告）の産油量 

 

（出所）OPEC “Monthly Oil Market Report” 

 

 

 

「並行レート １ドル２０万ボリバル突破」        

 

１月１８日 並行レートを公表しているウェブサイト

DolarToday の数字がついに１ドル２０万ボリバルを突

破した。 

 

ちなみに、１２月末の並行レートは１ドル１１．１万ボ

リバルだった。並行レートで言えば１カ月でボリバル通

貨の価値が半分になったことを意味する。 

 

別の言い方をすると、先月比のインフレ率が１００％で

あったとしても並行レートの減価が相殺するのでドル

建てでみると実質的な物価が上がっていないことを意

味する。 

 

 

（写真）DolarToday ウェブサイト 
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社 会                       

「１月２０日に独裁政権への抗議集会を実施」          

 

１月２０日（土曜）１１時にチャカオ市のフランシスコ・

デ・ミランダ通りのオフィスビル「パルケ・クリスタル」

でオスカル・ペレス元 CICPC 捜査官らの虐殺事件を非

難する抗議集会が行われる。「パルケ・クリスタル」は

ミランダ公園近くの日本人駐在員の勤務地にも近い場

所だ。 

 

新時代党（UNT）デルサ・ソロルサノ議員がツイッター

で動員をかけている。 

 

「全国民が拒絶する。ベネズエラ人の虐殺を無視するこ

とは出来ない。独裁政権が犯す殺人に対して、我々の拒

絶の意志を示す。また、被害者家族への連帯の意を表明

する。白い服を着て集まれ。」 

 

穏健派が多い UNT の中でデルサ・ソロルサノ議員は、

第一正義党や大衆意志党など野党らしいスタンスを維

持している議員と言える。１８年の国会議長候補にも名

前が挙がったが、最終的にはオマール・バルボサ氏が議

長に就任した（「ベネズエラ・トゥデイ No.73」１２月

１７日付の記事「２０１８年国会 UNT 女性議長の可

能性」参照）。 

 

なお、バルボサ氏は国会議長に就任したものの現在のと

ころ目立った活動は行っていない。 

 

以上 

 

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

