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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 メキシコのロペス・オブラドール新大統領の就任イベントに参加” 

 

 

２０１８年１１月３０日（金曜） 

 

政 治                     

「マチャド VV 党首 与党以外の汚職を非難」 

「米国 ベネズエラは北朝鮮と同じカテゴリー 

～コロンビアに脅威があれば、軍事介入～」 

「エクアドル ベネズエラ移民対策援助を求める」 

「Encovi 生活苦で社会開発プログラム利用者増」 

経 済                     

「１２月５日で旧ボリバル通貨は使用不可」 

「債券保有者 数カ月以内に訴訟を起こす」 

「ベネズエラ産原油 １バレル５４．０４ドル」 

「６７回目DICOM １ドル BsS.１５１．６４」 

18 年 12 月 1 日～2 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 

メキシコ大統領の就任イベントに参加」 

「CNE 市議会議員選の進捗率は８５％」 

「カベジョ派閥の軍人２名 国外に出たと報道」 

経 済                    

「PDVSA Intervep ７社と技術協力協定」 

「デノミ以降、通貨供給量は６８１％増」 

社 会                     

「病院向けアンケート 病院は機能不全」 

「米国 ベネズエラ人企業家に懲役３年の判決」 
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２０１８年１１月３０日（金曜）             

政 治                       

「マチャド VV党首 与党以外の汚職を非難」       

 

１１月３０日 急進野党のリーダーであるベネズエラ

主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首は、「EVTV 

Miami」に出演。 

 

「独裁政権は選挙では交代しない。 

選挙で解決できるという主張は虚偽であり、偽物の期待

を信じてはいけない。 

 

マドゥロは選挙をする意志があるので１年で条件を詰

めると言っている。それはどういう意味だ。一年も今の

悲惨な状況を続けられるはずはない。 

 

あるグループ、政府は対話の意志があり、一年待てば政

権を譲る意志があると話している。未だに、そのような

ことを言う人が存在している。 

 

自身の生命を危険にさらすよりも、お金を受け取る方を

選ぶ人もいる。実際に多くの人が、国民が苦しんでいる

横で資産を増やしている。これは赤い服（与党の人物を

指す）を着ている人だけではない。」 

と訴えた。 

 

また、マチャド党首は同日、コロンビア系の報道社

「NTN２４」のインタビューにも応じた。 

 

同インタビューにて、米国で資金洗浄の容疑で有罪判決

を受けたアレハンドロ・アンドラーデ元歳入庁長官、同

じく資金洗浄で起訴されている民放「Globovision」のオ

ーナー、ラウル・ゴリン氏の逮捕について言及。 

 

「これまで蓋を閉められてきた腐敗と汚職の火山がつ

いに爆発した。」 

と述べ、汚職で流出したとされる１０億ドルについて、

この資金があれば国民にどれだけ多くの医薬品を届け

られたと思うかと政府を非難した。 

 

「米国 ベネズエラは北朝鮮と同じカテゴリー      

    ～コロンビアに脅威があれば軍事介入～」      

 

１１月３０日 米国国務省の Lydia Barraza 報道官はス

ペイン紙「El Mundo」の取材に応じ、ベネズエラ危機に

ついて言及した。 

 

そこで「ベネズエラは北朝鮮と同じカテゴリーに属して

いる。」とコメントした。 

 

「トランプ大統領は、これまで自国の主権を主張すると

同時に、いかにして尊重された世界平和を達成すること

が出来るか説明してきた。 

 

イラン、北朝鮮、ベネズエラ。重要なことは、ベネズエ

ラが既にイランと北朝鮮と同じ扱いに入っていること

だ。 

 

更に言えば、北朝鮮は近い将来、平和が訪れる期待があ

る。過去の傾向を分析する限り、米国政府自体は制裁を

緩和していないものの、北朝鮮には一定の進歩がある。 

 

一方で、ベネズエラについては国際社会に復帰しようと

いう意志が全く見えない。 

 

米国政府は軍事介入を検討しているわけではない。しか

し、コロンビア国境にベネズエラ軍部が集まっている現

状を危惧している。コロンビアは米国の軍事同盟国で、

コロンビアの安全保障にとっての脅威は米国にとって

も脅威だと認識している。軍事同盟国への脅威は米国軍

を動かす理由になる。」 

とコメントした。 
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Lydia Barraza 報道官が、国務省の許可なしに「El Mundo」

の取材を受け、「イラン、北朝鮮と同じカテゴリー」、「同

盟国の安全保障のためなら軍事介入も辞さない」と発言

をした可能性はないだろう。 

 

米国政府は、ベネズエラをテロ支援国家入りさせること

を検討している（「ベネズエラ・トゥデイNo.218」１１

月１９日付の記事参照）。イランも北朝鮮もテロ支援国

家リストに入っている。 

 

北朝鮮やイランと同列にベネズエラを並べたのは、ベネ

ズエラをテロ支援国家リストに加えたいという米国政

府の意志が見える。 

 

また、米国の軍事介入について、南米では否定的な意見

が多いが、コロンビアを助けるための軍事介入であれば、

国際世論的に受け入れられるだろう。 

 

コロンビア政府はベネズエラ政府と外交関係を絶って

おり、両国の緊張は高まっている（「ベネズエラ・トゥ

デイNo.213」１１月７日付の記事、「ベネズエラ・トゥ

デイNo.217」１１月１８日付の記事参照）。 

 

とは言え、ベネズエラ政府は、コロンビア政府との緊張

を高めすぎると米国に軍事介入されると理解している

はずだ。 

 

コロンビアとベネズエラの関係が良くなる可能性は低

いが、軍事的な緊張が高まりすぎない範囲で留まると想

像している。 

 

「エクアドル ベネズエラ移民対策援助を求める」                  

 

１１月２２日 エクアドルの首都キトで南米１３カ国

の代表がベネズエラ問題について議論した。 

 

 

そこで、エクアドル政府がベネズエラの移民対策のため

に５．５億ドルの費用が必要だと主張。１１月３０日に

日本、米国、欧州連合各国の寄付金を募るイベントを開

催すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイNo.220」

１１月２４～２５日付の記事参照）。 

 

１１月３０日 アジア、欧州、米州２８カ国の政府関係

者が同イベントに参加。資金的なサポートをすることで

一致した。しかし、現時点では具体的な金額は明らかに

されていない。 

 

ただし、バン・スティーン在キト欧州連合大使は 

「米国、フランス、ドイツ、世界銀行のような国際機関

がエクアドルを支援しそうだ。」と述べたようで、日本

については言及されなかったようだ。 

 

なお、米国国務省の関係団体「米国国際開発庁（Usaid）」

のマーク・グリーン代表は、米国の「戦略国際問題研究

所（CSIS）」のイベントに参加し、ベネズエラ移民を支

援するために１，３６０万ドルを拠出すると発表した。 

Usaid はこれまでもベネズエラの人道問題を支援する

趣旨で多額の支援金を支出している。 

 

左派政権は Usaid が政権を転覆するための活動に支援

金を出していると非難しており、実際に２０１４年４月

に、カストロ政権転覆と親米化クーデターを起こすこと

を目的に、Usaidがキューバ版ツイッター「スンスネオ

（ハチドリのさえずりを意味するスラング）」を利用し

ていたことが発覚している。 

 

「Encovi 生活苦で社会開発プログラム利用者増」                  

 

１１月３０日 ベネズエラの社会情勢について調査を

行う市民団体「Encovi」は、２０１８年のベネズエラ社

会情勢調査を公表した。アンケート対象者はベネズエラ

首都区および地方都市の市民５，９５９名。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/40208d80dd463fddc3d6cf22178d40fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
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調査結果によると、政府が行う社会開発プログラムの受

益者が、前回調査の４３％から６３％に増えていること

が確認された。 

 

他方、「収入が不足している」と回答したのは、前回調

査の８７％から９４％に増加した。 

 

大学への就学率も２０１６年の４８％から３５％に低

下している。また、２０１７年、１８年に大学を卒業し

た学生の８０％（約７０万人と試算）は、チリ、コロン

ビア、ペルーなど外国に移住したと報告している。 

 

経 済                        

「１２月５日で旧ボリバル通貨は使用不可」           

 

タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領は、旧通貨ボ

リバル・フエルテ（以下、BsF.）は１２月５日で使用で

きなくなると発表した。 

 

ベネズエラ政府は、８月２０日に通貨単位切り下げ（デ

ノミ）を実施。３カ月半で旧通貨は使用できなくなる。 

 

ただし、実経済へのインパクトは小さい。 

 

８月２０日をもって BsF１００札は使用できなくなっ

たため、現在、ベネズエラで使用できる紙幣は BsF.５

０、BsF.２０、BsF.１０、BsF.５、BsF.２だ。 

 

BsF.１０を現在のボリバル・ソベラーノ（BsS.）に直す

と、BsF.１０＝BsS.０．０００１になる。そして、現在

の最低賃金は月額 BsS.４，５００。 

 

つまり、旧通貨は使用できないほど単位の小さな金額に

なっているため、使用できなくなっても特に困ることは

無いだろう。 

 

 

困るとすれば、ガソリン代を支払う際に帰ってくるお釣

りがないことではないか。マドゥロ大統領は新経済政策

の目玉改革としてガソリン価格を改定すると明言して

いるが、未だに新価格は発表されない。 

 

とは言え、ガソリン価格が改定されたところで、インフ

レにより数カ月で値上げ効果はなくなるだろう。 

 

「債券保有者 数カ月以内に訴訟を起こす」         

 

新興国の金融情報サービス会社「Redd Latam」は、金融

関係者からの情報として、ベネズエラ債券を保有してい

る債権団が、法的な措置に乗り出すための準備を進めて

いると報じた。 

 

債権団は複数存在しており、各グループで判断は異なる

ようだが、少なくとも１つのグループが法的措置を検討

しているようだ。 

 

「Cleary Gottileb」は、「１８年内に訴訟は起きないかも

しれないが、数カ月以内に法的措置を講じるだろう」と

述べた。 

 

また、「Guggenheim Partners」を中心として、組織され

ている最も債券保有額が多いとされる債権団は、これま

での「様子見」の方針を変えようとしているようだ。 

 

同債権団はこれまで訴訟のための弁護士を雇っていな

かったが、「圧力をかけなければ支払いは放置される」

と考えを変え始めているようで、訴訟の準備を始める可

能性がある。 

 

なお、債権団が訴訟を起こしていない理由として、「米

国の制裁により、制裁対象者と交渉することが禁止され

ている」ことを理由に挙げている。 
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「ベネズエラ産原油 １バレル５４．０４ドル」                  

 

１８年１１月２３日～１１月３０日のベネズエラ産原

油の平均価格は米ドル建てで５４．０４ドル／バレル。 

 

６８．５５ドル、６４．９５ドル、６１．０３ドル、５

４．０４ドルと、毎週 原油価格は下落している。 

 

 

サウジアラビア石油相は、OPEC加盟国、非加盟国によ

る１９年以降の減産を示唆したものの、米国、ロシア、

サウジアラビアなどが産油量を増やしているようで、原

油価格の下落に歯止めがかかっていない。 

 

 

 

「６７回目DICOM １ドル BsS.１５１．６４」                  

 

１１月３０日に６７回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.１５１．６４（１ユーロ

BsS.１７１．６４）。 

 

 

６６回目の DICOM が１ドル BsS.８５．８７だったの

で大幅にボリバル安に修正されたことになる。 

 

１１月２９日にマドゥロ大統領は１ペトロ BsS.９，０

００に改定すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.222」１１月２９日付の記事参照）。 

 

政府はかねてより、「１ペトロはベネズエラ産原油１バ

レルと同じ価値がある」と主張している。 

 

つまり、ペトロのレート改定は、対ドルでみたボリバル

通貨のレート改定も意味している。 

 

具体的に言うと、ベネズエラ産原油価格を１バレル６０

ドルと仮定して計算すると 

 

１ペトロ＝１バレル 

１バレル＝６０ドル 

１ペトロ＝９０００ボリバル・ソベラーノ 

６０ドル＝９０００ボリバル・ソベラーノ 

１ドル＝１５０ボリバル・ソベラーノ 

ということになる。 

 

外貨供給額は合計２０３万９，８１５．３８ドルで前回

の DICOM よりも１７％減った。 

 

法人３５社に対して４１万５，５８９．３７ドルが割り

当てられ、１，８９８名の個人に対して１６２万４，２

２６．０２ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食品メーカーの

「General Alimentos Nisa」で６．１万ユーロ（原材料

の輸入が目的）。 

次いで、「Grupo Fares」（業種不明）で５万ユーロ。完

成品の輸入が目的。 

３番目が「Nescorp」(業種不明)で３万５００ユーロ。

完成品輸入が目的だった。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１１月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62ae306411cb66f7f989619f6ea1fd69.pdf
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２０１８年１２月１日～２日（土曜・日曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領                    

   メキシコ大統領の就任イベントに参加」        

 

１２月１日 マドゥロ大統領は、メキシコの新大統領ロ

ペス・オブラドール氏の就任イベントに出席した。 

 

マドゥロ大統領は大統領就任式から参加する予定では

あったが、予定時刻に到着できず、就任式自体は参加で

きなかった。 

 

同就任式ではマドゥロ大統領を拒絶するメキシコ議員

団が待機しており、「マドゥロは殺人者」「裏切り者」と

書かれたプラカードや、「マドゥロ、あなたは歓迎され

ていない」などと書かれた横断幕が掲げられていた。 

 

他、就任式でロペス・オブラドール新大統領が、各国代

表の名前を挙げ参加に感謝を示した。その中で、マドゥ

ロ大統領の名前を挙げると（実際は出席していない）、

会場では「独裁者！」のシュプレヒコールが起きた。 

 

マドゥロ大統領を独裁者として強く非難する米国やコ

ロンビアのドゥケ大統領など多数が集まっており、彼ら

との接触は政治的な問題になったに違いない。 

 

「マドゥロ大統領の遅刻」と言う建前になっているが、

実際は就任式で問題を起こすことを避けるためであっ

たと想像している。 

 

ロペス・オブラドール新大統領はマドゥロ大統領と会談。

同イベントへの参加に感謝を示し、大統領夫人とともに

記念写真を撮影した（本稿１ページ目の写真）。 

 

 

 

 

なお、マドゥロ大統領自身はこれらの非難について 

「右翼による私への攻撃は、私にとっては名誉なことだ。

何をしても右翼は私を攻撃する。」 

とツイッターでコメントした。 

 

 

（写真）El Nuevo Heraldo 

“「マドゥロ、あなたは歓迎されていない」と書かれた

横断幕” 

 

「CNE 市議会議員選の進捗率は８５％」           

 

市議会議員選挙が１２月９日に迫っている。 

 

今回の選挙は市議会議員ということで、その重要性は低

く、主要な野党がボイコットしていることもあり、注目

度は極めて低い。 

あと一週間を切ったが、同選挙の進捗はほとんど報じら

れていない。 

 

１２月２日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は 

「市議会議員選のスケジュールは８５％まで消化され

た。投票機は既に各州に配布されており、今週金曜には

投票場に設置される予定だ。」と発表した。 

 

選挙自体は予定通り１２月９日に行われることになり

そうだ。 
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「カベジョ派閥の軍人２名 国外に出たとの報道」         

 

ベネズエラの軍部専門ジャーナリストセバスティアナ・

バラエス氏は、「ディオスダード・カベジョ制憲議長と

関係が強い軍人２名が国外に出た可能性がある」と報じ

た。 

 

２名の名前は、カルロス・アルベルト・マルティネス氏

とエリアス・アントニオ・モレノ大将で、彼らが国を出

ようとしている理由は明記されていない。 

 

１０月にはカベジョ制憲議長の派閥に属する SEBIN の

ゴンサレス・ロペス氏が SEBIN の司令官を解任されて

おり、カベジョ制憲議長とマドゥロ大統領との間に亀裂

が入っているのではないかと報じられている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.209」１０月２９日付の記事参照）。 

 

なお、１１月２７日にスペイン在住の急進野党タマラ・

スジュ氏が米州機構（OAS）でベネズエラでの拷問を訴

えていた（「ベネズエラ・トゥデイNo.221」１１月２７

日付の記事（キューバ人によるベネズエラでの拷問を訴

え）参照）。 

 

バラエス氏は、 

「スジュ氏はオスワルド・ガルシア元大佐の妻がベネズ

エラで拷問を受けたと主張しているが、それはねつ造で

ガルシア元大佐の妻はこれまでベネズエラで逮捕され

たことは無い。」と主張した。 

 

経 済                       

「PDVSA Intervep ７社と技術協力協定」            

 

１２月２日 PDVSA Intervep（PDVSA の開発部門）は、

石油産業に必要な触媒の生産・開発のために７社と技術

協力協定を締結した。 

 

 

PDVSA のツイッターには署名をした会社として、

「Qushi」「JCK Ingenieria」「Witt Chemical Company」

「LUBVENCA」「Larkinven」「Raptor Chemicals」の６

社の名前が記載されている（１社足りないが名前は不

明）。この７社は国内企業のようだ。 

 

 

（写真）石油省 “協力協定に署名した民間企業” 

 

「デノミ以降、通貨供給量は６８１％増」         

 

経済情報サイト「Bancaynegocios」は、８月２０日に通

貨切り下げ（デノミ）が実施されて以降、ベネズエラ国

内の通貨供給量が６８１％増えた（７．８倍）と報じた。 

 

最新の公表値、１１月２３日時点でのベネズエラの通貨

供給量は３，５２６．４億ボリバル・ソベラーノ。 

 

８月２０日の時点でマドゥロ大統領は財政規律を重視

し、歳入と歳出を均衡させると発言していた。 

 

しかし、１１月２９日には最低賃金の増額、企業の賃金

負担を政府が肩代わりする期間の延長を発表。加えて、

補助金の支出など巨額の財政支出を必要とする政策を

発表し、財政を均衡させる様子はない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b5534dda578d0bebdd6858f4fdddce2.pdf
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社 会                       

「病院向けアンケート 病院は機能不全」            

 

ベネズエラの保険医療団体（ONG）が、１１月１０日

～１６日にかけて全国の国営病院４０施設を対象に実

施したアンケート調査の結果を公表した。 

 

５１．３５％の病院はＸ線を使用できない。１８．９２％

が時々使用できる。２９．７３％は使用可能と回答した。 

 

MRI はほぼ全ての施設で使用できない。９６．６５％の

国営病院は MRI が使用できないと回答した。 

 

電気に問題があると回答した施設は全体の６５．５７％

だった。 

 

 

水の供給に問題があると回答した施設は全体の７０．２

７％。 

 

 

病院食については一日３食あると回答した施設は４０．

５４％、３回以下と回答した施設は４８．６５％、食事

を提供していないと回答した施設は１０．８１％だった。 

 

 

栄養価の取れた食事を提供できていないと回答した施

設は、９７．３％とほぼ全ての施設が病院食に問題を抱

えているようだ。 

 

 

なお、これは国営病院を対象とした調査なので、民間病

院はもう少しまともなのかもしれない。 
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「米国 ベネズエラ人企業家に懲役３年の判決」         

 

米国の南フロリダ裁判所は、ベネズエラ人のガブリエ

ル・アルトゥロ・ヒメネス・アライ氏に懲役３年の判決

を下した。 

 

アライ氏はドミニカ共和国の「Banco Peravia」の元オー

ナー。アレハンドロ・アンドラーデ元歳入庁長官ととも

に１０億ドルの資金洗浄に加担した罪で有罪判決を受

けた。 

 

米国紙「El Nuevo Heraldo」によると、資金洗浄はアラ

イ氏の監視の元「Banco Peravia」の口座で行われていた

とされている。 

 

アライ氏自身も罪を認めており、米国の捜査に協力する

と見られている。今後、野党も含めて様々な政治家が汚

職を告発されると思われる。 

 

 

（写真）Apporea 

“有罪判決を受けたガブリエル・アライ被告” 

 

以上 

 

 


