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（写真）南米諸国連合（ウナスール）ツイッター “６カ国がウナスールからの脱退を表明” 

 

２０１８年４月２０日（金曜） 

 

政 治                     

 「南米諸国連合（ウナスール）から６カ国が脱退」 

「ブラジル大統領 野党議員と会談」 

経 済                     

 「Clearstream カラカス電力社債の利息支払い」 

 「銀行連盟 通貨切り下げを遅らせるよう要請」 

 「第 10 回目 DICOM １㌦６６，９３７ﾎﾞﾘﾊﾞﾙ」 

社 会                     

「両替商１２５名超を逮捕」 

「米・コロンビア ベネズエラ不正資金を共同調査」 

２０１８年４月２１日（土曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 キューバのカネル議長と会談」 

 「Frente Amplio 選挙後の方針について協議」 

「Hinterlaces ７９％が外国の介入に反対」 

経 済                    

「JP Morgan 新興国債指標からベネズエラ除外」 

 「原油価格 １バレル６３．３６ドル」 

社 会                    

 「出入国管理庁 システム異常で空港が混乱」 

「コロンビア経由で８０００人／日が国外脱出」 
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２０１８年４月２０日（金曜）             

政 治                       

「南米諸国連合（ウナスール）から６カ国が脱退」       

 

アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、パラグア

イ、ウルグアイの６カ国が南米諸国共同体（ウナスール）

から脱退を表明した。 

 

ウナスールの加盟国は１２カ国だったので、これで半分

の国が脱退することになる。残っている国はボリビア、

エクアドル、ペルー、ガイアナ、スリナム、ベネズエラ

の６カ国。 

 

２００４年１２月に南米１２カ国により、南米共同体と

いう地域統合組織が発足し、０７年４月に南米諸国連合

（ウナスール）に改称した。 

 

 

反米諸国が多かった当時、米国の影響を緩和すること

が目的で発足した組織で、当時とは各国政府の方針が

変わっていることが脱退の背景にあるだろう。 

 

ウナスールは故チャベス元大統領が主導した組織で、

基本的にベネズエラを支持するスタンスを取ることが

多い。５月２０日の大統領選に選挙監視団として参加

する可能性もあるだろう。 

 

報道によると、６カ国はウナスールの議長国を務める

ボリビアのフェルナンド・ウアナクニ外相に対して、組

織の機能の問題を理由に脱退をすると通知したようだ。 

 

「ブラジル大統領 野党議員と会談」          

 

４月２０日 国会のルイス・フロリダ外交政策委員長

はブラジルのテーメル大統領と面談し、ベネズエラの

現状について意見を交わした。 

 

テーメル大統領はアントニオ・レデスマ元カラカス大首

都区長、エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事、フリ

オ・ボルヘス元国会議長らの民主主義を擁護する仕事に

敬意を表した。 

 

 

（写真）ルイス・フロリダ議員ツイッター 

“伯テーメル大統領とフロリダ外交政策委員長” 

２０１８年４月２２日（日曜） 

 

政 治                    

 「５月の大統領選挙キャンペーン期間始まる」 

「ニカラグア 抗議デモで最低でも２７名死亡 

～社会保険制度の改定を撤回～」 

経 済                    

 「制憲議員 石油産業関連の憲法条項変更を検討」 

 「SUNDDE セット販売の禁止を発表」 

社 会                    

「FARC 幹部とカベジョ副党首との関係を示唆」 
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経 済                         

「Clearstream カラカス電力社債の利息支払い」          

 

４月２０日 国際決済機関Clearstreamは１７年１０月

１０日が支払い予定だったカラカス電力社債の利息の

支払いを開始した。 

同資金は Clearstream の口座に着金していたが、支払先

を精査していたようだ。 

 

なお、別の決済機関 Euroclear は１７年１１月には利息

の支払いを始めており、格付会社 S＆P も同社債を「限

定的デフォルト（SD）」から「深刻なデフォルトの懸念

がある（CC）」に上方修正していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.92」１月３０日付の記事参照）。 

 

「銀行連盟 通貨切り下げを遅らせるよう要請」        

 

ベネズエラの銀行連盟（Fetrabanca）は６月４日に予定

されている新通貨の導入を遅らせるよう求める声明を

発表した（新通貨の導入については「ベネズエラ・トゥ

デイ No.114」３月２２日付の記事参照）。 

 

同声明では、金融機関のシステムを新通貨に適合させる

ためには、合理的な時間が必要だと書かれている。 

 

また、１０年前に実施されたデノミネーション（通貨切

り下げ）の際には、移行期間として１０カ月は旧通貨と

新通貨が並行して利用できるようにしていた。 

この期間で中央銀行が徐々に新札を国内に流通させる

ことが出来ていた。 

 

他方、今回は４５日後に、一気に国の金融システムを変

えようとしている。我々はそれが可能かどうか懸念して

いると書かれている。 

 

 

 

「第 10 回目 DICOM １㌦６６，９３７ﾎﾞﾘﾊﾞﾙ」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１０回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ８２，１５９．０８ボリバル。 

ドル建てで１ドル６６，９３７ボリバルになる。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル５９，５００ボリバ

ルだったので約７，５００ボリバル分、ボリバル安にな

ったことになる。 

 

今回、落札された外貨の合計は３１．８万ドル。前回か

ら約６５％減ったことになる。法人１６社に対して２１．

１万ドル、個人３１３名に対して１０．７万ドルが割り

当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、ビールメーカーの

「Cerveceria Regional」で約１３．２万ドル。次いで

「Industria RRC」で１．８万ドルだった。 

 

グラフ：DICOM の為替レート推移 

（ボリバル／ドル） 

 

（出所）Bancaynegocios 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
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社 会                       

「両替商１２５名超を逮捕」             

 

４月２０日 マドゥロ大統領は闇両替商１２５名超を

逮捕したと発表。ネストール・リベロール財務司法平和

相に対し、更に７５名の顔写真を公開し、指名手配する

よう要求した。 

 

マドゥロ大統領はテレビ演説で、 

「現時点で我々は１２５名超のマフィアを拘束した。

陸・海・空いかなる場所でも探して更に７５名のマフィ

アを拘束する。 

リベロール内務司法平和相に対して、逮捕を速やかに行

うため７５名の指名手配犯の顔写真を公開するよう指

示した。 

 

我々は、ボリバル通貨を国外に持ち出し、国民の生活を

脅かすマフィアと戦う。このペーパーハンド・オペレー

ション（闇両替商の取り締りミッションにそのような名

前を付けたようだ）は必ず成功する。」 

と発表した。 

 

マドゥロ大統領の演説に先駆けて同日、アイサミ副大統

領はタチラ州での取り締まりの様子を報じた。 

 

「米・コロンビア ベネズエラ不正資金を共同調査」             

 

４月１９日 米国とコロンビアは共同調査の結果、ベネ

ズエラ政府が行う食料輸入プログラムは外国企業が代

金を受け取ったのち、最終的にベネズエラの政府関係者

に届いていると発表した。 

 

コロンビアのマウリシオ・カルデナス財務相はテレビイ

ンタビューに対して、 

 

 

 

「食料購入のためにベネズエラ政府から出て行った資

金のほとんどはマドゥロ政権に関わる会社と個人の手

に渡っている。米国とコロンビアの共同調査で新しい証

拠を見つけた。 

 

コロンビア域内の金融取引については十分に追跡が出

来ている。しかし、コロンビアの管轄外の地域での資金

の流れは把握できない。我々は更に広範囲な調査を行う

必要がある。 

現時点でパナマとメキシコが調査に加わる可能性があ

る。まずは５月にパナマの金融当局と会合を行い、協力

について詳細を議論する。」 

と述べた。 

 

一方で、ベネズエラ政府で汚職に関与している具体的な

人物や金額は明らかにしなかった。 

 

２０１８年４月２１日（土曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 キューバのカネル議長と会談」        

 

４月２１日 マドゥロ大統領はハバナでディアス・カネ

ル新国家評議会議長と会談した。 

 

カネル新議長は４月１９日に新議長に就任したばかり

だが、翌２０日夜にはマドゥロ大統領はハバナに到着。

２１日に会談をした。 

カネル新議長が初めて外国から受け入れる国家元首と

なった。もちろん偶然ではなく、両国が依然として強い

関係にあることを国内外に示すことが目的だろう。 

 

マドゥロ大統領は 

「本日、我々は社会主義システムの１０年先を見通すた

めにやってきた。経済、社会、倫理の観点から更に結束

を強め、多くのことをしなければいけない。」 

と述べた。 
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なお、今回のミッションにはマドゥロ大統領に加えて、

妻のシリア・フローレス氏、ホルヘ・アレアサ外相、エ

リアス・ハウア教育相、マニュエル・ケベド PDVSA 総

裁、アリ・ロドリゲス在キューバ・ベネズエラ大使

（PDVSA 名誉総裁）らが同伴した。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

“カネル新国家評議会議長らと会談するマドゥロ大統領” 

 

「Frente Amplio 選挙後の方針について協議」           

 

４月２１日 野党連合（MUD）が主導する団体「Frente 

Amplio」は５月２０日以降の方針を協議するイベント

を実施した。 

 

報道を見る限り、発言内容にこれまでの主張と変わった

ようなものはなかったようだ。一方で、参加人数の少な

さを報じる記事が多かった。 

 

右上の写真は野党支持者の多いチャカオ市の公園での

集会。雨でもないのに５０名も集まっていないような状

況だったようだ。 

 

新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ議員は５月の大

統領選を詐欺であると非難し、投票に参加しないよう呼

びかけた。 

 

他、第一正義党（PJ）のエンリケ・マルケス国会第二副

議長は、ファルコン氏の出馬について、 

「１７年１０月のララ州の州知事選で敗北したのに、今

回の大統領選で勝利できるとは思えない。ファルコン氏

は大統領選を辞退しなければいけない。」 

と呼びかけた。 

 

 

（写真）野党連合ツイッター 

“チャカオ市 Plaza Bolivar の集会” 

 

「Hinterlaces ７９％が外国の介入に反対」        

 

与党の古株政治家のホセ・ビセンテ・ランヘル氏は自身

のテレビ番組「Jose Vicente Hoy」で、与党に近い世論

調査会社 Hinterlaces のアンケート結果について言及し

た。 

 

Hinterlaces が４月２～１７日にかけて１，５８０名を

対象に外国からの介入に関するアンケート調査を実施

したところ、回答者の７９％は外国からの介入に否定的

な回答だった。 

 

また、米国による経済制裁について、７５％は「反対」

と答え、２２％は「賛成」と答えた。３％は回答なし。 

 

他、トランプ大統領への印象について、７６％は「悪い」

と回答し、１８％は「良い」と回答した。６％は「分か

らない」と回答した。 
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ヒアリングの母体が与党に偏っている気がするが、今後、

米国が原油輸入の禁止など更に強硬な制裁を行使すれ

ば、制裁に否定的な印象を持つ国民が増えることになる

だろう。 

 

経 済                       

「JP Morgan 新興国債指標からベネズエラ除外」        

 

金融大手 JP モルガンは、新たに新興国債券 ESG インデ

ックス「JP Morgan ESG index（JESG）」をリリースし

た。同インデックスは投資銀行ブラックロックも開発に

関わっている。 

 

JP モルガンは他に「EMBI グローバル」などのインデッ

クスも公表しており、その中にはベネズエラ国債、

PDVSA 社債が含まれているが、今回新たにリリースし

た JESG にはベネズエラ国債、PDVSA 社債は含まれな

いという。 

 

ベネズエラ債券以外に、ナイジェリア政府、レバノン政

府、パキスタン政府の債券も除外された。 

 

昨年、ベネズエラ中央銀行が保有していた PDVSA 社債

を６９％のディスカウントでゴールドマン・サックスが

購入した際に、ハゲタカファンドとしてゴールドマン・

サックスは国際的な非難を受けた。 

その流れで新興国債インデックスにベネズエラ国債、

PDVSA 社債を入れている JP モルガンもマスコミから

非難されていた。 

 

今回、ベネズエラ国債、PDVSA 社債をインデックスか

ら外したのは、倫理的な問題を避けるためだったと考え

られている。 

 

 

 

 

「原油価格 １バレル６３．３６ドル」        

 

１８年４月１６日～４月２０日のベネズエラ産原油の

平均価格は３８３．９８人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６３．３６ドル／バレル。前週の６１．０

８ドルから２．２８ドル上がった。 

 

 

 

社 会                       

「出入国管理庁 システム異常で空港が混乱」            

 

４月２１日 カラカスのマイケティア国際空港のシス

テムに異常が起き、空港内が混乱した。 

 

原因は出入国管理庁（SAREN）のシステムがダウンし

たため。システム障害により出国者は１時間ほどパスポ

ートのスタンプを押せなくなってしまい、パスポートの

押印を待つために長蛇の列ができた。 

SAREN およびマイケティア空港からは特段のアナウン

スはされなかったが、行列に並んでいた乗客が携帯で映

像を投稿している。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年４月）

（出所）ベネズエラ石油省
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ベネズエラでは出国の３時間前チェックインが基本。 

日本人の感覚からすれば３時間前でも早すぎるが、この

ようなイレギュラーが発生することを考えれば更に早

めに空港に到着する必要がありそうだ。 

 

「コロンビア経由で８０００人／日が国外脱出」           

 

ベネズエラの難民に関連する報道は後を絶たない。 

報道によればコロンビアを越えてエクアドルやペルー

など外国に移住するベネズエラ人は一日１，５００～８，

０００人ほどいるようだ。 

 

国際バスのチケットを販売するエドウィン・カマチョ氏

によると、ペルー行きのチケット（２３４ドル／人）が

ベネズエラ人に最も人気が高いという。 

次に、チリ行きのチケット（３７０ドル／人）、エクア

ドル（１３０ドル／人）。 

祝祭日でも国外に移動するベネズエラ人の数は減らな

いようだ。 

 

他、ペルーの記録室長を務めるチロケ・ベセラ氏による

と、エクアドルとの陸路の国境を越えてペルーに来るベ

ネズエラ人は一日に２，０００人ほどいるという。 

また、国境で入国コントロールを行うため、ペルー入国

には１０時間ほどかかるようだ。 

 

ベセラ氏いわく、 

「ベネズエラ人はエクアドルとペルーの国境に来るま

でに既に４、５日かかっている。更に国境での入国で１

０時間待たなければいけないのは拷問のようだろう。」 

と述べた。 

 

他、トリニダード・トバゴの入国法を違反した８２名の

ベネズエラ人がベネズエラの軍用機で本国に送還され

た。送還された８２名のうち約４０名は難民申請をして

いた。 

 

２０１８年４月２２日（日曜）             

政 治                       

「５月の大統領選挙キャンペーン期間始まる」              

 

４月２２日（日曜）から大統領選のキャンペーン期間が

始まった。５月１７日（木曜）正午にキャンペーンは終

了する。 

この期間はテレビやラジオで定められた時間だけ、出馬

者の宣伝 CM などが流れる。 

 

ファルコン発展進歩党（AP）党首の最初の遊説先はヌ

エバ・エスパルタ州のマルガリータ島。 

正確には４月２１日にマルガリータ島で選挙イベント

を行い、キャンペーン初日の２２日は特に選挙イベント

を行っていない。 

人口がそこまで多いわけではないが、人もそれなりに集

まったようだ。 

 

なお、２３日には当選後の具体的な政策を公表すると噂

されている。 

 

 

（写真）ファルコン AP 党首ツイッター 

“キャンペーン風景＠ヌエバ・エスパルタ州” 
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マルガリータ島では一定の動員力を見せたが、首都カラ

カスでの集まりは今一つ。チャカイートの Plaza Brion

でキャンペーン活動が行われたが、本人不在のためか数

十人しか集まらなかった。 

 

 

（写真）個人ツイッター 

 

なお、マドゥロ大統領はキューバにいるためかキャンペ

ーン初日は選挙イベントに参加しなかった。代わりにツ

イッターで「TodosConMaduro（みんなマドゥロととも

に）」というキャッチフレーズで投票を呼びかけた。 

 

（写真）大統領府ツイッター“TodosConMaduro” 

 

「ニカラグア 抗議デモで少なくとも２７名死亡    

        ～社会保険制度の改定を撤回～」           

 

ニカラグアで、民間人と治安部隊の間に衝突が起きてい

る。また、衝突は店舗の略奪に発展し、町は混乱してい

る。ニカラグアの人権団体（Cenidh）は４月２２日時点

で２７名が死亡したと発表している。 

 

ニカラグアは政治的にベネズエラとスタンスが近く、ダ

ニエル・オルテガ大統領はマドゥロ大統領と仲が良い。

ニカラグアの反政府デモの状況は昨年ベネズエラで起

きた反政府デモと重なり、ベネズエラ国内でも注目が高

い。 

 

抗議行動の発端は４月１６日にニカラグア政府が社会

保険制度を改定し、社会保険料の負担率を増加させる決

定をしたため。労働者だけでなく、経営側の負担率も増

やした。民間企業委員会（Cospep）が最初に、同決定に

反対の意志を示し、反対する国民と治安当局が衝突を始

めた。 

 

オルテガ大統領は、抗議行動の激化を受けて４月２４日

に企業家らと会合を開き、社会保険制度の改定を撤回す

ると決定した。この決定を受けて、抗議行動は鎮静化す

ると考えられるが、状況は引き続き不安定だろう。 

 

経 済                       

「制憲議員 石油産業関連の憲法条項変更を検討」            

 

制憲議会で石油産業に関連する憲法の条項を改訂しよ

うとする動きがみられる。 

 

制憲議会の経済委員会に所属するケイラ・デ・ラ・ロサ

議員は憲法３０２条、３０３条の改定を検討していると

発言した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年４月２０日～４月２２日報道            No.１２７   ２０１８年４月２３日（月曜） 

9 / 9 

 

第３０２条「資源開発」 

国は、関連する組織法を通じて石油産業と公共の利益に

かなう産業、財・サービスを管理する権限を有する。 

国は国民の幸福のために技術革新を促し、天然資源の開

発により生じる原材料を生み出す国内製造業の発展を

促進する。 

 

第３０３条「国による石油公社株の保有」 

経済的、政治的主権と国家戦略のために、国は PDVSA

あるいは石油産業を運営するためにつくられた機関の

全株式を保持する。ただし、子会社、戦略的提携、企業、

そしてその他ベネズエラ石油公社（PDVSA）のビジネ

スの発展の結果として設立される組織は例外とする。 

 

ケイラ制憲議員は特に３０３条の「ただし、子会社、戦

略的提携、企業、そしてその他ベネズエラ石油公社

（PDVSA）のビジネスの発展の結果として設立される

組織は例外とする。」の部分について、例外は設けるべ

きではないと発言しており、石油産業の全てを政府管轄

にしようとしていることが伺える。 

 

「SUNDDE 条件付き販売の禁止を発表」              

 

価格統制庁（SUNDDE）は同庁ウェブサイトで、「条件

付きでの販売」を禁止する通知を発表した。 

 

具体的に、どのような条件を想定しているのか通知文に

は例示されていないが、小額紙幣（例えば１００ボリバ

ル札）での現金支払いを受け入れないなど、消費者の利

便性を損なう行為を想定していると思われる。 

 

他にも可能性としては、価格統制品の商品を購入する場

合、セットで特定の商品も購入しなければいけないなど

のセット販売もあり得る。 

 

 

 

セット販売は卸売では一般的に行われている。 

価格統制品は売価が安すぎるため、販売しても生産者は

生産コストをカバーできない。そのため、統制価格の商

品を購入するのであれば、セットで別の非統制価格商品

を購入することを条件としている。 

 

統制価格で生じる損益を、非統制価格に載せることによ

り総合的に利益を確保する手段だ。 

 

SUNDDE は価格統制をメインとしており、こうった条

件付き販売の取り締りは率先して行ってこなかったが、

今後新しい取り締まりの対象になるかもしれない。 

 

社 会                       

「FARC 幹部とカベジョ副党首との関係を示唆」            

 

コロンビア革命軍（FARC）最高幹部の一人、ヘスス・

サントリッチ氏とともに４月９日に逮捕された元コロ

ンビア革命軍（FARC）のマルロン・マリン氏が米国麻

薬捜査局（DEA）と司法取引を行い、麻薬取引の内情を

告白した。 

マリン氏は FARC のナンバー２であるイバン・マルケ

ス氏の甥で、麻薬取引の内情に精通しているとされる。 

 

取り調べの詳細は確認できていないが、聴取は７時間に

もおよび、その中にはベネズエラ与党 PSUV の副党首

を務めるディオスダード・カベジョ氏や軍関係者の名前

が出ているようだ。 

 

報道によると、FARC のナンバー２であるイバン・マル

ケス氏はキューバとベネズエラを頻繁に移動しており、

カベジョ氏とは定期的にやり取りをしていたとある。 

 

以上 


