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（写真）ベネズエラ主導党（VV） “マチャド党首 中国・ロシアに方針転換を求める” 

 

 

２０１８年１１月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「カベジョ制憲議長 憲法草案は議論していない 

～制憲議会の期間延長の可能性について言及～」 

「マリア・コリナ党首 中露に方針転換を求める」 

「市議会議員選の予備投票 参加者増えず」 

経 済                     

「経済専門家 ドルが弱くなっている」 

「５９回目 DICOM １ドル BsS.６５．４３」 

社 会                     

「FAO ベネズエラの栄養失調率３倍に増加」 

「メトロ地下鉄の労働者 抗議行動」 

２０１８年１１月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 １月の大統領就任 違憲決議を採択 

～同決議の本当の重要ポイントは選挙要請～」 

「元軍人 マドゥロ政権への不服従を呼びかけ」 

「国会 政府による輸入肉過払い実態を調査」 

「ELN との衝突は政府を崩壊させる可能性あり」 

経 済                    

「OPEC １８年１０月は日量１１７万バレル」 

「Ecoanalitica 減産で３７０億ドルの収入減」 

社 会                     

「４０％の国民が外国からの送金で生活」 
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２０１８年１１月１２日（月曜）             

政 治                       

「カベジョ制憲議長 憲法草案は議論していない     

 ～制憲議会の期間延長の可能性について言及～」       

 

１１月１２日 カベジョ制憲議長は「現在のところ憲法

改定については全く議論されていない。現段階では憲法

草案は存在しない。」と発言。 

また、「制憲議会の期間は２年間延長する可能性がある」

と述べた。 

 

制憲議会が発足した１７年８月当時、制憲議会自身が同

組織の有効期限を２年間と定めていた。つまり、１９年

８月に制憲議会が解散することになる（詳細は「ウィー

クリーレポート No.6」参照）。 

 

仮に更に２年間、延長した場合は２０２１年 8 月まで組

織が存続することになる。 

 

なお、野党多数の国会の任期は１６年から５年間。 

つまり、憲法に準じた場合は２０２０年に国会議員選が

行われ、２０２１年１月に新国会が発足することになる。 

制憲議会が２年間延長した場合、現在の国会が続く間は

常に制憲議会が存在することになる。 

 

 

（写真）PSUV ツイッター “カベジョ制憲議長” 

「マリア・コリナ党首 中露に方針転換を求める」         

 

１１月１２日 急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」の

マリア・コリナ・マチャド党首は、中国の習近平国家主

席、ロシアのウラディミール・プーチン大統領に対して

方針転換を求める陳情書を送ると発表した。 

 

同陳情書のデータはマチャド党首のツイッターに投稿

され、一般に公開されている。 

 

陳情書では、１０月に両国の経済専門家らがベネズエラ

政府に経済政策の助言を行ったイベントについて言及

した上で、 

「あなた方（中国・ロシア）はベネズエラ政府の経済閣

僚らと意見交換をした結果、この政府には経済を立て直

す能力がないことを認識したはずだ。 

 

中国とロシアは安全保障理事会の常任理事国であり、ベ

ネズエラ国民が真に必要としている要望に大きく貢献

することが出来る。ロシアと中国は国民に平和と繁栄を

もたらす者を支持しなければいけない。」 

と訴えた。 

 

１０月下旬にベネズエラ政府からの要請を受けて、中国

政府・ロシア政府はそれぞれ各国の経済専門家らをベネ

ズエラに派遣。 

経済政策について意見交換し、マドゥロ政権に対してア

ドバイスを行っていた（中国は「ベネズエラ・トゥデイ

No.208」１０月２６日付の記事）（ロシアは「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.209」１０月２９日付の記事参照）。 

 

個人的には中国とロシアはベネズエラの繁栄と言うよ

りも、米国を中心とする地政学的な位置づけの中でマド

ゥロ政権を支持しており、この類の陳情はあまり功を成

さないように思える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03790e661228b1cb18e7aed250763ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd8f959c96423da328b4eb1292aa39ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月１２日～１１月１３日報道         No.２１５   ２０１８年１１月１４日（水曜） 

3 / 8 

 

「市議会議員選の予備投票 参加者増えず」                  

 

イベント重要性が低いこと、主要野党が参加していない

こともあり、ほとんど注目を浴びていないが、１２月 9

日に市議会議員選が実施される。 

 

既に候補者の出馬受付は終了し、選挙管理委員会（CNE）

のサイトでは、各市で出馬している候補者の名前が確認

できる。 

例えば、チャカオ市で投票する場合、以下のような投票

画面が現れる。 

 

 

 

野党陣営で出馬しているのは「社会主義行動党（MAS）」、

「発展進歩党（AP）」、「キリスト教社会党（Copei）」、

「変革党（Cambiemos）」など。穏健野党に属するグル

ープだ。 

 

 

同選挙の模擬投票が１１月１１日に実施された。模擬投

票は当日の選挙がうまく機能するかのテストのような

もので、特にこの結果が何かに影響を及ぼすものではな

い。 

 

メディアによると、１１月１１日の模擬投票に参加する

有権者はほとんどいなかったという。また、参加すると

しても PSUV の党員などが中心で、１２月 9 日の市議

会議員選は PSUV のための選挙イベントになると報じ

られている。 

 

穏健野党だけでは有権者を動員することは困難で、市議

会議員選では与党系の議員が圧倒的多数で当選するこ

とが予想される。 

 

経 済                        

「経済専門家 ドルが弱くなっている」           

 

ベネズエラで以前よりもドルの価値が落ちている。 

 

経済調査会社「Econometrica」のエンケル・ガルシア氏

は BBC の取材に対して、 

「以前であれば２０ドルあればベネズエラでは十分な

生活ができたがいまは状況が違う」とコメント。 

 

また、他の経済調査会社「Ecoanalitica」のアレハンドロ・

グリサンティ氏は 

「現在、１ドルで購入できるものは１年前の１０分の１

に減った。ドルが弱くなったというより、ボリバル建て

のインフレスピードが速すぎる。」と述べた。 

 

また、「Ecoanalitica」のギジェルモ・アルカイ氏は 

「ベネズエラ人の購買力の低下で、これまでのように外

貨が購入できなくなり、インフレ率と並行レートの上昇

速度に乖離が出ている。」と補足した。 
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「５９回目 DICOM １ドル BsS.６５．４３」         

 

１１月１２日に５９回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６５．４３（１ユーロ BsS.

７３．６２）。前回の１ドル BsS６５．２２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３０２万６，４４５．９３ドル。 

 

前回は約１，２８０万ドルと急増したが、今回はこれま

でと同程度の外貨割り当てに留まった。 

 

前回と同様、法人向けの外貨割り当てよりも個人向けの

割り当ての方が多かった。 

 

２，８３７名に対して２３７万９，０２２．３４ドル。 

法人は１９社に対して６４万７，４２３．５９ドルが割

り当てられた。 

 

なお、法人１９社については全社ユーロ建て。 

個人への外貨割り当てもほとんどがユーロ建てだった。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、ハムの製造販売を

行う「Corporación Babilonia」で１５万ユーロ（１６．

８万ドル）。使用用途は原材料輸入。 

 

次いで、「Canaima Sport」が８．７万ユーロ（９．７万

ドル）の外貨供給を受けた。完成品の輸入が目的。 

 

３番目は「Yuseff Import」で４．８万ユーロ（５．５万

ドル）の外貨供給を受けた。業種は不明。完成品の輸入

が目的。 

 

 

 

 

社 会                        

「FAO ベネズエラの栄養失調率３倍に増加」           

 

国連食糧農業機関（FAO）は米州保険機関、世界食糧計

画らと共同で各国の食糧事情に関する報告書を公表し

た（「Panorama de la Seguridad alimentaria y nutricional 

en América Latina y el Caribe 2018」）。 

 

同報告書によると、ラテンアメリカ地域で飢餓に苦しむ

人は３，９３０万人。３年間で飢餓が増加している。 

 

ベネズエラの食料不足率は、２０１０～１２年実績値３．

６％から２０１５～１７年の実績値１１．７％（３７０

万人）と３倍以上増えたと発表した。 

 

また、食糧事情が悪化した国として南米ではベネズエラ

の他にアルゼンチン、ボリビアが挙げられた。 

 

なお、１４年と比べて食料事情が改善した国としてはブ

ラジル、キューバ、ウルグアイ、ドミニカ共和国が挙げ

られている。 

 

「カラカス地下鉄の労働者 抗議行動」                  

 

１１月１２日 カラカス地下鉄の労働者らが労働待遇

の改善、および不当に解雇された労働者６０名の再雇用

を要求するため、抗議行動を行った。 

 

解雇された６０名の一人、ジョニー・レオン氏は３１年

間、カラカス地下鉄で働き、１９年１月に定年退職を予

定していたが不当に解雇されたという。 

 

他、１２年間カラカス地下鉄に務めていたハロルド・ク

ネス氏は１２年間の勤労に見合う金額を支払われてい

ないと抗議した。 

 

http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf
http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月１２日～１１月１３日報道         No.２１５   ２０１８年１１月１４日（水曜） 

5 / 8 

 

クネス氏曰く、 

「体調不良を理由に退職を申し出て、その３カ月後に１

２年間の労働の退職金として BsS.６，１８８．１４が振

り込まれた。」と訴えた。 

 

BsS.６，１８８．１４では１カ月生活するのも厳しい。 

 

公的セクターの仕事を失えば、政府系の安価な食料品も

手に入れにくくなる。インフレの進行度合いを踏まえれ

ば半月も持たないかもしれない。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

２０１８年１１月１３日（火曜）             

政 治                        

「国会 １月の大統領就任 違憲決議を採択       

  ～同決議の本当の重要ポイントは選挙要請～」        

 

１１月１３日 野党多数の国会で、１９年１月のマドゥ

ロ大統領の就任は憲法違反だとの決議を承認した。 

 

多くのメディアがこの点について報じているが、この決

議の本当のポイントは、決議文の中に入っている「透明

かつ民主的な手段での選挙を求める」という部分だろう。 

 

 

 

 

１１月６日にはサパテロ元西首相を非難する決議が承

認され、選挙や対話による問題解決を否定する急進野党

が攻勢をしかけているが、穏健派野党らがこの動きに対

抗したものと思われる。 

 

なお、この決議は賛成多数で承認されたものの、急進野

党の議員１４名およびボリバル州の中堅政党「La Causa 

R」の４議員は「この決議は与野党対話を促進しようと

しているグループが主導しているものだ」と非難。 

 

グループの大方針と異なるため、賛同できなかったと見

られ棄権している。 

 

「元軍人 マドゥロ政権への不服従を呼びかけ」           

 

１１月１３日 軍人学校の元ダイレクターのミゲル・ア

ンヘル・レオン・コレア氏は、軍関係者に対して声明文

を送り、マドゥロ政権への不服従を呼びかけた。 

 

同声明文の主なポイントは以下の通り。 

 

・この声明は個人的な見解であり国内外の政治団体と

の関連は無い。 

・今回の声明を発表することで、自身の家族を危険にさ

らすことになる。しかし、脅迫に屈せず自身の見解を

述べる。あとは、神に家族の安全をゆだねる。 

・６カ月前に軍部は役割を変えた。国民を守る役割から

ポピュリズム政権の利害を守るための組織となった。 

・軍部高官は洗脳されたか、良心を失った。あるいは国

よりも自身の家族を優先するか、お金で良心を売り渡

し、栄誉を失い、自分自身の尊厳も失った。 

・私はマドゥロ大統領への忠誠を誓う書類へのサイン

を拒否した。仮にその書類にサインをした場合、その

日から自分の良識と自分の人生を裏切ることになる

からだ。 
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・軍内部の多様性や異なる見解を「裏切り者」として排

除しようとする動きを否定する。私は忠誠心だけで役

職を駆け上がってきた軍人を多く見てきた。彼らは上

に立つ能力が欠けており、ベネズエラを破壊させてい

る。 

・また、現政権を非難する人々への迫害や拷問はベネズ

エラ政府高官から SEBIN に直接、命令が与えられて

おり、まともな法的手続きが取られていない。 

・軍部はこのまま沈黙を続けることはできない。誤った

革命に手を貸すのではなく、人権と国としての根幹を

守るために立ち上がるべきだ。 

・もし本当に自身の家族、子供のことを思うのであれば、

恐怖、沈黙、諦めることを止めて行動しなければいけ

ない。 

と訴えた。 

 

５月の大統領選でマドゥロ大統領が当選した後、マドゥ

ロ大統領は軍部に対して、政府に従うよう命じるサイン

を求めていた。 

 

「国会 政府による輸入肉過払い実態を調査」         

 

１１月１３日 国会は政府が行っている肉の輸入実態

について調査する委員会を組織することを承認した。 

 

カルロス・パパローニ議員は 

「政府はベネズエラの畜産業者に対して２５０Kg、５

０ドルで販売させようとしている。 

 

他方、政府は牛一頭当たり１，１００ドルで輸入してい

る。これは１キ Kg 当たり４．４ドルを支払っているこ

とを意味する。 

 

ベネズエラ政府は国内の畜産業者に対して、世界で最も

安い価格で肉を売るように迫り、同時に世界で最も高い

価格で肉を輸入している。 

 

政府が行っている外貨コントロールは食料輸入で汚職

を続けるためのものかもしれない。ベネズエラ国民が空

腹で苦しんでいる時にこのようなことが行われている。」 

と訴えた。 

 

ま た 、 同 日 の 国 会 に 招 待 さ れ た 畜 産 生 産 者 団 体

（Fedenaga）のアキレス・ホプキンス代表と全国畜産連

合会のアルマンド・チャシン代表は 

「ベネズエラの畜産自給率は２０～２５％程度だ。畜産

業は衰退を続けている。 

 

政府が我々に科している価格コントロールは、畜産業者

に倒産を求めていることを意味するような価格だ。 

また、政府はいくつかの州で生産物の３０％を政府に売

却することを義務付けている。ある州では６０％も販売

するよう命じられている。 

 

もし販売するごとに赤字が出るのであれば、誰も生産し

ない。国内の畜産業が衰退しているのは我々の責任では

ない。」 

と訴えた。 

 

「ELN との衝突は政府を崩壊させる可能性あり」         

 

コロンビアのゲリラ組織「国民解放軍（ELN）」とベネ

ズエラ国軍の衝突が続いている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.212」１１月５日付の記事参照）。 

 

政府に反旗を翻し、現在は米国政府の状況提供者として

米国に保護されているエクトール・ガルシア・プラサ元

航空海運相は、自身のツイッターで ELN と国軍との衝

突について、「政府を崩壊させるきっかけになる可能性

がある」との見解を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cfe557e50abc7673b0fd0da1bc124c5.pdf
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「国軍は常に ELN を邪魔な存在だと考えていた。しか

し、チャベス・マドゥロ政権の政治的な利害によって、

彼らの行動は容認されてきた。 

 

アマゾナス州での衝突を受けて、パドリーノ・ロペス国

防相が ELN と対峙することを余儀なくされた。 

 

軍部と ELN との衝突は、深刻な経済危機と政府の非効

率な政策によるものだ。これはマドゥロ政権を崩壊させ

るきっかけになり得る。」 

と投稿した。 

 

チャベス政権時代から ELN とベネズエラ政府は協力関

係にあると報じられている。 

「ウィークリーレポート No.71」で GOLD 産業にマフ

ィアが関わっていると紹介したが、ELN もそのマフィ

アの一つとされている。 

 

経 済                       

「OPEC １８年１０月は日量１１７万バレル」            

 

１ １ 月 １ ３ 日  OPEC は 月 次 レ ポ ー ト （「 OPEC 

Monthly Oil Market Report」）を公表した。 

 

同レポートによると１８年１０月のベネズエラの産油

量（第三者調べ）は日量１１７．１万バレル（暫定値）

で先月の１２１．１万バレルから４万バレル減少した。 

 

 

ベネズエラが直接報告する産油量は更新されておらず、

１８年 9 月の日量１４３．４万バレルが最新の公表値と

なっている。 

 

 

 

「Ecoanalitica 減産で３７０億ドルの収入減」         

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアレハンドロ・グリサン

ティ氏は、仮に産油量が２０１４年のレベルを維持して

いた場合、ベネズエラの年間原油輸出額は今よりも２８

０億ドル多かっただろうと試算。 

 

また、１９年は更に産油量が減ると分析し、その結果１

４年と比べて３７０億ドルも外貨収入が減ることにな

ると試算した。 

 

仮に３７０億ドルも外貨収入が多ければ、１２年時点と

同じ水準に戻り、対外債務の返済もできていた。また、

民間セクターへの外貨供給量も現在の５倍は増えてい

ただろうとの見解を示した。 

 

また、Crystallex や多くの債権者が差し押さえを狙って

いる PDVSA の米国子会社 Citgo について、「政府は大

胆な方針転換をしない限り、Citgo を失うことになるだ

ろう」と予想した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09b5b178d5869f38c64d2370d7eb4fb5.pdf
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社 会                       

「４０％の国民が外国からの送金で生活」            

 

経済危機の中で多くのベネズエラ人が国を離れ、国内に

残るベネズエラ人は国外にいる家族からの送金に頼る

人が増えているという点についてはこれまでも何度か

紹介してきた。 

 

アンケート調査会社「Consultores２１」は１８年第３四

半期時点のベネズエラ人の外国送金事情について調査

結果を公表した（調査対象者の６３％は１８～３４歳。 

６９％は中流階級より少し下。５１％は民間セクターか

自営業者）。 

 

「Consultores２１」によると、４０％の回答者は「定期

的に外国から送金あるいは食料・医薬品などの物資を受

け取っている」と回答。 

 

３１％は「不定期だが、送金や物資の供給を受けている」

と回答したという。 

 

送金を受け取っている人について、「送金だけで生活を

賄っている」という回答は全体の２６％。「半分以下を

賄っている」という回答は全体の６１％、「ほとんど賄

えていない」は８％だった。 

 

また、送金による月額受取額は平均 BsS.２，２００。 

なお、平均受取額は地域によって異なり、首都区では

BsS.２，２５１、東部では BsS.２，６６６、中央部だと

BsS.２，７６６となっている（詳細は下図参照）。 

 

「外国への移住を検討しているかどうか」については３

８％が「外国に移住したい」と回答した。 

移住時期について「今年中」の回答は２８％、「２０１

９年中」の回答は３０％。「まだ時期は決まっていない」

は４１％だった。 

 

 

以上 


