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（写真）ベネズエラ中央銀行  “為替協定３９号（新 DICOM）を公布” 

 

 

２０１８年１月２９日（月曜） 

 

政 治                    

「並行裁判所判事 フロリダ州知事と会談 

～並行最高裁 マイアミに拠点を移すか～」 

 「カプリレス メンドーサ氏の出馬の可能性探る」 

経 済                    

 「為替協定３９号（新 DICOM）公布」 

 「１７年１２月の生活コスト ２５１２万ボリバル」 

 「ニカラグア ベネズエラ向けの輸出が停止」 

社 会                    

 「VP 党首妻が投稿した写真に賛否両論」 

 「キンタ・クレスポの倉庫で火事」 

２０１８年１月３０日（火曜） 

 

政 治                   

 「与野党交渉 今後の見通し双方が否定的な見解 

～マドゥロ大統領は米国の暗躍を非難～」 

 「米国政府 制裁は効果があると認識 

～原油輸入禁止措置も検討か～」 

 「１８年の国会の常設委員会役員が決定」 

経 済                   

 「新 DICOM 第一回目の競売を発表」 

 「ペトロ ２月２０に運用開始」 

 「サンタバルバラ航空 ９０日運行停止措置」 

 「S＆P 国営電力公社の発行体格付を上方修正」 
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２０１８年１月２９日（月曜）              

政 治                       

「並行裁判所判事 フロリダ州知事と会談         

  ～並行最高裁 マイアミに拠点を移すか～」       

 

米国フロリダ州知事のリック・スコット氏は、野党多数

の国会が任命した最高裁判所判事らと会談した。 

 

彼らはベネズエラ政府から迫害を受けたとして米国、チ

リなどに亡命しており、特に米国では米州機構ワシント

ン本部の一角に並行最高裁判所を組織し、ベネズエラ政

府の非難を続けている。 

 

スコット州知事はマスコミに対して 

「ベネズエラ人は素晴らしい国民で、国内の人権侵害を

悲しく感じている。ベネズエラ国民は自由と平和と民主

主義を享受する権利がある。」 

とコメントした。 

 

また、マイアミ・コーラル・ゲイブル市のラウル・バル

デス市長は並行裁判所を同市に移転させることに意欲

を示しているようだ。 

 

マイアミには多くのベネズエラ人が居住している。マイ

アミに住んでいる多くのベネズエラ人は反政府派閥。 

ベネズエラで言えばチャカオ市のように、外国で最も現

政権を非難する風潮が強い地域と言える。 

 

国会に任命された最高裁判所判事は全員で３３名。その

うち１３名は米国フロリダ州、７名はコロンビア、６名

はチリ、４名はパナマに居住している。 

 

 

 

 

 

「カプリレス メンドーサ氏の出馬の可能性探る」         

 

第一正義党（PJ）に所属しているエンリケ・カプリレス

元ミランダ州知事は１月２８日（日曜）の政党更新の署

名会場に出席し、記者からの取材に答えた。 

 

その中でポラールのメンドーサ社長の出馬の可能性を

模索していると言及した。 

 

「自分は訴訟により選挙に出馬することは出来ない。

色々な考えがあるが、大人にならなければいけない。誰

が野党の統一候補になるにしても野党は統一して、一人

の候補を応援しなければいけない。 

 

PJ が更新要件を達成できるかどうか分からない。手元

に数字を持っていない。ただ、バルータのこの会場では

２つの政党（AD、PJ）で１つの機械しか置かれていな

い。この機械がないと署名の認証をすることが出来ない。

この会場では３時間も待っている人がいる。 

 

政治家ではないアウトサイダーが必要だ。メンドーサ社

長が野党の統一候補になるオプションを否定しない。現

在、候補になる可能性を模索している。」 

とコメントした。 

 

PJ は政党更新プロセスへの参加を前日に決めた。CNE

は PJ が政党更新を受けるかどうかスタンスを明らかに

していないことを理由に署名認証用機械の準備をして

いないと発表していた。 

 

最終的に PJ は政党更新要件とされていた１２州で有権

者０．５％の署名を集めることが出来ず、２月３、４日

で再度署名集めを行う予定になっている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.91」１月２８日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/71e79aa8a7f08bc1568ccd2acd716e0b.pdf
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経 済                        

「新 DICOM（為替協定３９号）公布」           

 

１月２９日 中央銀行は新 DICOM を実施するための

制度の基礎となる為替協定３９号を公布した。 

 

重要点は以下の通り。 

 

1. 基本的な応札プロセスは旧 DICOM と同じ 

2. 個人は３カ月、４２０ユーロが外貨取得限度額 

3. 法人は毎月、前年の平均月額収入の３０％まで外貨

を取得可能 

4. あるいは月額３４万ユーロが外貨取得限度額 

5. 国内の証券会社は外貨建債券をボリバル建てで取引

する仲介を行うことが出来る。ただし、実際の取引は

国営証券会社が行う。 

6. DIPRO（１ドル１０ボリバル）の為替レートが無く

なり、公的セクターも含めて新 DICOM に一本化さ

れる。 

 

為替協定３９号の詳細は本日の「ウィークリーレポート

No.31」で紹介したい。 

 

「１７年１２月の生活コスト ２５１２万ボリバル」         

 

毎月家計の生活コスト（５人家族が通常の生活をする場

合に必要なコスト）を調査している CNEDAS-FMV に

よると１７年１２月の生活コストは２，５１２万３，４

３７ボリバルだった。 

 

先月の調査結果が１，３８８万ボリバルだったので、先

月比で８１％増加したことになる（１０，０００円の商

品が一カ月後に１８，１００円になる計算）。 

 

 

 

 

１１月、１２月はクリスマスシーズンでボーナス支払い

などがあり通貨供給量の増加スピードが速くなり、イン

フレも加速する月だが、それにしても物価上昇速度は異

常と言える。 

 

「ウィークリーレポート No.26」では１８年のインフレ

率は６，６２１％と予測したが、１１月、１２月のよう

なインフレ速度を維持した場合、１８年の年間インフレ

率は８２，４０１％に達する。 

 

 

 

「ニカラグア ベネズエラ向けの輸出が停止」                  

 

ニカラグアは親マドゥロ政権として知られている。その

ニカラグアのベネズエラ向け輸出が減少している。 

 

現地紙エル・エスティムロがニカラグア商品輸出連盟

（APEN）のマリオ・アラナ代表から得た情報によると、

米国の制裁の影響でニカラグアのベネズエラ向け輸出

はほぼゼロにまで減っているという。 

 

「１７年１０月までベネズエラとニカラグアには貿易

取引があった。しかし、同月末から状況が一変した。２

０１８年はベネズエラに輸出をする予定はない。」 
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（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8224c665f0a1270beba4dc2bdda7b14a.pdf
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とコメントした。 

 

「食料品、たばこ、ラム酒、コーヒー、肉類、豆類など

を輸出していたが１０月から急速に貿易量が低下した。

米国が PDVSA を制裁した影響だ。PDVSA はニカラグ

ア政府と Albanisa という合弁会社をニカラグアに設立

している。Albanisa がベネズエラ向けに食料品を輸出し

ていたが制裁後に輸出が停止した。 

 

金融機関が米国からの制裁被害を受けることを恐れて

おり、ニカラグア国内の銀行もベネズエラとの関りを持

つことを拒否している。これが Aibanisa の輸出が減少

した理由と言える。 

 

ニカラグアにとってベネズエラ向けの輸出は小さい額

ではない。ニカラグア中央銀行の公表値によると、２０

１７年のニカラグアの輸出総額は２６億４，８００万ド

ルだが、ベネズエラ向けの輸出はその５％で４，５００

万ドルを占めていた。」 

とコメントした。 

 

社 会                       

「VP 党首妻が投稿した写真に賛否両論」            

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首の妻で最近

女児を出産したリリアン・ティントリ氏が非難の的にな

っている（女児出産については「ベネズエラ・トゥデイ

No.89」１月２２日付の記事参照）。 

 

発端はティントリ氏が投稿したインスタグラムのベイ

ビーシャワーの写真。 

 

ベイビーシャワーとは赤ちゃんが生まれる前に親しい

友人や家族とパーティーを行う米国発祥の行事。 

 

 

 

 

 

写真はティントリ氏が友人らとベイビーシャワーを楽

しんでいる光景。「いいね！」のコメント数は 2 万７，

０００件近くある一方で非難の声も多い。 

 

ある人は「偉大な人権保護活動家はフェデリカ（ティン

トリ氏の女児の名前）のベイビーシャワーを祝福してい

る。一方でベネズエラ人は深刻な経済危機に直面してい

る。写真の後ろにある机を見てほしい。どう思うだろう

か。ベネズエラの家族はゴミを食べているのではないの

か。彼女は偽善者だ。」と投稿している。 

 

レオポルド・ロペス氏は自宅軟禁状態にあり、当然働い

ていないので給料は無い。一方で家族の資産により働か

なくても十分に良い生活が出来ている。彼らが経済危機

を訴えることに矛盾があると感じる国民は少なくない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
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「キンタ・クレスポの倉庫で火事」                  

 

１月２９日 PM８時頃 カラカスの首都リベルタドー

ル市の中心部キンタ・クレスポの倉庫で火災が起きた。 

 

消防隊や警察、軍人など治安部隊３００名が集まり、火

事は収束した。火事の原因は分かっていない。 

 

 

（写真）一般人のツイッター投稿写真 

 

 

（写真）GoogleMap 

“印がある場所がキンタ・クレスポ。ここから１キロほ

ど北に向かうと大統領府がある。また、倉庫の目の前に

は軍事施設がある。写真右端が日本人駐在員の多いアル

タミラ地区” 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１月３０日（火曜）              

政 治                         

「与野党交渉 今後の見通し双方が否定的な見解      

    ～マドゥロ大統領は米国の暗躍を非難～」        

 

１月２９日に与野党交渉が行われた。同日は具体的な合

意には至らず、翌３０日に再び交渉が行われた。 

 

報道を見る限り同日も具体的な合意には達していない。

野党交渉団から具体的なコメントは無いが、現地紙パノ

ラマが野党関係者から入手した情報によると、 

「大統領選挙の実施日について双方が合意に至ってい

ない。野党にとってポジティブな発表が出来る可能性は

低そうだが、はっきりとしたことは言えない。」 

とコメントした。 

 

また、１月３０日にカプリレス元ミランダ州知事は 

「ドミニカ共和国での交渉は合意に至っていない。政府

は自由で民主的な選挙を行う意志がない。負けることが

分かっているからだ。８５％のベネズエラ人は交渉を通

じて自由で民主的な選挙が実現することを望んでいる。」

と述べた。 

 

与党については２９日時点では、交渉窓口であるホル

ヘ・ロドリゲス情報通信相がポジティブな見通しを示し

ていたが、３０日にマドゥロ大統領が交渉の風景をテレ

ビで公開し「米国が野党に合意を結ばないよう命令をし

ている。」と非難し、交渉の行き詰まりを匂わせた。 

 

なお、ロドリゲス情報通信相は３０日の交渉後も明日に

は合意に達する可能性があると述べている。ただし、交

渉が明日も続くのか現時点でははっきりしていない。 
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「米国政府 制裁は効果があると認識            

        ～原油輸入禁止措置も検討か～」           

 

そして肝心の米国は制裁を緩めるつもりはなさそうに

見える。 

 

１月３０日 トランプ大統領は国会で演説を行い 

「私の望みはキューバとベネズエラの共産主義独裁政

権に対して、強硬な制裁を科すことだ。」 

と述べた。 

 

また、ティラーソン国務長官が２月にブラジル、メキシ

コ、ペルー、コロンビア、アルゼンチン、ジャマイカを

訪問する予定を公表した。 

また、訪問の目的の一つとして、マドゥロ政権に対して

圧力をかける方法を探るためと説明した。 

 

「米国政府は引き続き人権と民主主義擁護の観点から

ベネズエラ政府に強硬な姿勢で臨む。他国の考えが一致

している国と共同で、ベネズエラの様々な面からの問題

の解決に貢献する。我々の意図はマドゥロ汚職政権に引

き続き圧力をかけ、民主主義の秩序を取り戻すことだ。」 

と述べた。 

 

記者から「制裁は功を奏していないのではない」との質

問を受けると 

 

「我々のここ数年にわたる対ベネズエラ戦略はとても

有効に機能している。既に５０名の政府関係者に制裁を

科している。リマグループも我々の主導する制裁の枠組

みに加わっており、マドゥロ政権に更なる打撃を与えて

いる。カナダ政府もベネズエラ政府関係者に制裁を科し

た。欧州連合も輪に加わっている。ベネズエラ政府の人

権侵害に対する反応だ。 

 

 

 

我々の主導する制裁が政府、PDVSA を支払い不履行に

追い込んだ。マドゥロ政権の悪い政権運営によりベネズ

エラは深刻な経済危機に陥っている。 

従って、我々の政策は機能している。引き続きベネズエ

ラ国民を支援する。」 

とコメントした。 

 

個人的な見解だが、米国の制裁理論には強い矛盾がある

と感じている。 

 

過去に「もしも」は存在しないが、もし１７年４月に抗

議行動が起きていなかったら、そして米国が各国に対し

て制裁を呼びかけていなかったとしたらベネズエラ経

済はここまでひどくなっていなかったと考えている。 

 

現在、原油価格は１バレル６０ドル超まで回復した。残

念ながら産油量の減少により経済の浮上は予見できな

いが、仮に制裁や抗議行動が起きていなければ減産傾向

はもっと穏やかなものになっていたと考えている。 

 

本音では政権交代がベネズエラにとって望ましいと思

う一方で、政権交代に固執するがゆえに野党の政治家が

抗議行動を促し、米国が制裁を科し、国民間の対立と経

済問題を更に悪化させるのは大多数のベネズエラ国民

が望んでいることではないはずだ。 

 

ベネズエラの問題はあくまで国内問題だ。北朝鮮のよう

に他国にミサイルを発射しようとしているわけではな

い。欧米諸国は人道問題や民主主義の亀裂を非難してい

るが、この種の問題は国連など国際組織として話し合う

べきテーマであり、政治的思想が異なる他国の政府が決

めて良いものではないだろう。 

ベネズエラ政府の政権運営は間違っているが、米国政府

の制裁スタンスも間違っているのではないか。米国は人

権侵害と経済危機を主張する一方で、ベネズエラ国民を

苦しめていることは否めない。 
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「１８年の国会の常設委員会役員が決定」         

 

１月３０日 国会は２０１８年の常設委員会のメンバ

ーを決定した。国会には「対外政策」「内務政策」「経済

開発」などテーマに分かれた常設委員会が設けられてい

る。以下、各委員会の代表のみ紹介する。 

 

・内政委員会 デルサ・ソロルサノ代表（UNT） 

 

・対外政策委員会 ルイス・フロリダ代表（VP） 

 
・監査委員会 フレディ・スペラノ代表（VP） 

 

・経済開発財務委員会 ラファエル・グスマン代表（PJ） 

 

 

 

 

・エネルギー石油委員会 アキレス・モレノ代表（AD） 

 
・安全・防衛委員会 エドガー・サンブラーノ代表（AD） 

 
・社会統合委員会 ホセ・オリベレス代表（PJ） 

 

・環境自然気候変動委員会 ルイス・パラ代表（PJ） 

 
・先住民委員会 グラディス・ガイポ代表（AD） 
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・通信メディア委員会 ジョニー・ロアル代表（PJ） 

 

・科学技術委員会 ルイス・リパ代表（PJ） 

 

・家族委員会 マリエラ・マガジャネス代表（LCR） 

 

・管理サービス委員会 ノラ・ブラチョ代表（UNT） 

 
 

経 済                       

「新 DICOM 第一回目の競売を発表」            

 

１月３０日 中央銀行は新 DICOM の第１回目の公募

要領を発表した。 

 

競売に参加する法人・個人は１月３１日１６時までに応

札申請を行う必要がある。 

 

個人については５０ユーロを最小単位として外貨の購

入、売却を申請できる。 

 

法人については１，０００ユーロを最小単位として外貨

の購入、売却を申請できる。 

 

応札結果は２月５日に公開され、翌６日には清算手続き

が始まる。本件も詳細は本日の「ウィークリーレポート」

で紹介したい。 

 

「ペトロ ２月２０に運用開始」             

 

１月３０日 マドゥロ大統領は２月２０日からペトロ

の運用を開始すると発表した。 

 

また、ペトロに関する情報は www.elpetro.gob.ve に公

開されているので関心がある人はアクセスするよう指

示した（日本側からアクセスしたことが理由かサイトに

接続できなかった）。 

 

一方で現地関係者からペトロに関する詳細を記したホ

ワイトペーパーを入手している。内容を確認した上で後

日、紹介したい。 

 

「サンタバルバラ航空 ９０日運行停止措置」         

 

国家民間航空局（INAC）はベネズエラの現地航空会社

サンタバルバラ航空のサービスライセンスを９０日間

停止すると発表した。 

 

同社は民間の航空会社でマイアミなど外国にも定期便

を運航しているベネズエラでは有名な航空会社だ。 

 

INAC はライセンスを停止した理由について、離発着時

間を守るための対応が不十分であることと説明した。 

 

http://www.elpetro.gob.ve/


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月２９日～１月３０日報道            No.０９２   ２０１８年１月３１日（水曜） 

9 / 9 

 

サンタバルバラ航空側はライセンス停止措置について

１月２６日時点で通達を受けていたようだ。 

 

既に当該期間のチケットを購入してしまった人は払い

戻しの申請を行うようツイッターで告知した。 

 

「S＆P 国営電力公社の発行体格付を上方修正」              

 

格付会社のスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）

は国営電力公社（CORPOELEC）の発行体格付けを「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）」に修正した。 

 

同社は、CORPOELEC が支払っているカラカス電力社

債の利息は支払われていることを確認したため、同社債

の格付けを「D」から「CC」に変更。 

 

社債の格付けを修正したことにより Corpoelec の発行

体格付けも修正したと説明した。 

 

一方で１８年４月１０日にはカラカス電力公社債は元

利含めて６億７，８００万ドルを支払う必要があると補

足。引き続き見通しはネガティブであるとの見解を示し

た。 

 

以上 

 


