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（写真）新 DICOM 公式サイト “２月５日に新為替制度のレート発表 一回目は１ユーロ２．５万ボリバル” 

 

 

２０１８年２月５日（月曜） 

 

政 治                    

 「大統領選実施日は発表されず 

～大統領選不参加の意見も拡大～」 

 「大統領選 ２人に１人は投票意思なし」 

「与野党交渉は２月６日に延期」 

経 済                    

 「新DICOM １ドル約２．５万ボリバル」 

 「マルガリータの不動産取引価格 ７０％減」 

 「カーニバル補助金の給付が始まる」 

社 会                    

 「２月 8日、１２日に抗議行動を呼びかけ」 

 

２０１８年２月６日（火曜） 

 

政 治                   

 「与野党交渉を実施するも合意に至らず」 

 「ティラーソン国務長官 サントス大統領と会談 

～ベネズエラ対策の金融支援を検討～」 

 「ペルー マドゥロ大統領の米州首脳会議拒否か」 

経 済                   

 「米国向けの石油輸出は３３％減」 

「石油差し押さえはバレロ、シェブロンに影響」 

 「Crystallex の PDVSA 資産差し押さえを棄却」 

社 会                    

 「ミスベネズエラ設立者 代表を辞職」 
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２０１８年２月５日（月曜）             

政 治                       

「大統領選実施日は発表されず               

      ～大統領選不参加の意見も拡大～」       

 

２月４日にマドゥロ大統領が「２月５日に選挙管理委員

会（CNE）が大統領選実施日を発表する予定」と発言し

ていたが、同日に大統領選の実施日は発表されなかった。 

 

２月５日 CNEのタニア・デアメリア役員が 

「CNE では大統領選の実施に向けた常設委員会を設置

しており、様々な側面から今後の選挙スケジュールを検

討している。」 

と発表したのみで、具体的な日程については発表しなか

った。 

 

取り敢えず同日の発表は避けられたものの、野党は与党

の強引な方針に異を唱えており、大統領選に参加するべ

きではないとの意見が増えている印象。 

 

大統領選への不参加を求める急先鋒はベネズエラ主導

党（VV）など急進野党支持者で構成された“ Soy 

Venezuela”のグループ。 

 

他、外国ではアルゼンチン、コロンビアは大統領自身が

ベネズエラの大統領選の結果を認めないと明言してい

る。 

 

彼らに加えて、比較的選挙に前向きな姿勢を示している

ラモス・アジュップ AD幹事長も 

「私は４月末までの大統領選実施には反対している。政

府の不正行為にお墨付きを与えるために大統領選に出

馬するつもりはない。」 

と、与野党交渉が合意に至らず、大統領選を公平な環境

で行うことができないと判断した場合は大統領選には

出馬しないことを匂わせた。 

「大統領選 ２人に１人は投票意思なし」         

 

世論調査会社Meganalisisが１８年１月２２日～２７日

にかけて人口が多い１６州（有権者数の８２．３％を占

める）で１，１２０人の成人にアンケート調査を行った。 

結果をいくつか紹介したい。 

 

「あなたは大統領選に投票するかどうか？」との質問に

対して「投票しない」と答えたのは５５．８％。「投票

する」と答えたのは２９．１％と投票意欲がかなり低い

結果が出ている。 

 

 

「ベネズエラは人道危機にあると思うか？」との質問に

ついては、８４．９％は「思う」と答え、１１．３％は

「思わない」と答えている。 
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上記の質問に「思う」と答えた人に対して 

「ベネズエラは深刻な危機にあるが投票に行くことが、

問題の解決につながると思うか？」との質問をすると 

７４．３％は「つながらない」と考えており、 

１９．５％は「つながる」と考えている。 

 

問題解決につながらない理由を聞いたところ、４５．

２％は「これまで投票してきたが状況は良くならない」

との回答。「ただの時間の無駄だから」が２０．３％だ

った。 

 

 

 

右上のスライドについては質問内容が書かれていない

が、「どの政党にも属さないベネズエラ人」が８１％と

書かれているので支持政党の回答と思われる。 

 

つまり、１２％は与党ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）を支持し、野党連合を支持しているのは６％

との回答だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、大統領への就任を望む人物の質問についてはポラ

ール社のメンドーサ社長が２８．７％、マドゥロ大統領

が９．４％だった。他、野党のメンバーについては主要

な大統領候補者を合わせて９．５％。 

分からないとの回答が２９．３％、誰もいないとの回答

が２３％だった。 

 

 

 

なお、Meganalisis は１５年１２月の国会議員選挙で唯

一、野党が２／３の大躍進を遂げると予言していた調査

会社で与党寄りの調査会社ではないだろう。 
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「与野党交渉は２月６日に延期」                   

 

２月５日はドミニカ共和国で与野党交渉が予定されて

いた。 

 

前述の通りマドゥロ大統領が「２月５日に選挙管理委員

会（CNE）が大統領選実施日を発表する予定」と発言し

ていたため、仮に CNE が大統領選の日程を発表するの

であれば与野党交渉が意味をなさないので破断する可

能性が高いと思われていた。 

 

交渉を実施するかどうかは２月５日の夕刻になっても

確定しなかった。 

 

最終的に同日の夜に与野党交渉の仲裁を務めているド

ミニカ共和国外務省が 

「与野党双方がドミニカ共和国に到着しなかったため、

同日の交渉は中止する。次の与野党交渉予定日は決まっ

ていないが、決まり次第報告する。」 

と発表した。 

 

そして、翌２月６日にドミニカ共和国で与野党交渉を行

うことになった。 

 

経 済                        

「新DICOM １ドル約２．５万ボリバル」           

 

２月５日 中央銀行の外貨競売委員会は新たな為替制

度「新 DICOM」の為替レートが１ユーロ＝３０，９８

７．５ボリバルと発表した。 

 

ドル建てでみると１ドル＝約２５，０００ボリバル。 

旧 DICOM の８月末の最終レートが１ドル３，３４５

ボリバルだったので、約７．５倍（約６５０％増）にな

る。落札された外貨の合計額や落札者リストは公表され

ていない。 

 

また、米国からの制裁の影響で清算プロセスに時間がか

かると発表している。 

 

今回の結果は需要と供給に応じた為替レートとは思え

ない。政府にコントロールされた為替レートと言ってい

いだろう。 

 

多くの専門家も新 DICOM の結果と今後について悲観

的な見方を示した。 

 

経済調査会社エコアナリティカのアスドゥルバル・オリ

ベロ役員は新 DICOM の為替レート発表を受けて、並

行レートは引き続き上昇し、新 DICOM の外貨供給は

限定的だろうとコメントした。 

 

「マルガリータの不動産取引価格 ７０％減」         

 

長引く経済不況を受けてベネズエラのリゾート地とし

て有名なヌエバ・エスパルタ州のマルガリータ島の不動

産価格が急落している。 

 

ヌエバ・エスパルタ州不動産商工会議所のカロリーナ・

フローレス代表によると 

「島の建設事業は少なくとも９割はマヒしている。新築

不動産の売買を定める法律に沿って不動産を売買する

ことは資産を捨てるようなもので新規の住宅販売はほ

とんど行われていない。 

 

２０１７年の不動産売買件数は３０％減った。２０１６

年の不動産売買件数は１８２０件だったが、２０１７年

は１２８５件だった。 

 

以前は１０万ドルでも容易に売れる物件が今では３万

ドルでも売れない。平均で言えば５０％くらい価格が下

がっているが、もっと値下がりが激しい地区もある。」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月５日～２月６日報道              No.０９５   ２０１８年２月７日（水曜） 

5 / 8 

 

また、マルガリータ島での AirBnB など民泊サービスの

提供価格も下がっている。 

場所や部屋のレベルにもよるが以前はアパートの貸し

出しで４０ドル／日が相場だった物件は、最近では８～

１５ドル／日で貸し出している。 

 

「カーニバル補助金の給付が始まる」                   

 

２月５日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は祖国カード

に登録されている３００万人に対して、カーニバル補助

金を給付したと発表した。目標は８００万人にカーニバ

ル補助金を給付することだと補足した。 

 

ベネズエラは２月１２～１３日がカーニバルの祝日だ。 

金額は７０万ボリバルが給付される。 

 

また、子供の数により補助金を給付する「祖国の家庭補

助金制度」で７７万８，３７２世帯が給付を受けている。

他、「ホセ・グレゴリオ・エルナンデス補助金」でハン

ディキャップを負っている６．４万人に対して補助金を

給付したと発表した。 

 

政府は大統領選を前に、ボリバルの補助金給付によって

支持を集めることが狙いと思われる。 

 

社 会                       

「２月 8日、１２日に抗議行動を呼びかけ」            

 

大衆意志党（VP）のアンドレス・ベジョ氏が２月８日に

反政府集会を呼びかけた。場所はラス・メルセデス地区

の La Plaza Sadel（サデル公園）。ただ、時間が発表され

ていない（通常であれば午前中から１５時頃）。 

反政府集会の理由は医療サービスの問題を訴えるため。

ベジョ氏は先週木曜と金曜の２日間で２５名（発表時に

２３名と言ったり２５名と言ったりしている）が透析を

受けられずに死亡したと訴えた。 

 

 

（地図）Google MAPから加工 

“印の部分が La Plasa Sadel（ラス・メルセデス地区）” 

 

また、ララ州だが治安部隊に殺されたオスカル・ペレス

元 CICPC 捜査官が組織した EquilibrioGV が２月１２

日９時に抗議デモを呼びかけている。 
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２０１８年２月６日（火曜）             

政 治                       

「与野党交渉を実施するも合意に至らず」        

 

２月５日に行われる予定だった与野党交渉は２月６日

に行われた。結論から言うと同日も合意には至っていな

い。 

 

６日の交渉は最初、与党と野党が別々で行われ、その後

１９時頃から与野党双方が同席して交渉が始まったよ

うだ。与党は合意が近いと主張するも、野党側は合意に

は全く至っていないと主張している。一方で交渉につい

ては継続する意向を見せている。 

 

現地紙 El Estimulo が得た非公式情報によると、与野党

双方が交渉している合意の草案では４月２２日に大統

領選を実施するという内容のようだ。 

 

また、CNE の役員は変わらない。加えて公選への出馬

を禁止された政治家は大統領選に出馬することが出来

ないなど。 

 

野党に不利な内容のため、ベネズエラ行動進歩党

（MPV）、La CAUSA Rは草案に反対している。 

 

「ティラーソン国務長官 サントス大統領と会談     

     ～ベネズエラ対策の金融支援を検討～」           

 

２月６日 米国ティラーソン国務長官はコロンビアで

サントス大統領と会談した。 

 

２月に始まった南米訪問はメキシコ、アルゼンチン、ペ

ルーに続き４カ国目。 

ティラーソン国務長官はコロンビアでもベネズエラに

ついて意見交換した。 

 

ティラーソン国務長官はコロンビアの支援はベネズエ

ラの問題を解決するのに不可欠であり、ベネズエラの人

道支援のために留保している資金を、コロンビアに流れ

るベネズエラ人対応のために提供することを検討して

いると発表した。 

 

サントス大統領は２月８日にククタを訪問するとされ

ている。現地ではベネズエラの野党国会議員らと会談す

る可能性がある。 

 

また、２月５日にはベネズエラ人がビザなしでも４カ月

間、滞在できる政令を承認した。正確には同政令は１７

年７月に承認されており、今回は１７年に承認した政令

の延長措置である。 

 

 

（写真）サントス大統領ツイッター 

“記者会見を行うサントス大統領（左）と 

ティラーソン国務次官（右）” 

 

「ペルー マドゥロ大統領の米州首脳会議拒否か」         

 

２月６日 アレアサ外相は、マドゥロ大統領が４月１３

日、１４日にペルーで行われる米州首脳会議に参加する

と発表した。 

しかし、ペルー側はマドゥロ大統領の受け入れを歓迎し

ていない。 
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ペルーのギルベルト・ビオレタ議員は議会でマドゥロ大

統領を「好ましくない人物（ペルソナ・ノン・グラタ）」

として米州首脳会議の出席を拒否することを提案した。 

 

リマグループが主導となり、米州首脳会議構成国に呼び

かけ、マドゥロ大統領を「好ましくない人物」と認定し、

出席を拒否するという内容。 

 

アレアサ外相はビオレタ議員の提案を受けて、 

「ベネズエラ政府はペルーからに公式に招待の書面を

受けており出席すると答えている。相手側の招待があっ

たにも関わらず出席を拒絶するような議論を持ち出す

のはベネズエラ政府のイメージを下げるための意図的

な行為であり悪意がある。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「米国向けの石油輸出は３３％減」            

 

米国商務省のデータによると、米国向けのベネズエラ産

原油の輸出量は１２年には３．４億バレルだったが、１

７年は２．３億バレル弱に減った。この５年間で３３％

減少したことになる。 

 

特に１３年～１６年にかけては輸出量に大きな減少が

見られなかったが、１７年は前年比１７％減と大きく減

少している（右のグラフ参照）。 

 

一方で原油価格の回復により１７年の米国向け輸出額

は１０４億２，８４０万ドルと前年比１２％上昇した。 

 

商務省は米国が購入したベネズエラ原油の１７年平均

価格は１バレル４５．８ドルで１６年と比べて３２．

６％上昇したと説明している。 

 

 

 

グラフ：ベネズエラ産原油の輸出量推移（各年） 

 

グラフ：ベネズエラ産原油の輸出額推移（各年） 

 

（グラフ）Bancaynegocios インスタグラム 

 

「石油差し押さえはバレロ、シェブロンに影響」         

 

米国ティラーソン国務長官は２月４日アルゼンチンで、

ベネズエラの石油産業への制裁を検討していることを

発表した。 

 

同時に石油産業への制裁は様々な影響を及ぼすため慎

重に検討するともコメントしている。その一つは米国石

油産業へのマイナス影響だろう。 
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ブルームバーグによると米国企業でベネズエラから多

く原油を購入している企業１位は Valero Energy 社（日

量２０万７，８００バレル）。シェブロン、Citgo、PBF、

Maraton、Phillips 66、Motiva、Lyondell と続く（下グ

ラフ参照）。 

 

 
（出所）ブルームバーグ 

 

バレロエナジー社のグライ・シモンズ副社長は 

「ベネズエラの産油量が減っており、ベネズエラ産原油

の使用割合は減ったとはいえ、引き続き同国の原油を使

用している。」 

とコメントした。 

 

「Crystallexの PDVSA資産差し押さえを棄却」              

 

２月５日 米国裁判所はカナダの金開発会社 Crystallex

による PDVSA の米国資産差し押さえ申請を棄却した。 

 

同社はベネズエラ政府に金鉱区を接収され国際紛争解

決センター（ICSID）で訴訟を起こし、ベネズエラ政府

から計１４億ドルの賠償金＋利子の支払いを勝ち取っ

ている。ただ、ベネズエラ政府は外貨に代わるような資

産を国外に多く保有していない。 

 

同社は PDVSAとベネズエラ政府は事実上、同一の存在

であるとの主張から PDVSA の米国資産 Citgo（正確に

はCitgoの米国持ち株会社であるPDV Americaの株式）

差し押さえを求めていた。 

 

この訴えは１８年１月３日に棄却されているが、同月１

８日に再度、同様の申請を行っていた。２度目の挑戦の

今回も棄却されたことになる。 

 

社 会                         

「ミスベネズエラ設立者 代表を辞職」             

 

ベネズエラのイメージとして「美人の国」を挙げる人は

多いだろう。ベネズエラは美を競う国際的なコンテスト

で米国についで２番目の優勝実績を誇っている。 

 

オスメル・ソウサ氏はミス・ベネズエラ・コンクール代

表として「美人の国ベネズエラ」のイメージづくりに貢

献した人物でベネズエラでは有名な人物だ。 

 

２月６日 オスメル・ソウサ氏はミス・ベネズエラ・コ

ンクールの代表を辞任すると発表した。 

同氏は自身のインスタグラムで 

「夢をいくつも叶え、多くの勝利と喜びをベネズエラに

もたらした。本日、私はミス・インターナショナルの代

表を退くことを決めた。」 

と報告した。具体的な理由は明らかにしていない。 

 

（写真）Panorama 

オスメル・ソウサ・ミス・ベネズエラコンクール代表 

 

以上 


