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（写真）選挙管理委員会（CNE） “１２月９日 市議会議員選の結果を発表する CNE 役員” 

 

 

２０１８年１２月７日（金曜） 

 

政 治                     

「ペルー外相 対ベネズエラ方針を提案」 

「OAS 事務局長 キューバ人による拷問を非難」 

「米国 新国連代表大使 ヘザー・ナウアート氏」 

経 済                     

「ペトロ建ての年金支給 

祖国カード登録者用サイトから現地通貨に両替」 

「ベネズエラ産原油 １バレル５４．８ドル」 

「７０回目 DICOM １ドル BsS.２１２．６９」 

社 会                     

「ベネズエラのプロ野球選手 交通事故で死亡」 

１８年１２月８～９日（土・日） 

 

政 治                    

「市議会議員選 投票率２７．４％ 

一次速報時点の当選者はほぼ全員与党候補」 

「米国 米州対テロ会合にベネズエラ呼ばず」 

経 済                    

「JP Morgan ベネズエラの経済情勢コメント」 

「経済専門家 ドル建て支払いに警鐘鳴らす」 

社 会                     

「カナイマで軍部と先住民が衝突 １名死亡」 

「エクアドル在住ベネズエラ人  

９８％はベネズエラ人差別を感じる」 
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２０１８年１２月７日（金曜）             

政 治                       

「ペルー外相 対ベネズエラ方針を提案」       

 

１２月７日 ペルーのポポリシオ外相は、記者会見を開

き、リマグループ（マドゥロ政権を非難する１４カ国）

に対して、外交関係の断絶を提案した。 

 

「我々は５月に行われた選挙を認めていない。従って、

ベネズエラと外交関係を断絶することを提案する。 

 

この提案は、１２月１０日にコロンビアのボゴタで行わ

れる会合で議論される。また、１月にもリマグループで

の会合が予定されている。 

 

ペルー政府は、マドゥロ独裁政権を終焉させるために努

力する。１９年１月１０日から新たに６年の任期をスタ

ートさせようとするマドゥロ政権はリマグループの加

盟国のどこからも歓迎されなくなるだろう。 

 

米国も欧州連合も同様の対応を取ると考えている。 

 

我々が公式な存在として認めているベネズエラの国家

権力は民意によって選ばれた国会だけである。」 

と発言した。 

 

また、ペルーのベネズエラ人受け入れ状況について、現

在６０万人超のベネズエラ移民がペルーにいると説明

した。 

 

「OAS 事務局長 キューバ人による拷問を非難」         

 

１２月７日 米州機構（OAS）は、キューバの人道問題

を議論するイベントを実施した。 

 

 

同イベントで OAS のアルマグロ事務局長は、キューバ

政府について「ベネズエラやニカラグアなど諸外国に恐

怖メカニズムを輸出している」と非難した。 

 

「キューバ独裁政権はこれまで罪を免れてきたが、それ

も終わりの時期を迎えている。ラテンアメリカはキュー

バによる攻撃、拷問、抑圧、自由の拘束の被害を受け続

けてきた。 

 

OAS はこれまでニカラグア、ベネズエラでキューバ国

籍の人物により拷問が行われたという告発を受けてき

た。 

 

ベネズエラでは、４．６万人のキューバ人が拷問や抑圧

を行うオペレーションに参加している。彼らは戦略立案、

移民対策などで暗躍している。」 

 

アルマグロ事務局長の言う４．６万人のキューバ人とい

うのは、ベネズエラ政府がキューバと共同で行っている

社会開発プログラム「ミシオン・バリオ・アデントロ」

でベネズエラに移住しているキューバ人医師の人数だ

と思われる。 

 

「米国 新国連代表大使 ヘザー・ナウアート氏」                  

 

１２月７日 トランプ大統領は、ニッキー・ヘイリー米

国国連代表大使の後任に、ヘザー・ナウアート氏を指名

すると発表した。 

 

１０月 ニッキー・ヘイリー大使は１８年末をもって国

連大使を辞任すると発表していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.200」１０月９日付の記事参照）。 

 

ナウアート氏は米国のジャーナリストで、現在は国務省

報道官を務めている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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これまで記者会見で米国政府の対ベネズエラ方針を発

表してきた人物。 

 

これまでの発言を見る限り、著しくマドゥロ政権を非難

するような表現は使用しておらず、落ち着いた人物であ

る印象。 

 

ただし、ベネズエラ政府を非難する姿勢は明確で、同氏

の国連大使就任によりベネズエラと米国の関係が改善

するとは思えない。 

 

 

（写真）ヘザー・ナウアート新米国国連代表大使（予定） 

 

経 済                        

「ペトロ建ての年金支給                 

 祖国カード登録者用サイトから現地通貨に両替」           

 

マドゥロ大統領は、年金受給者に対してクリスマス賞与

として BsS.１，８００をペトロ建てで支払うと発言し

ていた。 

 

１２月７日 ペトロ建てのクリスマス賞与が祖国カー

ドを保有する年金受給者に支払われたようだ。 

 

祖国カード登録者用のサイトにログインすると、自身の

ペトロ建ての預金額およびボリバル建ての評価額が表

示される。 

 

 

 

（写真）El Cooperante 

“祖国カードのペトロ建て預金額表示画面” 

 

上の写真を見る限り、BsS.１，８００はペトロの現在価

値で０．１６０６１６ペトロになるようだ。 

 

３カ月毎（１９年３月、６月、９月）に現金化すること

もできるようだが、今すぐに現金化することもできる。

今すぐ現金化する場合は「Redencion anticipada（事前

引出）」をクリックすれば良い。 

 

その場合、引き出し手数料が０．１％などかかるため、

BsS.１，７９８．１９で現金化されるという（下の写真

参照）。 
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「ベネズエラ産原油 １バレル５４．８ドル」         

 

１８年１２月３日～１２月７日のベネズエラ産原油の

平均価格は米ドル建てで５４．８ドル／バレル。 

 

価格下落が続いていたが、ようやく小幅ながら原油価格

が上昇した。 

 

とは言え、この１カ月の原油価格下落はベネズエラにと

っては大きな痛手になるだろう。 

１０月第一週時点のベネズエラ産原油価格は１バレル

７５．９１ドルだったが、１２月第一週目には１バレル

５４．８ドルと２７．８％も下落したことになる。 

 

 

 

「７０回目 DICOM １ドル BsS.２１２．６９」                  

 

１２月７日に７０回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.２１２．６９。前回の１ド

ル BsS.１８８．５４から大きくボリバル安に傾いた。 

 

 

外貨供給額は合計２５８万２，３１４．１９ドル。 

前回の２５５万１，１２９．４ドルとほとんど変わって

いない。 

 

法人６２社に対して１５３万５，３６７．４５ドルが割

り当てられ、１，３５８名の個人に対して１０４万６，

９４６．７４ドルが割り当てられた。 

 

法人については、ほとんどがユーロ建てで割り当てを受

けており、米ドル建ての割り当ては２万１６ドルだけだ

った。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、前回に続き「Von 

Road Center」(業種不明)で１６万３，６８７．５ユーロ

（１８万６，４２３．６９ドル）。完成品の輸入が目的。 

 

次いで、「Abdu Electronic」（電子機器）で１４万ユーロ

（１５万９，４４６ドル）。完成品の輸入が目的。 

 

３番目が「Importadora Opus」(衣料輸入)で７万ユーロ。

完成品輸入が目的だった。 

 

社 会                       

「ベネズエラのプロ野球選手 交通事故で死亡」                  

 

ベネズエラの政治経済とは直接関わりはないが、ベネズ

エラ国内ではかなり注目されたニュースだったので紹

介したい。 

 

１２月７日 ベネズエラの大リーグ「ララ州カーデナル

ス（Los Cardenales de Lara）」のホセ・カスティージョ

氏とルイス・バルブエナ氏が交通事故で亡くなった。 

 

正確には犯罪者グループが強盗を目的に、道路に巨大な

石を置いており、その石を避けようとして車が横転。両

名も重傷を負い死亡した。運転手も重傷を負った。 
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両名は「カラカス・ライオンズ（Leones de Caracas）」

との試合を終え、ララ州に戻っている途中だった。 

 

石を置いた犯罪者グループは負傷した３名の所持品を

奪い逃走したが、捕まっている。 

 

与党関係者の中には市議会議員選を妨害するために道

路に障害物を置いた人物によるものだと主張する人物

もいるが、逮捕された人物を見る限り、全員が１０代半

ばの子供に見える。政治的な理由ではないと思われる。 

 

 

（写真）Los Cardenales de Lara 

“亡くなったルイス・バルブエナ氏（写真左） 

とホセ・カスティージョ氏（写真右）” 

 

 

（写真）TELESUR “車を横転させる原因となった石” 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１２月８日～９日（土・日）             

政 治                        

「市議会議員選 投票率２７．４％           

  一次速報時点の当選者はほぼ全員与党候補」        

 

１２月９日 ベネズエラで市議会議員選が実施された。 

ほとんどの野党が同選挙への参加を拒否しており、また

市議会議員選の重要度の低さもあり、同選挙の注目度は

低かった。 

 

選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は、

同日２２時過ぎ、開票率９２．３％の時点で一次速報を

発表。 

 

ルセナ代表によると 

・投票率は２７．４％ 

 

・比例代表制で選ばれる市議３３５名のうち１５６名

は既に当選が決定しており、与党のベネズエラ社会主

義統一党（PSUV）で当選した候補は１４２名。残り

１４名は PSUV 以外の市議が当選した。 

 

・小選挙区制で選ばれる市議７０２名のうち４６７名

は既に当選が決定しており、PSUV からは４４９名が

当選。残りの１８名は PSUV 以外の政党の市議が当

選した。 

 

・先住民枠で選ばれる市議６９名のうち４５名は既に

当選が決定している。 

 

つまり、先住民枠を除き１，０３７名の市議のうち６２

３名の市議は既に当選が確定しており、うち５９１名

（約９５％）が PSUV に属する議員になる。 

 

野党の牙城とされるバルータ市でも与党系の議員が多

数派となったと報じられている。 
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予想通りの結果ではあるものの、野党の拠点とされてい

る市まで与党系議員が多数になることに多くの野党支

持者はショックを受けているのではないか。 

 

今回の選挙結果を受けて、野党支持者が「選挙に参加し

ないと政府に好きにされてしまう」と考えるか、「不透

明な選挙にはやはり参加できない」と選挙への拒否を続

けるかが注目されるところだろう。 

 

なお、与党圧勝が予見されていた選挙ではあるものの、

今回の選挙でも政府の不正行為を訴える報道が目立っ

た。 

 

具体的には、「Punto Rojo（赤の地点）」と呼ばれる与党

集会所が投票場の近くに設置されており、投票後に投票

者が集会所に立ち寄り、祖国カードを提示し投票済みの

登録を行っていたとの訴えがある。 

 

投票した者の中には、投票しなければ CLAP の安価な

食料品が販売してもらえないとコメントした者もいた。 

 

他、ボリバル州のピアル市長が「与党の市議に投票した

ら、家庭用ガスを供給する」と有権者に約束したとの訴

えも報じられている。 

 

選挙法では投票場付近に集会場を設置し、自身の政党へ

の投票を募る行為は禁止されており、「Punto Rojo（赤

の地点）」の設置自体が選挙法違反という訴えもある。 

 

選挙期間中カラカスでは治安の悪化は確認できなかっ

た。 

 

しかし、本稿「カナイマで軍部と先住民が衝突」でも紹

介しているが、同地域は治安混乱のため当日の選挙が中

止されている。 

 

 

 

「米国 米州対テロ会合にベネズエラ呼ばず」           

 

米国のジョン・サリバン国務副長官（共和党）は、１２

月１１日に１２カ国と米州テロリスト対策会合を行う。 

 

同会合に招待されているのは、アルゼンチン、バハマ、

カナダ、コロンビア、ホンジュラス、ジャマイカ、パナ

マ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ブラ

ジル。 

ベネズエラは同会合に呼ばれなかった。 

 

国務省の発表によると、 

「同会合では、イスラミック・ステート、アルカイダ、

ヒズボラなど市民の安全を脅かす脅威への対応につい

て協議する」としている。 

 

米国国務省が発表したテロリスト報告書によると、ラテ

ンアメリカにおいてはイスラミック・ステートの勢力は

事実上ゼロに近い状態だが、レバノン系のテロ組織「ヒ

ズボラ」は同地域で勢力を維持しており、１７年にボリ

ビア、ペルーでヒズボラ組織と治安当局の戦闘が確認さ

れているようだ。 

 

米国はベネズエラのテロ支援国家入りを検討している

と報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.218」１

１月１９日付の記事参照）。 

 

このタイミングで対テロリスト会合を召集するのは、ベ

ネズエラを意識しているように思える。 

 

経 済                       

「JP Morgan ベネズエラの経済情勢コメント」            

 

米国投資銀行「JP Morgan」は同行レポートでベネズエ

ラの情勢についてコメント。主な要点は以下の通り。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0584473222f684683fbc3b139078ad9.pdf
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・政府がすすめているデジタル通貨「PETRO」は、米

国による経済制裁を受けて、実質的に取引不能。デジ

タル通貨市場でも同通貨を使用しようとする雰囲気

は無い。 

 

・ベネズエラ政府は２０１８年の経済実績を公表して

いないが、JP Morgan の予想では経常収支赤字は対

GDP 比マイナス２０％。政府は、プライマリーバラン

スを均衡させると発言しているが、現実問題としてそ

れは出来ないだろう。 

 

・石油産業は引き続き減産傾向が続く。最近は原油価格

が下落しており、ベネズエラ政府は産油量の減少と油

価の下落で２重の苦しみを受けることになる。ベネズ

エラ政府は中国の投資により石油産業が安定するこ

とを期待しているが、JP Morgan は減産傾向を止める

ことはできないと考えている。 

 

・諸外国が非難する中、マドゥロ政権は１９年以降もベ

ネズエラを実効支配し、国内情勢は更に不安定化する。

１月１０日以降、米国はマドゥロ政権への強硬な姿勢

を強め、経済ブロックが強化される。 

 

・ベネズエラ政府は、GOLD Reserve、ConocoPhillips、

Rusoro、Crystallex と返済計画に合意している。しか

し、ベネズエラ政府の財政事情は厳しく、減産と油価

下落の影響もあり、返済計画が予定通りに履行されな

い可能性がある。 

 

「経済専門家 ドル建て支払いに警鐘鳴らす」         

 

ハイパーインフレ下のベネズエラでは現地通貨での通

貨価値の保存が著しく困難になっている。この状況を受

けて、ドル建ての販売が増加している。 

 

 

 

現在は電子決済サービス「PayPal」を利用し、ドル建て

で容易に取引が出来るようになっている。 

 

この傾向について経済専門会社「Ecoanalitica」のアスド

ゥルバル・オリベロ氏はツイッターで、ドル建ての取引

は注意をする必要があると警鐘を鳴らした。 

 

「仮にあなたが米国に口座を持っている場合、あなたは

支払う相手がどんな人物・どのような会社と取引をして

いるのかを十分に知らなければいけない。 

 

もし、あなたが取引する個人・法人が米国の捜査対象で

あれば、米国口座を閉鎖されるリスクがある。」 

 

米国は多くのベネズエラ人・法人に制裁を科している。

また、政治家ではなくても汚職に関わっているベネズエ

ラ企業家は決して少なくないのが現実。 

 

相手への理解が不十分な段階で不用意にドル取引をす

ると罰則として米国口座を閉鎖される可能性はゼロと

は言い切れないだろう。 

 

社 会                       

「カナイマで軍部と先住民が衝突 １名死亡」            

 

ベネズエラの観光地カナイマ（グラン・サバナ地区）で

軍部の知的犯罪対策部隊（Dgcim）と先住民が衝突。 

Pableysa Ostos 記者は、「Dgcim が先住民に対して発砲

し、１名が死亡、３名が負傷。先住民側は Dgcim３名を

拘束した」と報じている。 

 

その後、「La Causa R（LCR）」のアメリコ・デ・グラシ

ア議員は銃で撃たれた生存者の音声ビデオを公開。 

「１４～２０名ほどの軍人がおり、我々が近づいたとこ

ろ私と私の兄弟に向かって発砲した。」 

と証言している。 
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また、グラシア議員は 

「先住民に対して発砲した Dgcim 職員はアレクサンダ

ー・グランコ氏で、１８年１月に殺害された元 Cicpc の

オスカル・ペレス氏を殺害したのと同一人物だ」 

と投稿した。 

 

「エクアドル在住ベネズエラ人              

     ９８％はベネズエラ人差別を感じる」         

 

国連の国際移民機構（OIM）は、１８年８月～９月にか

けてエクアドルで在ベネズエラ人（１，９５３名の成人）

に生活実態アンケートを実施。 

 

回答者の９８％はベネズエラ人であることを理由に、エ

クアドルで差別的な扱いを受けたことがあると答えた。 

 

回答者の８８％は１８歳～４０歳。 

５９．５％は高卒以上。３４．３％は大卒あるいは専門

技術学校を卒業している。 

 

９７％は自身の身分証明書を所持しており、６９．１％

はパスポートを使用してエクアドルに入国した。不法な

手段でエクアドルに入国したのは９．２％だった。 

 

エクアドルでの仕事をどこで見つけたかとの質問につ

いて、７３．３％は「ベネズエラに住んでいる時」ある

いは「エクアドルへの移動中」と回答した。 

 

ただし、フォーマル・インフォーマルセクターを含めて

就業できたベネズエラ人のうち、８８．７％は最低賃金

（月額３８６ドル）以下で働いているという。 

 

回答者の５４％は、エクアドルに来て生活水準が改善し

たと答えた。 

 

以上 


