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（写真）The NewYork Times “２月１２日に全国で学生の抗議行動を予定” 

 

２０１８年２月９日（金曜） 

 

政 治                    

 「サントス大統領 国境対策を発表 

～コロンビア、ブラジルで国境問題が深刻化～」 

「Nuevo Heraldo マチャド氏支持率トップを発表」 

経 済                    

 「店頭両替が出来るのはイタルカンビオのみ」 

 「カラカスの不動産価格も４分の１に下落」 

社 会                    

 「アルゼンチン ベネズエラの学位を有効化」 

 「西 元電気エネルギー次官を米国に引き渡し」 

２０１８年２月１０日（土曜） 

 

政 治                    

 「大統領選にむけた有権者登録始まる 

～国外での登録要件が厳しいとの批判～」 

「野党 今週、統一候補を決める可能性に言及 

～同時並行で選挙参加自体も検討～」 

経 済                    

 「コロンビア財務相 

～ベネズエラ政権交代後の再編計画を検討～」 

 「価格統制法の管轄は副大統領府」 

 「創業１１４年の現地紙 原料不足で印刷停止」 
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２０１８年２月９日（金曜）             

政 治                       

「サントス大統領 国境対策を発表            

 ～コロンビア、ブラジルで国境問題が深刻化～」       

 

２月８日 コロンビアのサントス大統領がベネズエラ

とコロンビアの国境の町ククタに訪れ、ベネズエラ人の

入国管理を強化すると発表した。 

 

具体的には「国境通行カード（Tarjeta de Movilidad 

Frontera、略称 TMF）」を持っていれば、パスポートな

しで通行できるが、この TMF の発行を停止することを

決めた。 

 

２月８日にまで発行されたTMFを所有しているベネズ

エラ人、パスポートを持つベネズエラ人は国境を通過で

きる。 

 

また国境の町の治安対策要員として新たに３，０００人

の警官を配置することを決めた。 

 

コロンビアの入国管理当局によると、コロンビアには不

法滞在者も含めて５５万人のベネズエラ人が滞在して

いるとされる。 

 

近年、国境経由で入国するベネズエラ人が増えており、

コロンビアで社会問題になっている。 

 

元々、コロンビア人を嫌うベネズエラ人は多いが、総じ

てコロンビア人もベネズエラ人を好ましく思っていな

い。ベネズエラ人の急激な増加を脅威に感じるコロンビ

ア人は多く、ベネズエラ人差別が拡大している。 

 

国境の問題はコロンビアに限らない。ブラジルも同様の

問題を抱えている。 

 

２月９日にブラジルとベネズエラの国境の町ボアビス

タで５名のベネズエラ人がブラジル人と口論になり負

傷した。そのうち２名（３歳の子供と親）は意図的に体

に火を放たれた。 

 

加害者のブラジル人は警察に対して、「ベネズエラ人が

自分の自転車を盗んだに違いない。」と答えているよう

だ。 

 

２月１２日にはブラジルのテメル大統領もボアビスタ

に向かう。 

同地域で暮らすブラジル人は３２万人だが、最近では４

万人のベネズエラ人が同地に滞在しているようだ。 

 

 

 

 

 

 

２０１８年２月１１日（日曜） 

 

政 治                  

 「IVAD AP 党首が大統領を上回る結果」 

 「Hinterlaces ７４％は投票意思あり」 

経 済                  

「１７年 米国からの輸入が減少」 

「ベラルーシと住宅事業で協力合意」 

「原油価格 １バレル５８．８９ドル」 

社 会                  

 「２月１２日 若者の日の抗議行動」 
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「Nuevo Heraldo マチャド氏支持率トップを発表」          

 

米国紙ヌエボヘラルドはベネズエラの大統領選につい

て Pronosticos Marketing Consultants という調査会社

が１，３００人を対象に実施したアンケート結果を報じ

た。 

 

同調査会社の調べによると、回答者が最も大統領に望ま

しいと考えている人物のトップは急進野党のベネズエ

ラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首（２

６％）だとの結果が出ている。 

 

マチャド氏に次いで 

レオポルド・ロペス大衆意志党（VP）党首が１８％ 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が１８％ 

ラモス・アジュップ行動民主党（AD）幹事長が９％ 

国民勇猛同盟（ABP）のアントニオ・レデスマ党首が５％

ヘンリー・ファルコン発展進歩党（AP）党首が４％ 

マヌエル・ロサレス新時代党（UNT）党首が２％ 

との結果だった。 

 

ヌエボヘラルドの新聞記事には同社は１８年間、企業向

けアンケートサービスを提供していると紹介されてい

た。筆者はこの会社は聞いたことがなかったので少し調

べてみたが Google では同社の名前と過去の活動を見つ

けることが出来なかった。 

 

ヌエボヘラルドはマイアミの新聞社で野党寄りだ。一部

のメディアではヌエボヘラルドが米国の方針に近い主

張をするマチャド氏をプロモーションしているとの意

見もある。 

 

とは言え調査母体によっては、この結果は事実ではない

か。個人的にはアンケート対象を野党支持者に絞ると、

このような結果が出てくるのではないかと考えている。 

 

 

経 済                         

「店頭両替が出来るのはイタルカンビオのみ」          

 

新DICOMの為替レートは１ドル２．５万ドルだった。 

 

新 DICOM を定める為替協定３９号には店頭両替も可

能と書かれている。現地経済情報紙「Bancaynegocios」

の調べによると、両替を行っているのは現在のところイ

タルカンビオだけだという。 

 

イタルカンビオに両替手続きを確認したところ、両替に

必要なのは身分証明書（Cedula de Identidad）、納税番

号（RIF）、ボリバル通貨を入金する口座情報とのこと。

両替方法は現金か送金。 

 

現在の為替レートは１ドル１．９万ボリバル～１．９５

万ボリバルのようだ。 

なお、外貨のボリバル通貨への両替のみ受け付けており、

ボリバル通貨を外貨に両替することは出来ない。 

 

他の両替会社 Zoom、Angulo Lopez などはまだ両替サ

ービスを開始していない。 

 

「カラカスの不動産価格も４分の１に下落」                 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.95」２月５日付の記事でベ

ネズエラのリゾート地マルガリータの不動産事情につ

いて紹介した。 

 

カラカスの不動産事情について VenePress が報道して

いるので紹介したい。 

 

カラカスは１７年第４四半期に多くの売却申請があっ

たようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
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不動産関係者は「売主は売却をするためならどのような

オファーも聞く用意がある。」とコメントしている。 

 

「アパート、商業施設、戸建てなど一時期の４分の１の

値段にまで下がっている。１平米の土地の値段だと

Altamira del Sur では４万ドルが上限、Lamos del Avila

は２万ドルが上限、Sebcan は１４万ドルが上限、Las 

Acacias は３万ドルが上限で販売している。 

 

ベッドタウンのグアレナスなどでは以前は２万ドルで

販売されていた不動産が今では７０００ドルにまで下

がっている。 

 

この国は外貨建ての不動産販売は禁止されているが、だ

れもボリバル建てでは売却しない。不動産を売却する理

由は外国で新たな生活を探すためであり、ボリバルは不

要だ。」 

 

社 会                       

「アルゼンチン ベネズエラの学位を有効化」          

 

アルゼンチン政府は特別にベネズエラの大学学位をア

ルゼンチン国内で有効なものと認めるとの措置を承認

した（アルゼンチン教育省の通達）。 

 

通達文を要約すると、 

「ベネズエラが深刻な状況に陥り、専門的な知識を持つ

ベネズエラ人がアルゼンチンに入国している。 

 

彼らの専門知識を生かす分野での職を提供するためベ

ネズエラでの学位を特別にアルゼンチン国内でも有効

と認める。」と書かれている。 

 

１７年９月にはアルゼンチンに入国するベネズエラ人

の６７％は専門知識層との報道がされている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.35」９月１９日付の記事参照）。 

 

「西 元電力エネルギー次官を米国に引き渡し」           

 

１７年１０月２６日にスペインでベネズエラの元電力

エネルギー省次官のネルビス・ビジャロボス氏とカラカ

ス電力公社のルイス・カルロス・デ・レオン元財務部長

が逮捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.52」１０月

２７日付の記事参照）。 

 

同氏についてサアブ検事総長はスペインに対して、ベネ

ズエラへの引き渡しを求めていたが、２月９日にスペイ

ン政府は米国に引き渡すことを決定した。 

 

スペイン政府が公表した通達によると、両名は２０１１

年～１３年にかけて PDVSA 幹部として汚職、資金洗浄

を行っていた疑いがあり、不正に得た資金は米国の不動

産購入などにあてられているとしている。 

 

２０１８年２月１０日（土曜）              

政 治                         

「大統領選にむけた有権者登録始まる          

   ～国外での登録要件が厳しいとの批判～」        

 

大統領選が４月２２日に実施される。ベネズエラでは選

挙権は自動的に付与されるものではない。１８歳になり、

新たに有権者になった国民は CNE に行き有権者登録を

行う必要がある。 

 

その有権者登録が２月１０日から始まる。始まると言っ

ても登録期間は２月２０日までなので、わずか１０日間

しかない。カーニバル休暇で国外に旅行に出ていれば、

登録期間を過ぎてしまうほど短い。 

 

昨今ではベネズエラ人は合法あるいは不法な手段によ

り、外国で暮らしている。 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/178674/20180209
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
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外国で暮らすベネズエラ人が外国の領事館で有権者登

録をするためには、当該政府から居住を認められたこと

を証明する正式な書類が必要になる。 

 

外国で暮らしていると言っても正規の外国居住者でな

いケースが多く、有権者登録のハードルが高いとのクレ

ームが出ている。 

 

外国で暮らすベネズエラ人の多くは反政府派だ。外国で

の投票が増えると与党に不利に働くと言われている。 

 

「野党 今週、統一候補を決める可能性に言及     

      ～同時並行で選挙参加自体も検討～」              

 

２月１０日 野党の４大政党である第一正義党（PJ）、

行動民主党（AD）、大衆意志党（VP）、新時代党（UNT）

の４党代表は、大統領選に向けた方針を協議するため会

合を実施した。 

 

VP のルイス・フロリダ議員は、 

「大統領選に参加するかどうかは決まっていないが、来

週中に野党連合の統一候補が決定する可能性がある。 

 

大統領選に向けて我々は統一を維持しなければいけな

い。大統領選の統一候補は決まりつつある。全ては明ら

かにできないが、政権交代につながる手段を探る。 

 

ベネズエラ国民が国境から出ていくような状況を止め

なければいけない。医薬品不足で患者が死亡する事態を

無くさなければいけない。」 

とコメントした。 

 

なお、現地紙 El Nacional の Sofia Nederr 氏の記事によ

ると野党連合は予備選ではなく、政党の話し合いで統一

候補を決める方向で検討しているようだ。 

 

 

このように大統領選に参加する前提で統一候補を決め

ているが、今後の流れによっては大統領選に参加しない

可能性も十分に考えられる。 

 

ルイス・フロリダ議員は自身のツイッターフォロワーに

大統領選に参加するべきかどうかを質問したところ、３

０分足らずで２，１５２名が回答。 

 

６４％は「参加するべきではない」 

３６％は「参加するべき」との結果が出た。 

 

一般のフォロワーの投稿によると、フロリダ議員はこの

質問をすぐに削除したようだ。 

 

 

 

他にも新時代党のデルサ・ソロルサノ議員も同様のアン

ケートを自身のツイッターのフォロワーに行っている。 
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彼女の場合は、 

８８％は「参加するべきではない」 

９％は「参加するべき」との結果が出た。 

 

 

 

ただ、このアンケートの根本的な問題に注意しなければ

いけない。 

 

フロリダ議員のアンケートも、ソロルサノ議員のアンケ

ートも回答するのは彼らを支持する野党支持者だとい

うことだ。これまでも紹介してきたがベネズエラで最も

多いのは野党支持者でも与党支持者でもなく、無派閥。

このアンケートでは自分たちのグループの人の意見し

か聞くことが出来ない。 

 

野党がより多くの国民から支持を受けるためには、野党

支持者の意見を聞きすぎてはいけないと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「コロンビア財務相                  

 ～ベネズエラ政権交代後の再編計画を検討～」            

 

コロンビアのマウリシオ・カルデナス財務相はインタビ

ューで「ベネズエラに政権交代が起きた際の経済再編プ

ランを国際通貨基金（IMF）と検討している」と答えた。 

 

同氏によると、経済体制の立て直しには６００億ドルが

必要だと考えているようだ。IMF 以外にも米州開発銀

行や世界銀行でもベネズエラ政府崩壊が世界経済に与

えるインパクトの調査を開始したとコメントしている。 

 

「マドゥロ政権が崩壊したときに何が起きるか？我々

は事前に対応を考えなければいけない。ベネズエラを金

融面から支援する必要がある。 

 

コロンビア政府は隣国としてベネズエラへの融資スキ

ームに関与し、ベネズエラ経済を再生する役割を果たし

たい。我々は口だけではなく、行動でベネズエラを支援

する。」 

 

また、国境問題についても言及している。 

「国境では毎日平均で２，０００人のベネズエラ人が入

国している。彼らは食料品を購入し、ベネズエラに戻る

場合もあれば、そのまま留まることもある。国境対策を

強化するためには３００億ドルの資金が必要だ。」 

と答えた。 

 

２月６日には米国ティラーソン国務長官がサントス大

統領と会談し、国境対応への資金サポートを検討すると

発言している（「ベネズエラ・トゥデイ No.95」２月６

日付の記事参照）。他、カナダ政府もコロンビア、ブラ

ジル国境での資金サポートを検討しているようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
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「価格統制法の管轄は副大統領府」         

 

制憲議会が新しい価格統制法の議論を開始した。草案に

よると統制価格を決定する組織は副大統領府になるよ

うだ。 

 

草案５７条には副大統領府は卸売価格、小売価格、サー

ビス料などを決める権限があると書かれている。また、

副大統領府は価格統制庁（SUNDDE）が実施する調査

方法を指示する権限もある。 

 

つまり、国内価格を決定する権限が副大統領タレク・エ

ル・アイサミ氏にゆだねられたと言える。 

 

「創業１１４年の現地紙 原料不足で印刷停止」        

 

創業１１４年のララ州にあるベネズエラ新聞社「El 

Impluso」が紙媒体での新聞発行を無期限で停止すると

発表した。 

 

理由は原材料不足。１７年１２月から同社は度々、紙媒

体の新聞発行が滞っていたが、２月１０日に正式に発表

した。 

 

マスコミ協会は自由な報道を妨げる深刻な問題だと訴

えている。なお、紙媒体での発行は停止しているがウェ

ブサイトはニュースの更新を続けている。 

 

２０１８年１月１４日（日曜）             

政 治                       

「IVAD AP 党首がマドゥロ大統領を上回る結果」              

 

世論調査会社 IVAD が１月２５日～２月５日にかけて

全国１，２００人を実施したアンケート調査結果を公表

した。 

 

（１）マドゥロ大統領の政権運営評価 

７５％はマドゥロ大統領の政権運営にネガティブな回

答が出た。５８．４％は「とても悪い」、１６．６％は

「悪い」、４．３％は「どちらかと言えば悪い」。 

 

好意的な回答は２０％弱。内訳は、０．９％は「素晴ら

しい」、８．４％は「良い」、１０．２％は「どちらかと

言えば良い」。 

 

７７％の国民は「政府は交代する必要がある」と考えて

おり、１６％は「交代の必要はない」と考えている結果

が出た。 

 

（２）国民の不満 

国民が感じている問題（複数回答可）では「食料品・医

薬品の不足（５６．４％）、「治安（４４．９％）」、「物価

高（４３．８％）」だった。 

 

（３）大統領選への参加意欲 

４月２２日の大統領選への参加意欲について「参加する」

との回答は６３．２％だった。内訳は「必ず参加する」

が３１．５％、「参加すると思う」が３１．７％だった。 

 

一方で投票参加に消極的な回答は２６．３％。内訳は、

１６．１％は「多分参加しない」、１０．２％は「参加し

ない」だった。１０．６％は無回答あるいは決めていな

いとの回答だった。 

 

（４）大統領候補について 

誰が大統領に望ましいかとの質問について 

マドゥロ大統領が１７．６％だったのに対して、ヘンリ

ー・ファルコン発展進歩党（AP）党首は２３．６％だっ

た。ラモス・アジュップ行動民主党（AD）幹事長は８．

５％。クラウディオ・フェルミン氏が４％、アンドレス・

ベラスケス La Causa R 党首が１％との結果だった。 
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「Hinterlaces ７４％は投票意思あり」            

 

２月１１日 与党古株政治家のホセ・ビセンテ・ランヘ

ル氏は自身のテレビ番組で世論調査会社 Hinterlaces の

アンケート調査について言及した。 

 

Hinterlaces は民間企業ではあるが、社長のオスカル・シ

ェメル氏は制憲議会議員として活動しているなど与党

系の世論調査会社として知られている。 

 

同社が１月２６日～２月７日にかけて実施したアンケ

ート調査によると７４％の回答者が大統領選に参加す

る意欲があると答えたようだ。内訳は６９％が「必ず参

加する」、１５％は「多分参加する」。 

 

参加しないとの回答は１５％。「絶対に参加しない」が

７％、「たぶん参加しない」が８％だった。 

 

経 済                       

「１７年 米国からの輸入が減少」            

 

米国商務省の発表によるとベネズエラ向け輸出は５年

連続で減少した。 

 

２０１７年のベネズエラ向け輸出額は合計４１億６，９

００万ドルで前年比２１％減だった。 

 

輸入額が最も多かったのは「原油・石油製品」で２０億

１，０００万ドル（前年比１９％減）。 

次いで「化学品」が４億１，３００万ドル（同４１％減）。

「機械類」が３億８，９９０万ドル（同４１％減）。 

「農業品」は２億４，３００万ドル（同４４％減）。 

 

 

 

 

 

表：米国のベネズエラ向け輸出額 

（単位：１００万ドル） 

 

（出所）BancayNegocios 

 

「ベラルーシと住宅事業で協力合意」         

 

ベラルーシ政府とベネズエラ政府は良好な関係を維持

している。１７年１０月にはマドゥロ大統領が同国に訪

問した（「ベネズエラ・トゥデイ No.42」１０月６日付

の記事参照）。 

 

２月１１日 イルデマロ・ビジャロエル住宅相は在ベネ

ズエラ・ベラルーシ大使とベラルーシの建設業者（JSV 

Belzarubezhstroy）らと住宅建設ミッションプロジェク

トの進捗について協議した。 

 

 

（写真）住宅省 “ビジャロエル住宅相（写真右）と Oleg 

Páferov ベラルーシ大使（写真左）” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
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「原油価格 １バレル５８．８９ドル」          

 

１８年２月５日～９日のベネズエラ産原油の平均価格

は５８．８９ドル／バレルで前週の６１．５０ドルから

２．６１ドル下がった。 

 

 

 

社 会                       

「２月１２日 若者の日の抗議行動」            

 

２月１２日は「若者の日」だ。１４年２月１２日にレオ

ポルド・ロペス VP 党首の主導で検察庁にデモ行進を行

った。当時、治安部隊と衝突し死者が出たことをきっか

けに抗議行動が過熱し、合計４３名の死者が出た。 

 

学生運動グループが２月１２日 AM１０時３０分から

抗議行動を呼びかけている。エル・カフェタルの Plaza 

Las Americas から Cementerio del Este まで行進する。 

 

ゴールの Cementerio del Este は墓地でここに１８年１

月１５日に治安部隊に殺害されたオスカル・ペレス元

CICPC 捜査官が埋葬されている。同日の外出は注意さ

れたい。 

 

 

 

以上 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年２月）

（出所）ベネズエラ石油省


