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（写真）国営放送局 VTV “４月２２日の大統領選実施を発表するティビサイ・ルセナ CNE 代表” 

 

 

２０１８年２月７日（水曜） 

 

政 治                    

 「メディナ大統領 与野党交渉の無期限休止発表 

～合意出来なかった草案を基に選挙実施～」 

「CNE 大統領選実施日を４月２２日に決定」 

経 済                    

 「米・加・墨 石油制裁の影響について協議」 

 「PDVSA 通達で職員の米国渡航を禁止」 

 「国会 １月のインフレ率は８４．２％」 

社 会                    

 「ラスメルセデスで抗議行動 医療問題を訴え」 

 「与党支持者がヌエバ・エスパルタ知事を殴打」 

２０１８年２月８日（木曜） 

 

政 治                   

 「CPI 抗議行動取締りの実態調査を開始」 

「欧州連合議会 制裁対象の拡大を承認」 

「ボルヘス元議長 政権非難のため外国を周遊」 

経 済                   

 「メキシコ 石油制裁措置を拒否」 

 「PDVSA 石油精製のため物々交換」 

 「新 DICOM ２回目実施 申請は１５日まで」 

 「第１回目新 DICOM ３３．４万ドルを供給」 

社 会                   

 「検事総長 石油販売取締りの成果を発表」 
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２０１８年２月７日（水曜）             

政 治                       

「メディナ大統領 与野党交渉の無期限休止発表     

  ～合意出来なかった草案を基に選挙実施～」       

 

２月７日 与野党交渉の仲裁役を務めるドミニカ共和

国のダニロ・メディナ大統領は交渉の無期限休止を発表

した。 

 

「野党が新しい草案を提示したが、与党は６日時点で作

成された草案のみに署名をすると訴えた。話は平行線を

たどり、与野党交渉は無期限の休止状態に入った。 

 

ベネズエラには与野党双方の理解と合意が必要だ。対話

以外に問題を解決する方法は無い。与野党が引き続き交

渉を継続することを望む。ドミニカ共和国は常に交渉を

サポートする意志がある。 

 

与党は野党が合意しなかった草案に署名した。マドゥロ

大統領から署名した草案に基づき大統領選を行うと聞

いた。」 

とコメントした。 

 

他方、野党交渉窓口を務めるボルヘス元国会議長は 

「与党は我々が提案した草案に目もくれることなく署

名を拒否した。草案には透明な選挙を行うための提案が

されていた。 

 

我々は政府が一方的に大統領選を決めないことを望ん

でいる。大統領選挙は透明で平等で公正な全ベネズエラ

国民に合意される選挙でなければならない。マドゥロ大

統領はベネズエラのオーナーではない。」 

と訴えた。 

 

 

 

与野党交渉の仲介者として交渉に参加していたスペイ

ンのサパテロ元大統領は野党に対して合意文書の草案

に署名をするよう求める書簡を公開した。 

主な内容は以下の通り。 

 

「草案の署名が野党により拒否されたのは残念だ。合意

を拒否することはベネズエラの置かれている状況を改

善することには役立たない。 

ベネズエラの民主主義と平和を取り戻したいのであれ

ば野党が草案に署名することが必要だ。」 

 

ボルヘス元国会議長はサパテロ氏の訴えに対して 

 

「我々が交渉の離脱を宣言した際、サパテロ氏は強いフ

ラストレーションを感じていた。もう１秒もサパテロ氏

について話したくない。彼のスタンスも彼のスタイルも

私とは合わない。」 

とコメントした。 

 

与党だけが署名した合意文書の草案がネットで公開さ

れている。主な内容は以下の通り。 

 

1. 国際社会からの制裁を止めるための委員会設置 

2. 大統領選の４月２２日実施 

3. 国連事務局の選挙監視団その他選挙監視団の招待 

4. 選挙管理委員会役員２名の交代。新たな２名は署名

した双方が合意する人物とする。 

5. 選挙キャンペーン時に与野党双方の候補がマスコミ

で公平な選挙活動を行うことを保証すること 

6. １２年１０月、１５年１２月に実施された選挙と同

じ基準の選挙システムを採用する。 

7. 有権者登録は２月１５日までの登録を反映させる。 

8. 双方が民主的な方法で政治に参加する 

9. 国会と制憲議会の共同コミッションを設置する。 

10. 経済緊急事態、与野党対立、対話の順守、それぞれ

のテーマを議論する委員会を設置する 
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「CNE 大統領選実施日を４月２２日に決定」         

 

選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は大

統領選を４月２２日に行うと発表した。 

ルセナ代表は病気治療のため１７年１２月に行われた

全国市長選の前から姿を見せなかったが３カ月ぶりに

登場したことになる。 

 

与党だけが署名した合意文書草案には大統領選を４月

２２日に実施すると記されていた。 

メディナ大統領によると、４月２２日の選挙実施につい

ては与党側が提示した３月８日と野党側の主張した６

月１０日の大統領選の日程の中間点を取ったものだと

いう。 

 

大統領選挙までのスケジュールは以下の通り。 

 

２月２０日 有権者登録最終日 

２月２４～２６日 出馬申請受付期間 

２月２５～２７日 有権者数の正式発表 

２月２６～３月３日 大統領選候補の申請精査 

４月２日～１９日 選挙キャンペーン期間 

４月２２日 大統領選の当日 

 

経 済                        

「米・加・墨 石油制裁の影響について協議」           

 

米ティラーソン国務長官は南米・カリブ海周遊の最終地

ジャマイカで 

「今後、米国、カナダ、メキシコの３カ国で石油制裁が

カリブ諸国に与える影響とその対応策について検討す

る。制裁はメキシコ湾の石油産業にも大きな影響を与え

ることは理解している。同様にカリブ海のいくつかの国

はベネズエラの原油に依存していることも理解してい

る。この影響を最小限に抑える検討が必要だ。」 

と発表した。 

 

２月に入りティラーソン国務長官は南米各国（メキシコ、

アルゼンチン、ペルー、コロンビア、ジャマイカ）を周

遊した。主な目的はベネズエラへの制裁。 

 

アルゼンチンでは石油制裁の可能性について発表して

おり、各国世論の反応などを探る考えとみられる（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.94」2 月４日付の記事参照）。 

 

具体的にはベネズエラ産原油の輸入禁止、ベネズエラ産

原油の米国内での販売禁止、ベネズエラ向けに精製用の

石油製品の輸出を禁止するなど。 

 

また、報道では言及されていないが米国がこれまでイラ

ンやロシアに講じた制裁手段として、制裁国石油産業の

施設メンテナンスや増産のための財・サービスの提供を

禁止する措置も挙げられるだろう。 

 

後述するがメキシコはベネズエラへの石油制裁に反対

する見解を示した。一方で他の国はベネズエラへの石油

制裁について目立った反対意見は表明していない。 

 

「PDVSA 通達で職員の米国渡航を禁止」         

 

カスト・オカンド記者は PDVSA が職員らに対して米国

（特にニューヨーク、ラスベガス、シカゴ、フロリダ）

へ渡航しないよう通達を出していると報じた。 

 

また、通達文には、通達を無視した職員には罰則が科せ

られる（具体的な内容は記されていない）と書かれてい

る。 

 

所得の高いベネズエラ人の多くはフロリダに資産を保

有している。フロリダに住むベネズエラ移民は多く、経

済的、社会的に影響がありそうだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f04eeffc6de3ea5ea9fdf96ac778511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f04eeffc6de3ea5ea9fdf96ac778511.pdf
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（写真）カスト・オカンド記者ツイッター 

 

「国会 １月のインフレ率は８４．２％」                  

 

国会は１８年１月のインフレ率は８４．２％だったと発

表した。１７年１月～１８年１月までの１２カ月間の累

計インフレ率は４，０６８％になる。 

 

１月のインフレ率を発表したラファエル・グスマン議員

は２月からは新 DICOM の影響で物価は更に上昇する

だろうとコメントした。 

 

インフレ率は昨年１１月から先月比５０％を超えてお

り、インフレ速度も加速している（右表参照）。 

 

マドゥロ大統領は大統領選に向けて祖国カードに登録

されている政党支持基盤にボリバル補助金をばらまい

ており、財政規律は著しく乱れている。 

 

このままだと１８年は数万％のインフレになる可能性

が極めて高い。 

 

 

 

社 会                        

「ラスメルセデスで抗議行動 医療問題を訴え」                  

 

２月７日午前中 日本人駐在員もレストランなどでよ

く利用するラスメルセデス地区で抗議行動が行われた。 

 

抗議の理由は医療サービスの不足。集会には「死にたく

ない！」などと書かれたプラカードを持つ人々が集まり、

現状を訴えた。 

非政府団体 Codevida のフランシスコ・バレンシア代表

は国会に対して医薬品不足の現状について調査するよ

う訴えた。 

 

以下の写真でも分かるがこれまでと比べて集まりは決

して良くない。２００人には満たない印象。昨年４月に

見られたような勢いはないと言える。 

 

また、報道を見る限りでは治安部隊と対峙するような暴

力的な事件には発展していないようだ。 

 

表：　国会発表の消費者物価指数

（単位：％、物価指数は参考値）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

物価指数 118.6 142.4 165.5 192.8 227.8 276.6

先月比 18.6 20.1 16.2 16.5 18.26 21.4

累積インフレ率 18.6 42.4 65.5 92.8 127.8 176

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

物価指数 348.6 466.1 636.2 925.7 1450.7 2683.7

先月比 26 33.7 36.3 45.5 56.7 85.0

累積インフレ率 248.6 366.1 536.2 825.7 1350.7 2583.7

（単位：％、物価指数は参考値）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

物価指数 4,943.5

先月比 84.2

累積インフレ率 84.2

（出所）国会発表をベースにベネインベストメント作成

２０１７年

２０１７年

２０１８年
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（写真）ラスメルセデスでの抗議行動 

 

「与党支持者がヌエバ・エスパルタ知事を殴打」                  

 

１７年１０月の選挙で当選したヌエバ・エスパルタ州の

アルフレド・ディアス知事（元行動民主党（AD）党員）

とそのグループが与党支持者に襲われた。 

 

ディアス知事自身による発表によると、襲ったのはメリ

ーニョ市労働組合のレイナルド・シルバ氏など３０名。

シルバ氏に指をかまれ、鼻を殴打された。 

発表が聞き取りづらいが、加害者グループは何かを壊す

ことを要求していたようだ。本件に関連した死者は出て

いない。 

 

（写真）アルフレド・ディアス知事（右） 

 

２０１８年２月８日（木曜）             

政 治                       

「CPI 抗議行動取締りの実態調査を開始」        

 

２月８日 国際司法裁判所（CPI）は１７年４月～７月

にかけて行われた抗議行動について「抗議行動を抑える

ために過度な力の行使」がされていなかったのかを調査

すると発表した。 

 

CPI 判事が発表した動画によると 

「同期間に起きた数千人の野党メンバーの逮捕、収容、

暴力行為の実態を調査する。 

 

治安部隊にも死傷者がでており、抗議行動に参加した一

定数の野党支持グループは暴力的な手段を講じていた

ことも認識している。 

 

この調査は司法調査ではなく、事件の真相を究明し司法

調査の必要性があるかどうかを調べるための事前段階

のプロセスだ。結論を出すまでの期間は設けていない。」 

と述べている。 

 

政府は CPI の発表に非難の意を示したものの必要な情

報を提供するとの声明を発表している。 

 

また、本件を受けてマイケル・モレノ最高裁判長は早速、

ハーグに向かったようだ。 

 

「欧州連合議会 制裁対象の拡大を承認」           

 

２月８日 欧州連合議会はベネズエラ政府高官の制裁

対象者を拡大することを承認した。欧州連合は１月２２

日に政府・軍関係者７名に対して制裁を科したばかりだ

（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２２日付の記事

参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
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１月の欧州連合による制裁発動を受けてベネズエラ政

府は制裁を主導したスペインのヘスス・シルバ元在ベネ

ズエラスペイン大使を「好ましくない人物（ペルソナ・

ノン・グラタ）」としてスペインに送還した。 

欧州連合はヘスス・シルバ大使の送還についても非難す

る声明を発表した。 

 

制裁対象を拡大することは承認したが、具体的に誰を制

裁するのかは現時点では明らかにされていない。 

 

なお、同採決にかかる賛成は４８０人、反対は５１人、

７０人が欠席した。 

 

「ボルヘス元議長 政権非難のため外国を周遊」         

 

フリオ・ボルヘス元国会議長はベネズエラの深刻な政治

対立を国際社会に訴えるため外国を周ると発表した。 

 

同様に現在の野党間の対立を修復し、ベネズエラ人の権

利を守るために複数の政党と協議すると発表した。 

 

ボルヘス元国会議長は 

「マドゥロ政権の内情はかなり弱っている。主要な与党

政治家は意見が対立しており、矛盾に直面している。 

マドゥロ大統領が与党に団結を呼びかける一方で新し

い政党が誕生したのはその一例だ。 

 

ベネズエラにとって今ほど重要な時期はない。我々が政

府に対抗する理由はベネズエラのためであり、我々の子

供のためであり、未来のためだ。 

 

我々は政府よりも多くの支持を受けている。我々は強い。

政府が嘘しかつかない一方で我々は真実を訴えている。」 

と発表した。 

 

 

 

経 済                        

「メキシコ 石油制裁措置を拒否」            

 

メキシコのペドロ・コルドウィル・エネルギー省秘書官

はいかなる国にも石油制裁を科さないと発表した。 

また、石油産業への制裁がベネズエラ国民に深刻な被害

を与えることを懸念していると発表した。 

 

前日にティラーソン国務長官は米国・カナダ・メキシコ

で石油産業への制裁について協議をしているとコメン

トしていたが、冷や水を浴びせられた形になるだろう

（本号「米・加・墨 石油制裁の影響について協議」参

照）。 

 

一方で協議に参加することは否定していない。 

「石油制裁措置が採られた場合、影響を最小限に抑える

ための小規模な検討グループを組織することになる。 

ベネズエラ石油産業への制裁は最終的にはトランプ大

統領が決めることだ。」 

とコメントした。 

 

「PDVSA 石油精製のため物々交換」          

 

PDVSAはクラサオ製油所で石油製品を精製するために

必要な原油輸入を再開した。ベネズエラは産油国ではあ

るが、石油製品を作るためには軽質油や添加物が必要と

なる。一部の原油は外国から購入している。 

 

しかし、PDVSA は輸出者への原油代金不払いを理由に

原油の供給を止められている。原油供給の停止に伴いク

ラサオ製油所の稼働率が低下していた。 

 

ロイター通信によると、供給が再開したのは輸出者がベ

ネズエラ産原油と精製用原油の物々交換を受け入れた

ことが理由のようだ。 
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ここ数週間で米国から原油１７３万バレル（油種は

WTI、DSW）、ロシアから原油１４４万バレルがクラサ

オに荷揚げされた。原油が供給されたことでクラサオ製

油所の稼働に回復がみられるようだ。 

 

クラサオ製油所は日量３３．５万バレルの精製能力。外

国にある精製施設としては米国子会社 Citgo に次いで

規模の大きい製油所として知られている。 

 

「新 DICOM ２回目実施 申請は１５日まで」              

 

２月８日 第２回目の 新 DICOM 募集要項が公示さ

れた（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：２月１５日（木曜）PM４時まで   

■競売決定日時：２月１６日（金曜）AM８時   

■結果公表：２月１９日（月曜）   

■決済日：２月２０日（火曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

「第１回目新 DICOM ３３．４万ドルを供給」         

 

ベネズエラ中央銀行の外貨競売委員会は第１回目の

DICOM で外貨を落札した法人・個人リストと落札額を

公開した（詳細）。 

落札された外貨の総額は３３万４，０１３．４１ドル。

２０法人に３１万４，１６２ドル、１０３人の個人に約

２万ドルが供給された。 

 

法人については４０．７％が最終財の輸入（１２．８万

ドル）。３６．４％は部品・資材の輸入（１１．５万ド

ル）。１６％は原材料の輸入（５万ドル）。６．７％は貯

金や過去の輸入代金支払い（２万ドル）。 

 

 

外貨の受け取りが多い企業はエクセルシオール・ガマ

（スーパーマーケット）１０万ドル、タイヤ販売のカウ

チョ・スペルモが９．６万ドル。他、自動車関係では二

輪車の販売をしている Corporacion Kuri Sam も８，３

９２．１７ドルを受け取る。同社の外貨使用目的は債務

の支払い。 

 

なお、旧 DICOM では外貨を供給した法人の情報もリ

スト化して公開されていたが、今回は公開されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-002-18/
https://www.dicom.gob.ve/wp-content/uploads/2018/02/ADJUDICADOS-SUBASTA-CS-SO-001-18-vFirmado.pdf
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社 会                       

「検事総長 石油販売取締りの成果を発表」            

 

２月８日 サアブ検事総長は PDVSA 幹部らがガソリ

ンの不正取引に関わっていた可能性があると発表した。 

 

「我々は PDVSA の汚職について新しい情報を確認し

た。検察庁はプエルトラクルス港のグアラグアオ停留タ

ーミナルで起きた石油販売の不正を調査している。 

外国籍の２隻の石油タンカーがベネズエラの原油とデ

ィーゼル燃料を不法に積載した疑いがある。 

１隻はギリシャのタンカー。取り押さえたタンカーは３

０万バレルの原油を積んでいた。また、同船舶の総督は

年間１３０万バレルを受け取る許可証を持っていたが、

確認したところ虚偽の証明書であることが判明した。 

 

もう１隻はバハマの石油タンカー。３万バレルのディー

ゼル燃料を積み込んでいるところだった。取り調べに対

して５００万ガロンを購入した証明書類を提示したが、

偽装されたものであることが確認された。 

 

検察庁と国軍治安部隊（DGCIM）らの共同捜査により

４，８００万ドル相当の資産の不正売却を防ぐことが出

来た。」 

と説明した。 

 

以上 

 

 


