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（写真）大統領府 “６月２４日のカラボボ勝戦記念の式典に参加する与党一行” 

 

２０１８年６月２２日（金曜） 

 

政 治                    

 「国連人権高等弁務官事務所  

ＣＰＩにベネズエラの人権侵害の調査を要請」 

「ニカラグア デモ抗議続く 

２１２名以上が死亡、１，３３７名が怪我」 

経 済                    

 「クラサオ PDVSA 以外の製油所運営会社を探す」 

 「最低賃金の改定は６月１６日から有効」 

「学童ボーナスの登録を開始」 

 「１９回目 DIOCM １ドル９６，０００ボリバル」 

「原油価格は１バレル６４．７４ドル」 

2018 年 6 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                   

 「カラボボ勝戦記念日式典 

～マドゥロ大統領 軍部に忠誠を求める～」 

「デルシー副大統領 米国との対話意志を表明」 

経 済                   

 「ベネズエラ向け送金処理 停止の声」 

 「アラグア州のニッケル鉱山開発を推進」 

 「通貨供給量における現金割合１．６５％」 

社 会                   

 「ベネズエラ外交官 １８年から無給で勤務」 

「タチラ州の児童売春国際ネットワークを摘発」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年６月２２日～６月２４日報道            No.１５４   ２０１８年６月２５日（月曜） 

2 / 7 

 

２０１８年６月２２日（金曜）             

政 治                       

「国連人権高等弁務官                

 ＣＰＩにベネズエラの人権侵害の調査を要請」       

 

国連のザイド・ラアド人権高等弁務官は国際司法裁判所

（CPI）に対してベネズエラ政府の人権侵害について調

査をするよう要請した。 

 

公表した主な内容は以下の通り。 

 

 

「国民解放オペレーション」と名付けられた治安部隊が

活動し、法律を逸脱した行為を繰り返している。 

 

治安当局は一般住宅に入り法的なプロセスを経ること

なく市民を逮捕している。 

 

暴力行為を正当化するため、周辺の家財や施設を破壊し、

正当防衛と主張するための偽装工作を働いている。 

 

１４年１月～１８年４月までに１２，３２０名の野党政

治家、支持者が政府による圧力を受けた。 

 

少なくとも４６名は政府の治安部隊により殺害された。 

 

１７年８月～１８年４月までに５７０名が政治的な理

由で逮捕された。 

 

政治的な求めを公共の場で発言した市民２８０名が脅

迫的な行為を経験した。 

 

刑務所から解放された７，０００人以上が解放後も政府

の監視対象となっている。 

 

１４年から９０人が政府による不当な逮捕を受け、拷問

的な待遇を受けた。 

 

拷問の中には電気ショック、金属棒で叩かれる、性的暴

力、プラスチックバックでの窒息、化学品の使用、水を

飲ませないなど。 

 

国民生活の悪化も著しい。 

 

１２年から国内総生産（GDP）は４０．６％減少（５年

連続のマイナス成長）。 

 

１８年の国内総生産（GDP）は前年比△８．５％と推定。 

 

１８年のインフレ率は１３，８６５％の見通し。 

 

貧困率は８７％。うち極貧世帯は６１．２％。 

 

 

ザイド高等弁務官の要請に対しベネズエラ外務省は同

発言を非難する声明を発表。 

 

米国が行っている金融制裁によるベネズエラへの経済

攻撃を非難するよう要請した。 

 

「ニカラグア デモ抗議続く             

 ２１２名以上が死亡、１，３３７名が怪我」          

 

１７年４月～７月にかけてベネズエラで起きた政治的

な衝突は政府、野党合わせて１２６名の死者を出したと

発表されている。 

 

同じような状況がニカラグアでも起きている。 

米州機構（OAS）は１８年４月に抗議行動が始まってか

ら６月１９日までに死者２１２名、負傷者１，３３７名

が出ていると発表した。 
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ニカラグアの人口は６１５万人でベネズエラのおよそ

５分の１に満たないが、ベネズエラよりも短い期間で２

１２名の死者が出ている。 

 

人口比で単純に計算すれば昨年起きたベネズエラの抗

議行動で１，０００名以上が亡くなったような社会的損

失を意味する。ベネズエラの状況よりも深刻と言えるだ

ろう。 

 

この抗議行動は、４月１６日にニカラグア政府が発表し

た社会保障制度の改定から始まった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.127」４月２２日付の記事参照）。 

 

同改定は、これまでよりも経営者、労働者の社会保障負

担が重くなる改定だったため、反対勢力が抗議行動を起

こし、政府関係者がそれを抑え暴力事件が起きた。 

 

その後、抗議行動の過熱を受けてオルテガ政権は社会保

障制度の見直しを撤回し、反政府勢力との対話を試みた

が鎮静化せず現状に至っている。 

 

米州機構（OAS）は９７ページに及ぶニカラグアのレポ

ートを公表し、事件の責任はオルテガ政権にあるとして

前倒しの選挙実施を求めている。今のニカラグアは去年

のベネズエラを見ているようだ。 

 

ある法改正をきっかけに暴動が起き、政府は原因を撤回

したがそれでも抗議行動は続き、米国、OAS が政権交

代を求めている。 

 

経 済                         

「クラサオ PDVSA 以外の製油所運営会社を探す」          

 

ConocoPhillips が PDVSA から賠償金２０．４億ドルを

勝ち取り、賠償金の回収のためカリブ海にある PDVSA

の資産を差し押さえている。 

 

クラサオ製油所にある PDVSA 資産も差し押さえられ

ている。 

 

とは言え、クラサオ製油所自体は PDVSA の所有物では

なく、クラサオ政府の所有物。PDVSA はあくまでレン

タル契約を締結しているだけなので施設を没収するこ

とは出来ない。 

 

ロイタ―通信はクラサオ政府が PDVSA に代わり同製

油所を運転してくれる業者を探している。長期契約は２

０２０年１月からだが、それ以前の期間も運営を委託す

る意志があるようだ。 

 

「Proyecto Arawak」という会社が関心を示しているよ

うだが、正式な要請は出されていないようだ。おそらく

製油所はメンテナンスが行き届いておらず、改修には相

当な費用を投じる必要があると思われる。 

 

また、１９年１２月の契約が切れる前に製油所運営を引

き継ぐのであれば、政治的な対立に巻き込まれる可能性

が高い。ハードルの高い要請と言えそうだ。 

 

「最低賃金の改定は６月１６日から有効」        

 

６月２０日 マドゥロ大統領は最低賃金の改定を発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.153」６月２０日付の

記事参照）。 

最低賃金はこれまでの１００万ボリバルから３００万

ボリバルになる。 

 

一方、新しい最低賃金が何日から有効になるのかは明ら

かにされていなかった。 

 

６月２０日付の特別官報６，３８３号で最低賃金は６月

１６日から有効になると発表された。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a01c0056961e7ba669d490c60199dc79.pdf
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「学童ボーナスの登録を開始」             

 

マドゥロ大統領は「学童向けボーナス」を行うと発表。 

 

少なくとも４００万個の学童用カバン、「Canaimita」と

呼ばれるノートパソコン、本などを提供する。 

 

同ボーナスの受領を希望する者は祖国カードのウェブ

サイトにログインし、学童の氏名と学年、保護者の名前、

納税番号（RIF）を入力する。 

 

最初に祖国カードのログインをする必要があるため、こ

のボーナスも祖国カードを保有している者にだけ適用

されるものになる。 

 

「１９回目 DIOCM １ドル９６，０００ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第１９回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ１１１，７３４．４ボリバル。 

ドル建てで１ドル９６，０００ボリバル。１５回目から

DICOM のレートは１ドル８０，０００ボリバルを維持

していたが、今回は２０％増えた。 

 

落札された外貨の合計は２１万８，９４９．４３ドル。

前回の１３９万ドルから大きく減少した。 

 

法人２３社に対して２１万３，５８９．０３ドルが割り

当てられ、３４名の個人に対して５，３６０．４ドルが

割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かったのは食品メーカーの

「Alimentos Heinz」で４万ドル。次いで「カーギル」が

３．４万ドル、スーパーマーケット「Plaza」が３．３万

ドルの割り当てを受けた。 

 

「原油価格は１バレル６４．７４ドル」             

 

１８年６月１８日～２２日のベネズエラ産原油の平均

価格は４１７．６９人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６４．７４ドル／バレル。前週の６５．２

ドルから約０．５ドル下落した。 

 

 

 

２０１８年６月２３～２４日（土曜、日曜）             

政 治                       

「カラボボ勝戦記念日式典               

   ～マドゥロ大統領 軍部に忠誠を求める～」        

 

６月２４日はカラボボ勝戦記念日だった。 

 

１８２１年６月２４日 スペイン軍と独立を求めるベ

ネズエラ軍がカラボボ平野で戦闘し、ベネズエラ軍が勝

利。この戦いはベネズエラの独立を決定的なものにした

戦争と言われている。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年６月）

（出所）ベネズエラ石油省



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年６月２２日～６月２４日報道            No.１５４   ２０１８年６月２５日（月曜） 

5 / 7 

 

マドゥロ大統領は同日を記念して軍の記念式典に出席。

同式典でコロンビアを敵国として非難し、軍部に団結と

国家への忠誠を求めた。 

 

「国軍よ。警戒せよ。ベネズエラ軍が分裂しているよう

に見せるため国際社会が裏で工作をしている。特権階級

と裏切り行為に屈してはいけない。国家に忠誠を誓う軍

が必要だ。正当な国のトップに対して忠実でなければい

けない。 

 

コロンビアからベネズエラ政府の平和を乱すための情

報操作、攻撃を受けている。軍を脱出した裏切り者たち

をコロンビアが取り込もうとしている。コロンビアはベ

ネズエラを嫌悪で満たそうとしている。 

 

ベネズエラは平和の源泉でなくてはならない。そのため

には軍の規律と団結と祖国および憲法への忠誠が必要

だ。」と訴えた。 

 

よくある政治主張だが、特筆するべきことがあるとすれ

ばコロンビアを敵国として非難しており、米国への非難

が抑えられていたことだろう。 

 

また、参列した与党関係者としてフローレス大統領夫人、

カベジョ制憲議長、デルシー副大統領などお馴染みのグ

ループに加えてカラボボ州のラカバ知事が加わってい

る。逆に、お馴染みメンバーだったアイサミ経済担当副

大統領が写真から外れている。 

 

 

（写真）カラボボの戦い 

 

「デルシー副大統領 米国との対話意志を表明」           

 

６月２４日 デルシー・ロドリゲス副大統領は与党政治

家ホセ・ビセンテ・ランヘル氏のインタビュー番組に出

演した。そこでベネズエラは米国と対話する意志がある

と説明した。 

 

「我々は米国と尊重ある対話を行う用意がある。国とし

ての尊重があれば対話を行う。二国間の理解を深めるた

めのメカニズムを構築できる。国際法に基づいた地域協

力のメカニズムを構築することができる。 

 

ベネズエラは常に対話の門を開いている。米国に限らず、

全ての国と対話を行う意志がある。」 

とコメントした。 

 

ベネズエラ政府はこれまでも繰り返し米国に対話の意

志を示してきたが、大統領との対話の実現など具体的な

関係改善の進展は見えていない。 

 

経 済                       

「ベネズエラ向け送金処理 停止の声」            

 

６月２３日 カルラ・アンゴラ記者はツイッターでベネ

ズエラ系の銀行で送金が出来ない事態が起きていると

投稿した。 

 

「メキシコ、スペインに住む私のフォロワーから、ベネ

ズエラの家族にバネスコ、メルカンティルを通じて送金

しようとしたが停止されたとの情報を入手した。」 

 

この投稿に対して、同様のケースが自分にも起きたとい

うコメントが散見される。 

 

ベネズエラ政府は為替取り締りを強化している。 
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どのような経路で家族送金が試みられたかは分からな

いが、現地金融機関が疑わしい取引を停止している可能

性は高い。 

 

特にバネスコは５月から９０日間、財務相のジョマナ・

コテッチ氏の管理下にあるため疑わしい取引が止めら

れる可能性は高い（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５

月３日付の記事参照）。 

 

もしこれが事実であれば、家族向け送金は強制的に合法

的なルートを通るしかない可能性もあるだろう。 

 

他方、現地金融機関が金額の大きな送金を自粛している

ようで、送金金額の上限を超えたため停止された可能性

も否定できない。 

 

「アラグア州のニッケル鉱山開発を推進」         

 

６月２３日 コヘーデス州のゴドイ知事とカラボボ州

のラカボ知事は、ビクトール・カノ鉱業開発相と金開発

に関する署名を締結した。 

 

 
 

 

 

前日の６月２２日 カノ鉱業開発相は、アラグア州のマ

ルコ・トーレス知事と同州サントス・ミチェレナ市ティ

アラ地区にある「Lomas de Niquel 鉱山」を視察。 

トーレス知事はニッケル鉱山の開発を推進すると発表

した。 

 

「アラグア州は鉱物分野で大きな可能性がある。この土

地を開発することでベネズエラの経済発展に寄与する

ことが出来る。」 

 

 

（写真）鉱業開発省ツイッターより抜粋 

 

「通貨供給量における現金割合１．６５％」        

 

中央銀行の発表によると、６月１５日時点の通貨供給量

（ベネズエラ国内に流通している預金・貨幣・紙幣の合

計）は１，４６２．４兆ボリバルだった。 

 

対する現金（貨幣・紙幣）の金額は２４．３兆で通貨供

給量全体の１．６５％程度にとどまった。 

 

筆者が知る限り、ベネズエラでは現金（貨幣・紙幣）が

通貨供給量全体に占める割合は９～１２％が正常な値。

１．６５％というのは深刻な現金不足であることを意味

する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
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なお、１７年末時点では現金が通貨供給量全体に占める

割合は５．５％、１７年６月の第２週の時点では８％だ

った。 

 

インフレが加速する一方で、ベネズエラ経済に占める現

金の割合は更に減少が予見されている。 

 

８月４日には通貨切り下げ（現行の１，０００ボリバル・

フエルテを１ボリバル・ソベラーノに変更）が行われる

予定だが、準備が進んでいる様子は見えず金融市場に更

なる混乱を引き起こす可能性がある。 

 

社 会                       

「ベネズエラ外交官 １８年から無給で勤務」            

 

現地サイト「Aporrea」は、ベネズエラの在外公館の厳

しい資金事情を報道した。 

 

同記事によると、金融ブロックの影響で運営に必要最低

限の資金も送られていないようだ。 

 

資金問題は給料支払いにも及んでいる。大使クラス、秘

書官クラスは１８年に入ってから給料支払いが停止し

ている。 

 

匿名の情報によると 

「給料の支払い停止は１８年に始まったことではない。

２年ほど前から支払い遅延が恒常化している。６カ月支

払いがないこともあった。 

 

在外公館で働く人の多くは住居費を支払うことが出来

ず、児童を学校に通わせることも難しい。 

 

外国での生活はベネズエラのようにはいかず、外貨建て

の生活費がかかる。外交官の置かれている状況は極めて

厳しい。」と語った。 

 

「タチラ州の児童売春国際ネットワークを摘発」         

 

弊社のレポートではベネズエラの政治、経済に関する情

報を中心に扱っているため、ベネズエラの性問題につい

てはこれまでほとんど触れていない。 

 

レポートで扱ってこなかったため、ベネズエラでは一般

犯罪は多いが性犯罪はそこまで多くないと考えている

人もいるかもしれないが、そんなことはない。 

 

ベネズエラは児童買春や強制わいせつ関連の記事、逮捕

者がかなり多い。 

関連の報道や逮捕に関する記事は毎日、２、３件は見か

ける。経済情勢が厳しい中、売春ビジネスが増加してい

ることは間違いない。 

 

６月２３日 タチラ州の保護官を務めているフレディ・

ベルナル氏（CLAP 代表）は、州都サン・クリストバル

市で児童買春を斡旋していた８名を逮捕（うち２名は警

察官）、１５歳の児童３名を保護したと発表した。 

 

このグループは児童を誘拐して売春行為を強要してい

たようだ。ベネズエラだけでなく、コロンビア、ブラジ

ルにも売春ネットワークがあり、保護された３名はコロ

ンビアに売り飛ばされるところだった。 

 

ベルナル氏は 

「我々は売春斡旋業者の摘発のため数週間かけて調査

を行った。今回の事件は氷山の一角に過ぎない。他にも

多くのグループの存在を確認している。」 

と補足した。 

 

以上 

 


