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（写真）大統領府 “１１月２９日 最低賃金改定（月額 BsS.４，５００）、補助給付金見直しを発表” 

 

 

２０１８年１１月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「Frente Amplio イベント後も不安定な野党内部」 

「Delphos ５５％は野党内で選挙を行うべき」 

経 済                     

「米議員 マドゥロ政権支援でＺＴＥへ調査要請」 

「Bloomberg 中央銀行 経済統計をＩＭＦに提出」 

「６６回目 DICOM １ドル BsS.８５．８７ 

～ユーロ建て割り当てが使用できないとの声～」 

社 会                     

「カラカス ラテンアメリカの危険４都市の一つ        

内務司法相は犯罪率、前年比２８％減と発表」 

２０１８年１１月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「ボルトン氏 ボルソナロ大統領（予定）と会談」 

「中国企業 受注のため２億ドル汚職支払い？」 

「エルドアン大統領 ベネズエラ訪問予定」 

経 済                    

「最低賃金を BsS.４，５００ 

１ペトロ＝BsS.９，０００に改定」 

「国会 経済成長率は前年比２９．８％減」 

社 会                     

「スペイン ベネズエラの危険レベル引上げ」 

「鉱物資源労働者 抗議デモ参加で逮捕」 
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２０１８年１１月２８日（水曜）             

政 治                       

「Frente Amplio イベント後も不安定な野党内部」       

 

１１月２６日 野党系の市民団体「Frente Amplio」は

野党に対して、方向性を統一させ民主的で憲法に準じた

政権移行を求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.219」１

１月２６日付の記事参照）。 

 

世論調査会社「Hercon」のマルコス・エルナンデス氏は、

「７７％の国民は政権交代を望んでいるが、同時に４

８％の国民は野党が統一できなければ、政権交代は不可

能と考えている。 

（逆に言えば、残りの５２％は野党が統一しなくても政

権交代ができると考えているように理解できるが、資料

を示した発言ではないため、残りの５２％がどのような

回答だったのかは分からない） 

 

野党支持者も無党派も野党の統一を願っている。 

また、ベネズエラの７５％を占める所得階層Ｃ，Ｄ，Ｅ

層（低所得者層グループ）に響くような提案が必要であ

る。」 

とコメントした。 

 

他方、政治調査団体「Crisis Group」は、ベネズエラ国

内に残っている野党政治家と外国に亡命した野党政治

家との亀裂は日々修復が難しくなっていると分析。 

また、「Frente Amplio」と野党との関係も壊れやすいと

指摘している。 

 

複数の野党政治家が「Frente Amplio」との関係が複雑

であることを認めており、お互いがお互いを信頼してい

ないと語っているようだ。 

 

 

 

「Delphos ５５％は野党内で選挙を行うべき」         

 

Andres Bello カトリック大学はセミナー「ベネズエラの

政権移行は社会行動によって実現する」を開催。 

同大学のベニグノ・アラルコン教授は、国民主導の政治

決定が必要だと訴えた。 

 

セミナーでは、世論調査会社「Delphos」の調査結果を

公表（１１月実施調査）。 

同調査によると、５４．８％の国民が「選挙管理委員会

（CNE）を介さない野党内の選挙を通じて、野党のリー

ダーを決めるための選挙を行うべき」と回答したという。 

 

また、仮に野党内のリーダーを決める選挙が行われる場

合の投票意思について、 

 

３８．７％が必ず投票すると回答、 

２４．６％はたぶん投票すると回答 

１２．６％はたぶん投票しないと回答 

２４．２％が投票しないと回答したという。 

 

また、「野党内部での選挙が有益だと思うか？」との質

問について、 

 

４０．１％は「とても有益である」と回答 

２２．３％は「多少は有益だと思う」と回答 

３４．３％は選挙実施に否定的だったと回答した。 

 

筆者は、野党内のリーダー統一選挙は一つの手段だとは

思うが、これが本当の意味で民意を反映したものになる

かは疑問を持っている。 

 

なぜなら与党が呼びかける選挙は与党支持者しか投票

しないのと同様に、野党が呼びかける選挙も野党支持者

しか投票しないからだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
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つまり、５割を超えると言われる「無党派」の意見を考

慮に入れない結果が出てしまう。もちろん２割ほど存在

すると言われる「与党派」は野党が呼びかける選挙には

参加しない。 

「無党派層」の一部は投票するとしても、５割近い国民

の意見が反映されないことになるだろう。 

 

その結果、ベネズエラ国民全体の意見を反映したもので

はなく、野党支持者に偏った結果が出てしまうのが実態

だろう。 

 

投票による解決は良い手段に見えるが、ここまで政治的

に分断された環境で行う選挙は、本当の意味で民意を反

映したものにならないのではないかと感じている。 

 

経 済                        

「米議員 マドゥロ政権支援でＺＴＥへ調査要請」           

 

米国上院のマルコ・ルビオ議員（共和党）とクリス・バ

ン・ホーレン議員（民主党）は、中国の通信機器大手「ZTE」

についてマドゥロ政権を支援している疑いで調査する

べきだと要請した。 

 

両議員は国務省、財務省、商務省宛てに、ZTE が米国製

の製品（Dell 社が開発したシステム）を使用し、米国政

府が制裁対象とするベネズエラの政府関係者を支援し

ている可能性があると指摘。 

 

ロイター通信は、ZTE がベネズエラ人の政治思想に基

づく個人認証データベースの作成に協力しているとの

記事を公表しており、今回の要請は同記事を受けたもの

のようだ。 

 

ZTE はベネズエラ政府、特に国営通信公社（Cantv）と

密接な関係があり、Cantv 代表のマニュエル・フェルナ

ンデス氏は米国政府の制裁対象者リストに入っている。 

 

なお、ZTE は、イラン、北朝鮮へ通信機器を販売し、米

国の制裁に違反したとして今年６月に米国商務省と１

０億ドルの罰金を支払うことで合意している。 

 

「Bloomberg 中央銀行 経済統計をＩＭＦに提出」         

 

１１月２８日 米国経済情報サービス会社「Bloomberg」

は、匿名有識者３名の証言として、ベネズエラ中央銀行

が国際通貨基金（IMF）に主要な経済データを提出した

と報じた。 

 

同記事によると、ベネズエラ中央銀行が提出した２０１

７年のインフレ率は年率８６０％。経済成長率は前年比

１５．７％のマイナスだったという。 

 

１７年のインフレ率について、IMF は年率２，８１８％

と予想しており、中銀の提出した統計は大方の予想より

も低いものとなった。 

 

経済成長率について、先日ロイター通信はマイナス１６．

６％と報じていたため、Bloomberg の報じた記事と、

１％弱の誤差が生じている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.220」１１月２３日付の記事参照）。 

 

産業別の GDP 成長率も公表したようで、記事によると 

・石油セクターは前年比△１５．０％ 

・製造業は前年比△２５％ 

・建設業は前年比△５３％ 

・金融業は前年比△３２％ 

 

また、輸入の増減率について、 

・公的セクターによる輸入は前年比△２７％ 

・民間セクターによる輸入は前年比△５１％ 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664d8156e5c1466145c890d63ebfcea1.pdf
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「６６回目 DICOM １ドル BsS.８５．８７       

 ～ユーロ建て割り当てが使用できないとの声～」                  

 

１１月２８日に６６回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM競売委員会が公表した為替レートは１ドルBsS.

８５．８７（１ユーロ BsS.９６．８４）。 

 

外貨割当額について、 

ドル建てでは法人４１社に対して４７万８，０６３ドル。

個人７３９名に４７万６，０８２．７７ドル。 

 

ユーロ建てでは法人５４社に対して１３２万２，６７０．

２６ユーロ・個人６名に１，１９７．７２ユーロが割り

当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食肉加工品卸の

「IMPORTADORA EL SALAMY, C.A.」で２１．３万

ユーロ（完成品の輸入が目的）。 

 

次いで、「UNIMED C.A.」で１２万４，７９０ユーロ（完

成品の輸入が目的）。同社ウェブサイトを見る限り医療

サービスを行っている組織のようだ。 

 

３番目は「IMPORTADORA CANAIMA, C.A.」で１１

万２，７００ユーロ。衣類を扱う会社のようで、完成品

の輸入が目的。 

 

なお、１０月末からユーロ建ての外貨割り当てが始まり

１カ月が経過しようとしている。 

 

最近、このユーロ建てで割り当てられたはずの外貨が使

用できないとのクレームが増えている。 

 

 

 

 

１１月２８日 「Noticia al Dia」は DICOM 使用者が

ユーロを使用できていないとの記事を公表。 

 

口座がブロックされているわけではなく、着金が遅れて

いるわけでもないが使用方法が分からないという。 

口座利用者はユーロの使用方法について明らかにする

よう銀行に求めている。 

 

なお、同記事によるとユーロ建ての口座を開設できるの

は国営銀行だけなので、民間金融機関は特に問題が生じ

ていないようだ。 

 

社 会                        

「カラカス ラテンアメリカの危険４都市の一つ        

  内務司法相は犯罪率、前年比２８％減と発表」           

 

１１月２８日 米州開発銀行（BID）は南米の治安情勢

に関するレポートを公表した。 

 

同レポートによると、ラテンアメリカ地域の人口は世界

全体の９％に過ぎないが、世界の殺人発生件数の３３％

を占めているという。しかも、発生件数は増加傾向にあ

る。 

 

２０００年からのラテンアメリカ地域で起きた殺人発

生件数は２５０万件。そのうち７５％は銃器による殺人。

この数字は世界の銃器による平均死亡率よりも５０％

高い。 

 

ブラジルの専門家よると、２０１７年現在、ラテアメリ

カ地域の殺人発生は１０万人に２２人だが、今のペース

で殺人が増えた場合、２０３０年には１０万人に３５人

まで増えると警鐘を鳴らした。 
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また、具体的な数字は示さなかったもののラテンアメリ

カ地域で特に危険な４都市を言及。 

 

・ベネズエラのカラカス 

・ホンジュラスのサンペドロ・デ・スーラ 

・エルサルバドルのサン・サルバドル 

・メキシコのアカプルコは 

１０万人当たりの殺人死亡数が８０件を超えていると

指摘した。 

 

他方、１１月２６日に、ネストール・リベロール内務司

法平和相は１８年１月１日～１１月２５日までの全国

犯罪発生件数は前年と比べて２８．４％減ったと発表し

ている。 

 

殺人発生件数については前年比２７．７％減。 

誘拐発生件数については前年比３８．３％減だという。 

 

ベネズエラ人は警察をあまり信用しておらず、事件が起

きても警察に報告しないのは一般的。多くの国民が犯罪

を警察に報告しないため、リベロール内務司法相の発表

は氷山の一角でしかないだろうが、犯罪件数は昨年より

も減っているとの記事は度々目にする。 

 

２０１８年１１月２９日（木曜）             

政 治                       

「ボルトン氏 ボルソナロ大統領（予定）と会談」        

 

１１月２９日 米国のジョン・ボルトン国家安全保障問

題担当補佐官は、ブラジル大統領選で当選し１９年１月

から大統領就任予定のジャイル・ボルソナロ氏と会談し

た。 

 

ボルソナロ氏はトランプ大統領の方針を支持する政治

家として、米国と良好な関係を築くと見られている。 

 

 

ボルトン補佐官との会談後、ボルソナロ新大統領はベネ

ズエラ危機について、 

「我々はベネズエラ危機の解決策を探らなければいけ

ない。必要な対策を講じる必要がある。我々はベネズエ

ラが独裁化していると考えており、合法的で平和的なあ

らゆる手段を講じる。」 

とコメントした。 

 

ボルトン補佐官は自身のツイッターで 

「ブラジルのボルソナロ新大統領と彼の安全保障チー

ムと生産的で広範囲にわたる有益な議論をすることが

出来た。我々はブラジルと大規模なパートナーシップを

築くことを期待している。」 

と投稿している。 

 

なお、筆者には背景はよく理解できていないが、ベネズ

エラ問題については、何故かボルソナロ新大統領の息子

（エドゥアルド・ボルソナロ氏）のコメントが度々報じ

られる。 

 

同エドゥアルド・ボルソナロ氏は、 

「米国の実質的な指令を受けて、ブラジルはキューバと

ベネズエラに制裁を科す可能性がある。」 

とコメントしている。 

 

 

（写真）ボルトン補佐官（写真右）ツイッターより 
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「中国企業 受注のため２億ドル汚職支払い？」           

 

２０１０年に中国はベネズエラに対して２００億ドル

という巨額の融資を行った。この融資のことを「Gran 

Volumen y Largo Plazo（大規模長期融資基金）」と呼ぶ。 

 

当初の予定では返済期間は１０年間だったが、原油価格

の低迷により返済期限は先延ばしになっている。 

 

１１月２９日 この大規模長期融資基金にまつわる汚

職取引が報じられた。 

 

アンドラ公国の司法当局による捜査の結果、ディエゴ・

サラサール氏（ラファエル・ラミレス氏の従兄弟）は「ア

ンドラ・プライベート銀行」を通じて中国企業５社から

２億ドル（１億７，６５０万ユーロ）の賄賂を受領した

ことが判明した。 

「アンドラ・プライベート銀行」は汚職取引を仲介した

ことを理由に２０１５年に倒産している。 

 

ディエゴ・サラサール氏は、在中国ベネズエラ大使館の

一等書記官（当時）ルイス・エンリケ・テノリス氏と結

託し、同基金を通じて行う入札の落札者を決定し、落札

の見返りに賄賂を受け取っていたという。 

 

なお、テノリス氏は賄賂の受け取りを隠すためにパナマ

に「Phomphien Corporation」という会社を設立し、「ア

ンドラ・プライベート銀行」に銀行口座を開設したとい

う。サラサール氏は「Highland Asset」という会社を通

じて賄賂を受け取っていたようだ。 

 

賄賂を支払った中国企業について「Camc Engineering

社 」「 China Machinery Engineering Corporation

（CMEC）」「Sinohydro Corp」「Yutong Hongkong」

「Shangdong Kerui Petroleum」などの名前が挙がって

いる。 

 

なお、ディエゴ・サラサール氏はベネズエラで逮捕され

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.67」１７年１２月

１日付の記事参照）。 

 

「エルドアン大統領 ベネズエラ訪問予定」         

 

１１月３０日～１２月１日にかけてアルゼンチンでＧ

２０の会合が開催される。 

トルコ大統領府の公式ツイッターの発表によると、トル

コのエルドアン大統領はＧ２０会合後の１２月３日に

ベネズエラを訪問するようだ。ベネズエラの他にパラグ

アイにも訪問する予定。 

 

ここ数カ月、トルコとベネズエラの政府高官が複数回接

触しており、両国は蜜月関係にある。また、ベネズエラ

の GOLD をトルコに輸出しているとの報道もあり、経

済的にも結びつきを強化しようとしている。 

 

（出所）トルコ大統領府公式ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ca692ed5b0f057a8d72f970bdd9a0d78.pdf
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経 済                       

「最低賃金を BsS.４，５００              

     １ペトロ＝BsS.９，０００に改定」            

 

１１月２９日 マドゥロ大統領は最低賃金の引き上げ、

ペトロのレート改定を発表した。 

 

ペトロのレートは１ペトロ BsS.９，０００になる。 

月額最低賃金は０．５ペトロのまま維持し、現在の BsS.

１，８００から BsS.４，５００になる。 

年金受給者も月額 BsS.４，５００を受け取る。 

 

９月１日から最低賃金が BsS.１，８００に引き上げら

れたので、わずか３カ月で２．５倍（１５０％増）にな

る。他方、インフレ率は月間１００％を超えているとさ

れており、実質的な可処分所得は９月時点と比べて減っ

たと思われる。 

 

最低賃金の改定に伴い、これまで支払った年末賞与との

差額は１２月１５日に追加で支払うと発表。 

 

９月の最低賃金改定にあたり、マドゥロ大統領は民間セ

クターが労働者に支払う給料の差額（最低賃金改定に伴

う給料の増額分）は政府が負担すると発表した。 

 

当初、政府による賃金差額の負担は３カ月の期限付きと

しており、１１月末にはその期限が終了する予定だった

が、１２月以降も引き続き政府が給料を負担することに

なる。 

 

加えて、クリスマスの特別給付金（Bono Niño Jesús）と

して祖国カード保有者には BsS.２，０００を支給する

と発表した。 

 

 

 

 

他、祖国カード保有者の世帯人数に合わせて補助金が支

給される制度「祖国の家庭（Hogares de la Patria）」に

ついても支給額を増額。 

 

これまで２名家族は月額 BsS.３６０ 

３名家族は月額 BsS.５５０ 

４名家族は月額 BsS.７４０ 

５名家族は月額 BsS.９３０・・・ 

となっていたが、 

 

１２月からは 

２名家族は月額 BsS.１，２００ 

３名家族は月額 BsS.１，８００ 

４名家族は月額 BsS.２，４００ 

５名家族は月額 BsS.３，０００・・・ 

と大幅に増額される。 

 

なお、法定福利の食料チケット（Cestaticket）の扱いに

ついては説明されていない。 

 

第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員はマドゥロ大統領の

発表について、自身のツイッターで 

「本日の経済政策の発表について要約する。これは中央

銀行による公共支出で、ハイパーインフレが更に加速す

る。それだけだ。」とコメントした。 

 

 

（写真）最低賃金の改定を発表するマドゥロ大統領 
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「国会 経済成長率は前年比２９．８％減」         

 

１１月２９日 国会のアンヘル・アルバラード議員は、

「マドゥロ大統領が就任した２０１３年当時から現在

の GDP は５３％減少した」と主張。 

 

ベネズエラの歴史上最も長く厳しい経済不況を体験し

ており、世界の歴史で見ても戦争中の国を除けば、１０

指に入るほどひどい状況だと訴えた。 

 

１８年７月～９月の経済成長率は、ハイパーインフレ、

急増する移民、政府の経済政策への信頼の低さを理由に

前年比２９．８％減。 

２０１８年通年の経済成長率は３０％減（明言していな

いが、おそらく前年比）になるだろうとコメントした。 

 

産油量も１年間で日量９０万バレル（４０％）減少した

と訴えた。 

 

２０１８年の食肉摂取量（期間は不明）について、ウル

グアイは５９．２キロ、アルゼンチンは５８．４キロだ

が、ベネズエラは４キロしか摂取できない。 

 

２０１２年時点でベネズエラ人は一人当たり２３．７キ

ロの肉を食べていたと食糧危機の現状を訴えた。 

 

社 会                        

「スペイン ベネズエラの危険レベル引上げ」           

 

スペイン外務省が毎年更新している、世界の渡航先危険

度情報でベネズエラの危険レベルが「赤色ゾーン（本当

に必要でなければ、渡航を勧めない）」に引き上げられ

た。 

 

 

 

 

最も危険度が高いのは「黒色ゾーン（いかなる理由でも

渡航を勧めない）」で、「赤色ゾーン」はその次に当たる。 

 

赤色ゾーンに指定されているのはベネズエラ以外に、ニ

カラグア、イラク、マリ、ブルンジ、ハイチ、北朝鮮、

エジプト、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、コ

ンゴ共和国、ブルキナファソ、チャドの１３カ国。 

 

なお、黒色ゾーンに指定されているのは、シリア、イエ

メン、アフガニスタン、リビア、中央アフリカ、ソマリ

ア、エリトリア、南スーダン、パプアニューギニアの９

カ国。 

 

 

（写真）ABC 

 

「鉱物資源労働者 抗議デモ参加で逮捕」              

 

１１月２９日 防衛軍は、鉄鉱石開発公社「Ferrominera 

de Orinoco」の労働組合代表を務めるルーベン・ゴンサ

レス氏、他少なくとも８名を逮捕した。 

逮捕理由ははっきりしていないが「嫌悪流布罪」ではな

いかと報じられている。 

 

ゴンサレス氏らは１１月２８日にカラカスでデモ行進

を実施、他にも抗議活動に積極的に参加していた。 
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確認したところ「ベネズエラ・トゥデイ No.219」１１

月２２日付の記事で、中国企業による資源産業への進出

を非難していた「Ferrominera de Orinoco」の関係者も

ルーベン・ゴンサレス氏だった。 

 

１１月２８日の抗議行動でゴンサレス氏は 

「今年のクリスマスに幸せな日を過ごせるのはニコラ

ス・マドゥロだけだ。彼の取り巻きの閣僚は全員、ベネ

ズエラを出ていけ。そして、調和のとれた平和な政府を

作り、ベネズエラを発展させなければいけない。これが

唯一の解決策だ。 

 

現在の政府は独裁政権で、官僚主義で、ベネズエラの歴

史上最も腐敗した政権だ。」 

と発言していた。 

 

 

（写真）NTN２４ 

“政府を非難するルーベン・ゴンサレス氏” 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf

