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（写真）大統領府 “２月２０日 ペトロの初期売却開始を発表するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年２月１９日（月曜） 

 

政 治                    

「野党連合 大統領選不参加の方針 

～穏健派野党は大統領選への参加を検討～」 

 「国連事務局長 短期的な解決見通し立たず」 

 「エクアドル OAS 会合のベネ出席拒否を非難」 

経 済                    

 「国営航空会社 CONVIASA がストライキ」 

 「ベネズエラと中国がエクアドルで原油協同事業」 

社 会                    

 「ペルーメディア ベネズエラ移民の内訳を公開」 

 「ポルトガル系銀行役員 PDVSA 汚職関与の疑い」 

２０１８年２月２０日（火曜） 

 

政 治                   

 「カベジョ PSUV 副党首 

～大統領選と国会議員選の同時開催を検討～」 

 「CNE 国連に選挙監視団の派遣を求める 

～合意草案に基づいた６つの点を順守～」 

 「与野党交渉仲裁国 ボリヘス氏を妨害か」 

経 済                   

 「デジタル通貨ペトロの初期売却始まる 

～大統領 新金融システム開始に意欲示す～」 

 「Plus Ultra カラカスーマドリッド運行開始」 

 「Ｓ＆Ｐ １８年国債をデフォルト認定」 
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２０１８年２月１９日（月曜）             

政 治                       

「野党連合 大統領選不参加の方針           

  ～穏健派野党は大統領選への参加を検討～」       

 

先週、行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長

は先週の週末までには大統領選に対する野党連合のス

タンスを国民に伝えると発言していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.99」２月１５日付の記事参照）。 

 

しかし、野党内での交渉は時間がかかり、週末には発表

されなかった。そして、１９～２０日にかけて公式発表

をまたず、内部から情報が洩れる形で、「野党の主要４

政党が大統領選に参加しないことで合意した」ことが判

明した。 

 

その後、第一正義党（PJ）は公式ツイッターに 

「PJ はマドゥロ独裁政権が呼びかける大統領選には参

加しない。 

 

我々は世界が存在を認めていない制憲議会が強制する

選挙には参加しない。何百万人のベネズエラ人は詐欺行

為に加担しない。我々は再びベネズエラを守る。 

 

政権にしがみつき、国民が屈するのを期待している独裁

政権のゲームに付き合うことはできない。」 

と投稿した。 

 

野党の主要４政党の中で大統領選出馬に肯定的だった

AD も参加しないとの見解を示した。 

 

エドガー・サンブラーノ AD 副党首は 

「PJ、新時代党（UNT）は２月１６日に大衆意志党（VP）

が掲げた方針に合意することにした。大統領選には参加

しない。」とコメントした。 

 

これにより野党連合として大統領選に参加する可能性

はなくなった。今後、彼らは４月２２日の選挙の投票率

を下げるためのキャンペーンを始めることになるだろ

う。 

 

ただし、今の段階では各政党がバラバラにスタンスを表

明しているだけで、野党連合としての公式なアナウンス

はされていない。 

 

理由は穏健派の野党政党である発展進歩党（AP）、キリ

スト教社会党（COPEI）、ベネズエラ国民進歩党（MPV）

らが大統領選へ参加したいと考えており、野党の主要４

党がそれをとどめようとしているからのようだ。 

 

２月１９日 COPEI と MPV は記者会見を行い野党連

合が大統領選に参加しないとの判断に同意せず、引き続

き政府に対して条件変更を求めることを提案した。 

 

穏健派の野党政党の代表格は、これまで何度も名前があ

がっている AP のヘンリー・ファルコン元ララ州知事

（「ベネズエラ・トゥデイ No.99」２月１５日付の記事

参照）。 

 

AP の内部関係者によると、ヘンリー・ファルコン党首

は大統領選に出馬する意思があるが、いくつかの条件変

更を求めている。 

特に大統領選の実施日を遅らせるよう与党側に交渉を

持ち掛けているようだ。 

 

ヘンリー・ファルコン AP 党首は元チャビスタでマドゥ

ロ大統領と直接連絡を取るチャンネルが存在する。 

野党連合との交渉よりも話がスムーズに進む可能性は

あるだろう。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
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「国連事務局長 短期的な解決見通し立たず」         

 

２月１９日 国連のアントニオ・グティエレス事務局長

はリスボン大学で記者会見を開き、ベネズエラの状況に

ついて「とても大きな懸念事項だ。」と語り、短期的に

問題が解決する見通しは立てられないとの認識を示し

た。 

 

「我々はベネズエラで政治的な合意に至らなかったこ

とを心配している。国連はコロンビアへの移民が急増し

ている状況を認識している。国連として人道支援に資す

る活動を支援していきたい。」 

と語った。 

 

「エクアドル OAS 会合のベネ出席拒否を非難」                  

 

エクアドルのアレハンドラ・ビクーニャ副大統領は４月

１３、１４日にペルーで行われる米州機構（OAS）首脳

会議でベネズエラの参加を拒否する方針を非難した。 

 

「国際社会がベネズエラの状況解決を望むのであれば

OAS にベネズエラを招き異なった考え方を聞くことが

重要だ。彼らの見解を理解した上で、アドバイスが出来

る。エクアドルは、軍事介入はもちろん、いかなる他国

への介入を許容しない。 

 

我々は他国に圧力を加えるための行動に加担しない。国

際的な権利の尊重を求めている。モレノ大統領は、米州

首脳会議には全ての国が参加するべきだと語っている。」 

 

ベネズエラはリマグループ１４カ国と米国から米州首

脳会合への出席を拒絶されている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.99」２月１５日付の記事参照）。 

 

 

 

 

一方で、キューバ、ボリビア、エクアドル、一部のカリ

ブ海諸国はリマグループの決定に否定的な声明を発表

している。 

 

筆者の個人的な見解だが、エクアドルのレニン・モレノ

大統領はコレア前大統領と異なった路線をすすんでい

る印象を持っている。 

 

ベネズエラに対する姿勢もコレア前大統領の頃よりも

希薄になっており、今回の声明発表は多少意外な印象を

受けた。 

 

経 済                        

「国営航空会社 CONVIASA がストライキ」           

 

現地紙「エル・ナシオナル」は２月２０日からベネズエ

ラのナショナルフラッグである CONVIASA がストラ

イキを起こすと報じた。 

理由は低い給料と支払いの遅延、労働環境の改善を求め

るため。 

 

ストライキに参加した労働者は 

「今の社長は、労働者に対して選挙が行われるたびに投

票を強要する。彼は「この会社を出ていきたいのであれ

ば扉はいつも開いている。」と我々を脅迫する。我々は

運輸省に対して社長のパワハラ行為を訴えている。 

 

以前 CONVIASA には２６００人の職員がいたが、１０

４０名は退職した。約４０％は CONVIASA を退職した

ことになる。 

 

退職した人の中には他の航空会社に移動した者もいる。

他の会社の方が給料や待遇が良い。より良い生活環境を

望みペルーなど外国に働きに出る者も多い。」 

と語った。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
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「ベネズエラと中国がエクアドルで原油協同事業」         

 

２月１９日 中国の国営石油・天然ガス会社「中国石油

天然気集団（CNPC）」とベネズエラの「Wayraenergy」

および「Condor 石油サービスコンソーシアム」はエク

アドルのキトでペトロアマゾナスと石油開発協定を締

結した。 

 

CNPCはParahuacu鉱区、WayraenergyはEl Paka Norte

鉱区、Condor 石油サービスコンソーシアムは Drago 鉱

区と Guanta Dureno 鉱区を開発する。これらの地域は

ペトロアマゾナスが管理する地域になる。 

 

調印式にはエクアドルのレニン・モレノ大統領とカルロ

ス・ペレス石油相、エジソン・ガルソン国営企業管理会

社社長などが参加した。 

 

具体的に契約した企業は各鉱区で掘削、鉱井の完成、必

要設備の設置などを行う。エクアドル政府は約７億ドル

の民間投資が期待できるとコメントした。 

 

ペトロアマゾナスはサービス対価として原油価格に応

じて一定の支払いを行う。例えば、原油の市場価格が１

バレル５０ドルであれば、１バレル当たり平均１４．３

５ドルを支払うことになるようだ。 

 

 

（写真）PetroAmazonas 公式ツイッター 

“外資企業３社との調印式の様子” 

 

社 会                       

「ペルーメディア ベネズエラ移民の内訳を公開」            

 

ペルーの情報メディア「Peru21」は、どの国にベネズエ

ラ人が多く住んでいるのかの内訳を公開した。数字情報

は各国の入国管理局など情報の出元もしっかりしてお

り、非常に分かりやすいので紹介したい。 

 

ベネズエラ移民を最も多く受け入れているのはコロン

ビアで５５万人。次いでエクアドルが約２９万人、パナ

マが約２７万人、スペインが２５万人と続く。最近、難

民問題が過熱しているブラジルは３．４万人程度と移民

自体はそこまで多くないようだ。 

 

なお、この数字には経済混乱が始まる前に他国へ移住し

た人や、旅行ビザ・一時滞在ビザを所有しているベネズ

エラ人も含まれている。 

 

 

（写真）Peru２１ 
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「ポルトガル系銀行頭取 PDVSA 汚職関与の疑い」         

 

リスボンの裁判所によると、ポルトガル系の金融機関

「バンコ・エスピリト・サント」のリカルド・サルガー

ド元頭取が、PDVSA のビジネスに加わるためベネズエ

ラの与党高官に１億ユーロ超を支払ったようだ。 

 

ポルトガルの現地紙「Correio de Manha」はエスピリト・

サントを起点にドバイの会社の口座に資金が流れ、その

資金がベネズエラの政治家に渡ったとしている。 

 

支払いを受け取ったベネズエラ側の与党高官の名前は

明らかにされていない。 

 

２０１８年２月２０日（火曜）              

政 治                         

「カベジョ PSUV 副党首                

  ～大統領選と国会議員選の同時開催を検討～」        

 

与党ベネズエラ社会統一党（PSUV）のディオスダード・

カベジョ副党首は自身がモデレーターを務めるテレビ

番組「Dando Dando」で驚きの発言をした。 

 

４月２２日の大統領選と併せて国会議員選も同時に開

催してはどうかと提案した。 

 

この番組にはアリストブロ・イストゥリス制憲議会第一

副議長とタニア・ディアス制憲議会第二副議長も同席し

ていた。 

 

放送を見たが、恐らくイストゥリス氏とタニア氏は予め

彼のアイデアを聞いていなかったように思える。最初に

カベジョ氏がこの提案をしたとき２名は笑って「冗談で

しょ」と発言していた。学生がカフェテラスで雑談する

かのような気楽さだった。 

 

ただし、カベジョ氏が本気だと分かり、その後本件に関

する議論を始めた。両者とも彼の意見に否定的な見解は

示していない。むしろ最終的にはカベジョ氏の意見に賛

同していた。 

 

カベジョ氏は「国会を解散して総選挙を行うことは他の

国でもいくらでも行っている。ベネズエラでも当然可能。

国民が今の野党の方針を支持しているか民意を問うの

は正当な行為だ。」と説明した。 

 

とは言え、最後にイストゥリス制憲議会第一副議長は

「カベジョ氏は爆弾を持ち出した。これは大変なことに

なる。」と冗談交じりで警戒感をにじませた。 

 

カベジョ氏は数日後に制憲議会にこの提案を持ち出し

たいと話している。 

 

 

（写真）テレビ番組「Dando Dando」 

 

「CNE 国連に選挙監視団の派遣を求める         

    ～合意草案に基づいた６つの点を順守～」           

 

２月２０日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は大統領選のスケジュールの進捗状況を説明

した。 
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ティビサイ代表は与野党交渉の６つの合意に従い、スケ

ジュールをこなしていると説明。 

 

具体的には国連に対して選挙監視団の派遣を要請した。

また、国連以外にも複数の選挙同伴団を招待する計画が

あると説明した。 

 

また、外国からの選挙監視団らの総合コーディネーター

は、与野党交渉の仲介役を務めたロドリゲス・サパテロ

元スペイン大統領にすることを提案した。サパテロ元ス

ペイン大統領は与党寄りの仲介者として野党から非難

されている。 

 

集計結果の精査も１２年１０月の大統領選、あるいは１

５年１２月の国会議員選と同等の基準を満たす意思が

あると発言した。 

 

選挙システムの監査は１８年だけでも１３回行われて

おり、３月１５日には模擬選挙も実施する予定だと話し

た。他、投票場の再配置、選挙キャンペーンでの平等な

告知なども保証すると説明した。 

 

とは言え、主要な野党政党は大統領選に参加しない意思

を示している。仮にファルコン AP 党首が出馬するとし

ても野党４党が投票不参加を呼びかければ、勝利できる

公算は低い。 

 

「与野党交渉仲裁国 ボルヘス氏を妨害か」         

 

野党系ジャーナリスト、ネルソン・ボカランダ氏は自身

が運営する情報サイト「Runrun」で不穏な報道をした。 

 

与野党交渉の仲裁国だったドミニカ共和国のメディナ

大統領が、合意を拒否した野党交渉団の代表フリオ・ボ

ルヘス前国会議長に対して攻撃を仕掛ける準備をして

いるという内容。 

 

ボルヘス氏は今後、世界を周り現政権の非民主的な姿勢

を訴えると宣言している（「ベネズエラ・トゥデイ No.96」

２月８日付の記事参照）。 

 

この各国への周遊について、ドミニカ共和国での交渉を

各国へ訴える材料に使わせないための工作をしている

との内容だ。 

 

他方でベネズエラ政府はボルヘス氏が外国に移動でき

ないようパスポートのはく奪や、国会議員に保証された

不逮捕特権のはく奪なども検討していると書かれてい

る。 

 

なお、２月２０日にドミニカ共和国は新たな在ベネズエ

ラドミニカ共和国大使としてミルドレッド・グスマン氏

を任命した。 

 

経 済                        

「デジタル通貨ペトロの初期売却始まる         

 ～大統領 新金融システム開始に意欲示す～」            

 

２月２０日 政府が運営するデジタル通貨「ペトロ」の

初期売却が始まった（「ペトロについての分析は「ウィ

ークリーレポート No.32」参照）。 

 

ペトロの公式サイトには購入方法が新たに公開された

（購入方法に関するオリジナルのプレゼン資料）。 

 

最初に、ペトロの公式サイトから氏名・パスポート番号・

メールアドレス等を登録する。 

 

その後、メールアドレス宛にアプリケーションをダウン

ロードするためのリンクが案内される。 

必要な登録を行うことで購入が出来るようになるよう

だ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
http://www.elpetro.gob.ve/docs/MANUAL%20COMPRADOR%20VERSION%20BETA.pdf
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２月２０日にマドゥロ大統領はペトロの運用開始につ

いて発表を行った。特筆すべき発言は以下の通り。 

 

・ペトロ財務官としてアブラハム・ランダエタ氏を任命 

 

・初日の売却額は７億３，５００万ドル相当 

 

・PDVSA、PEQUIVEN、ガイアナ開発公社らにペトロ

建の取引促進を命じる 

 

・コロンビア国境でのガソリン販売はペトロ建にする 

 

・マイニング事業者５０００を正式に承認 

 

・マイニング事業者の養成学校を開校 

 

・在外領事館などでの手続料はペトロあるいはデジタ

ル通貨建に変更する 

 

・空港で飛行機会社が燃料を購入する際はペトロ建 

 

・食料品購入や貯蓄もペトロ建てで可能にする 

 

・Blackchain AeroTrading 社と合意書に署名した 

 

・デジタル通貨に関わる外国企業の参入を求める 

 

初期売却の期間は３月１９日まで。とりあえずペトロが

市場で取引されるのは早くて３月中旬以降になるだろ

う。ペトロについて、もう少し様子を見ても遅くはない

と思われる。 

 

「Plus Ultra カラカスーマドリッド運行開始」         

 

ベネズエラの国際線が減る中、久しぶりにポジティブな

ニュースが出た。 

 

スペイン系の航空会社 Plus Ultra は５月２２日からカ

ラカス―マドリッド間の運行を開始するようだ。 

また、７月１日からはスペイン領カナリア諸島のテネリ

フェ―カラカス間の運行も開始するようだ。 

 

カラカス―マドリッド間のチケット料金はエコノミー

クラスで１席５５５ユーロから。チケットの販売は２月

２０日から始まる。 

 

 

（写真）PLUS ULTRA 

 

「Ｓ＆Ｐ １８年国債をデフォルト認定」              

 

２月２０日 大手格付会社Ｓ＆Ｐは１８年満期の国債

について利払いが遅れたことを理由に「デフォルト（D 

）」に格下げしたと発表した。 

 

この債券は２月１５日に利息約７０００万ドルを支払

う予定だったが、期日内に支払いはされず現在は支払い

猶予期間（グレースピリオド）に入っている。 

 

今回Ｓ＆Ｐ社にデフォルト認定された債券は１８年８

月１５日に１０．５億ドルの元本を支払う約束になって

いる。グレースピリオドを踏まえても９月中旬には支払

う必要がある。元本支払いの不履行は利息の不履行より

もインパクトが大きいとされる。 

以上 


