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（写真）大統領府 “１月２３日 ２０１８年の大統領選出馬に意欲を示すマドゥロ大統領” 

 

２０１８年１月２２日（月曜） 

 

政 治                    

 「欧州連合 政府関係者７名を正式に制裁 

～政府は与野党交渉継続を再検討～」 

「LCR ベラスケス党首 予備選への出馬を発表」 

 「元カラカス大首都区長 野党予備選を非難」 

経 済                    

 「１００ボリバル札使用期限 ３月まで延長」 

 「野村証券 １２カ月以内に発行体デフォルト」 

社 会                   

 「レオポルド・ロペス党首妻 女児出産」 

 「抗議行動で治安部隊と衝突 ４名が怪我」 

２０１８年１月２３日（火曜） 

 

政 治                   

 「PSUV 副党首 ４月末までに選挙実施を提案 

～国内外から非難殺到 メキシコ交渉離脱～」 

 「マドゥロ大統領 与党候補でほぼ確実か 

～２月４日の党大会で与党候補が決定～」 

 「ファルコン AP 党首 明日、予備選出馬発表」 

 「リマグループにガイアナ、サンタルシア加盟」 

経 済                   

 「ペトロ 最初の競売は外貨建てで売却」 

 「１２月の食費は１，６５０万ボリバル」 

 「食料品輸出禁止令が発効」 
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２０１８年１月２２日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合 政府関係者７名を正式に制裁        

     ～政府は与野党交渉継続を再検討～」       

 

１月２２日 欧州連合はベネズエラ政府関係者７名へ

の個人制裁を正式に承認した。本件については既に「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.87」１月１８日付の記事で報じ

ていたが、正式に承認されたことになる。 

 

これにより制裁対象となった７名は欧州域内の移動を

禁止され、同地域に保有する資産が凍結されることにな

る。ベネズエラ政府関係者の個人制裁を行っているのは

米国、カナダのみだったが、これで欧州連合も制裁に加

わることになる。 

 

スペインのダスティス外相は同日ブリュッセルで行わ

れた会合でベネズエラ政府関係者への制裁について 

「交渉のインセンティブとして制裁は有効だ。この制裁

は交渉の進展に応じて、制裁対象者を減らすこともでき

るし、措置を停止させることもできる。」との見方を示

した。 

 

翌２３日にはカナダ外務省は「欧州連合が職権乱用を容

認せず、民主主義を守るための世論に加わった」として

制裁を支持する声明を発表している。 

 

他方、ベネズエラ政府は今回の制裁を非難している。 

 

マドゥロ大統領は制裁が与野党交渉に悪影響を与える

と批判した。また、欧州制裁を主導したスペインのラホ

イ大統領に対して、スペインの歴史上、最も腐敗した政

権でベネズエラ国民の対立を掻き立てることに執着し

ている。欧州連合にベネズエラを支配されることはない。

と強い非難を送った。 

 

他、ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の副党首を務

めるディオスダード・カベジョ制憲議員は 

「欧州連合の制裁は対話の意志に対して銃を放った。」 

と述べた。 

 

「LCR ベラスケス党首 予備選への出馬を発表」         

 

１月２２日 野党政党 La CAUSA R のアンドレス・ベ

ラスケス党首は野党の大統領選統一候補を決めるため

の予備選に参加すると発表した。 

同氏は１７年１０月１５日に行われた州知事選でボリ

バル州の野党候補として出馬した。結果的には僅差で与

党のピエトリ氏に敗北したが、不正があったと非難し、

敗北を認めていない（「ベネズエラ・トゥデイ No.49」

１０月２０日付の記事参照）。 

 

ベラスケス氏の大統領選出馬を宣言した記者会見の場

には La CAUSA R の党員に加えて大衆意志党（VP）、ベ

ネズエラ行動進歩党（MPV）、キリスト社会統一党

（Copei）、プロジェクト・ベネズエラの党員が参加して

おり、同氏を支持する姿勢を見せている。 

 

なお、１月２４日（水曜）１０時３０分～、ホテル・ペ

スターナ・カラカスで同氏が演説を行う。参加は無料。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c60aa3a3293010e0d6c6d4cf773a84c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6e07a3cefd34841ea081306f6542685.pdf
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「元カラカス大首都区長 野党予備選を非難」                  

 

１月２２日 元カラカス大首都区長のアントニオ・レデ

スマ氏は亡命先のスペインにて大統領選の準備を進め

る野党連合を非難し、選挙準備よりも自由を取り戻すこ

とが先決だとの見解を示した。 

 

「ベネズエラに自由を取り戻すために大統領候補にな

る意思はある。しかし、ベネズエラが求めているのは自

由の回復だ。虐殺が行われている最中に大統領選を議論

するのは適切ではない。ベネズエラにとって緊急の課題

は自由を取り戻すことだ。」 

と述べた。 

 

 

 

経 済                        

「１００ボリバル札使用期限 ３月まで延長」           

 

１月１８日付官報第４１，３２３号にて１００ボリバル

札の有効期限が更に２カ月間延長された。 

 

 

今回の延長により１００ボリバル札は３月２０日まで

使用できることになる。 

最新の公表値は１７年１１月時点のものだが、以下が紙

幣別の国内流通額。オレンジ色が１００ボリバル札。全

体の約１０％を占めている。 

 

 

 

「野村証券 １２カ月以内に発行体デフォルト」         

 

野村証券はベネズエラ債券を保有する顧客向けレポー

トで、数カ月にわたる支払いの遅延と政情の不透明さを

理由に、ベネズエラ債券からの投資資金の流出が起きて

いると指摘、今後１２カ月以内に政権交代が起きる可能

性が高まっていると分析した。 

 

加えて、新政権はハイパーインフレーションを克服する

ために必要な経済改革と債務再編問題に取り組むこと

が喫緊の課題になると分析した。 

 

外貨流入の減少によりマドゥロ政権は経済を維持する

ことが更に困難になるため、政権維持は困難だとの見方

を示した。 
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社 会                       

「レオポルド・ロペス党首妻 女児出産」          

 

１月２２日 大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党

首の妻、リリアン・ティントリ氏が女児を出産した（報

告時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.14」８月１日

付の記事参照）。 

 

名前はフレデリカ・アントニエタ。 

ティントリ氏は自身のツイッターで喜びの報告をした。 

 

「ようこそ、フレデリカ。あなたの誕生は我々にとって

救いだ。レオポルドが出産に立ち会えないのは残念だが、

娘が誕生した。我々が更に強くなる理由になると確認し

ている。自由と希望の光のために戦い続ける。」 

 

 

（写真）リリアン・ティントリ氏ツイッター 

 

 

 

「抗議行動で治安部隊と衝突 ４名が怪我」              

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首が１月２２日にカラカスの「La Plaza Las Tres 

Grandes」で抗議行動を呼びかけている記事については

「ベネズエラ・トゥデイ No.86」１月１５日付の記事で

報告した。 

 

想像通り同日は治安部隊と集まった野党支持者との衝

突が起きた。報道によると少なくとも４名の負傷者がで

たようだ。 

 

 

 

 

（写真）La Patilla“Juan Peraza 氏” 

“１月２２日 治安部隊と衝突する野党支持者ら” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37b6d9f01264a64a4b8138c321ab804a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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２０１８年１月２３日（火曜）             

政 治                       

「PSUV 副党首 ４月末までに選挙実施を提案     

 ～国内外から非難殺到 メキシコ交渉離脱～」        

 

１月２３日 ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の副

党首で制憲議員でもあるディオスダード・カベジョ氏は

大統領選挙を１８年４月３０日までに実施することを

提案した。 

 

「欧米諸国はマスコミを使いベネズエラにリンチを加

えることで、ベネズエラ国民の心理的な闘争と対立をあ

おっている。制憲議会に対して４月３０日よりも前に大

統領選を行うことを提案する。 

 

介入主義国は我々に対して強制を強いるが、ベネズエラ

のことはベネズエラ国民が判断する。外国に対しては

我々の意志を尊重することを求める。」 

と述べた。 

 

今回の宣言を受けて国内外から非難が殺到している。 

 

まず専門家の見解から見れば、選挙組織法に違反してい

る。大統領選を実施は最低でも６カ月間の期間を置く必

要がある。大統領選を４月中に行うということは３カ月

以内に大統領選を実施することになるため選挙組織法

に違反している。 

 

他、選挙管理委員会（CNE）５名の中で唯一の野党派閥

役員であるエミリオ・ロンドン氏は３カ月間で透明で自

由な選挙を行う準備をするのは不可能だとの見解を示

した。 

 

また世論調査会社ダタアナリシスのビセンテ・レオン社

長はカベジョ制憲議員の提案は与野党交渉が決裂した

ことを意味していると述べた。 

 

他、ベネズエラ主導党（VV）のアルゼンチン支部はラテ

ンアメリカ諸国に対して、ベネズエラ政府に制裁措置を

講じるよう求めた。 

 

外国も今回の提案を非難している。与野党交渉の野党側

付添国だったメキシコ外相はカベジョ制憲議員の提案

を受けて、付添国の役割を辞退すると発表した。 

また、チリ外相も付添国として与野党交渉への支持を続

けるか検討すると発表した。もはや与野党交渉の継続は

絶望的と言えるだろう。 

 

 

（写真）制憲議会ツイッター 

“４月末までに大統領選実施を提案するカベジョ議員” 

 

「マドゥロ大統領 与党候補でほぼ確実か        

  ～２月４日の党大会で与党候補が決定～」           

 

ディオスダード・カベジョ制憲議員は４月末までの大統

領選実施の提案に加えて、マドゥロ大統領を与党の統一

候補にすることも提案した。 

 

カベジョ制憲議員は与党ナンバー２の実力者で軍部出

身者として強い権力を持っている。同氏がマドゥロ大統

領の出馬を支持した意味は大きい。 

 

他方、マドゥロ大統領はカベジョ制憲議員の提案に呼応

した。 
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「制憲議会の決定を尊重する。今後 CNE が正式な日程

を発表することになるだろう。 

 

私はベネズエラに対して尽くす謙虚な労働者として発

言する。もし与党と与党派閥の政党と国民が、私が与党

候補として出馬することを望むのであれば、私は再び大

統領候補になる意志がある。」 

 

また、２月４日に「全国国民会議（党大会）」を開き、

PSUV の大統領選統一候補を決定すると発表した。なお、

次の大統領選は２０１９年～２０２５年の大統領を選

ぶ選挙となる。 

 

ラミレス元国連大使は Aporrea の記事でマドゥロ大統

領に対して与党統一候補を決めるための予備選を実施

するよう呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.88」

１月２１日付の記事参照）。 

 

２月４日に与党の大統領統一候補を決定するというこ

とは予備選を行わずに与党の統一候補が決まるという

ことになる。 

 

世論調査会社のアンケートでも野党には多くの大統領

候補の名前が挙がっているが、与党側では事実上マドゥ

ロ大統領しか名前があがらない。 

 

２月４日の決定を待つ必要があるが、基本的にはマドゥ

ロ大統領が再出馬する方向で決定と考えていいだろう。 

 

なお、米国国務省のヘザー・ノーアート報道官は、マド

ゥロ大統領の再出馬について記者から質問されると 

「私はそれを知らなかった。信じられない。全く良い考

えだとは思わない。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

「ファルコン AP 党首 明日、予備選出馬発表か」         

 

現地の報道関係者が AP のメディア窓口から入手した

情報によると、元ララ州知事で発展進歩党（AP）党首の

ヘンリー・ファルコン氏は大統領選に出馬することにな

りそうだ。 

 

正式な発表は１月２４日（水曜）１１時からカラカスの

有名なホテルで行われるとの情報が流れている。一方で

野党の統一候補として予備選に参加するのかどうかは

不透明だ。 

 

１月２３日 ファルコン党首は記者に対して、野党は予

備選ではなく、政党内の合意で統一候補を決めるべきだ

との見解を示した。 

 

「野党は統一候補が決められることになるだろう。我々

は政党内の話し合いで候補を決めることを勧めている。」 

と述べた。 

 

「ウィークリー・レポート No.29」でも指摘したが、予

備選では行動民主党（AD）ラモス・アジュップ幹事長

に軍配が上がる可能性が高い。 

 

他方で、野党支持者以外の中立層を含めて妥当な判断を

下すのであればファルコン党首が望ましいという結果

が出ている。このような理由からファルコン氏は野党政

党内での話し合いで統一候補を決めることを望んでい

ると思われる。 

 

他方で予備選の実施を主導しているのはアジュップ幹

事長だ。同氏は早くから大統領選の出馬意思をちらつか

せていた。昨年１２月の全国市長選への出馬を巡っては

第一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）の方針に従ったが、

予備選については AP に譲る気は無いように思える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb053d90279813ba57b8e9db2a254205.pdf
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「リマグループにガイアナ、サンタルシアが加盟」         

 

１月２３日 マドゥロ大統領を非難する米州１２カ国

で構成されるリマグループにガイアナとサンタルシア

が加わった。 

 

同日リマグループとして以下の声明を発表した。 

 

「人命を損なう暴力的な行為を非難する。同時にベネズ

エラ政府に対して人権を保障するための緊急的な措置

を講じるよう求める。基本的人権を保障し、社会平和を

回復させるよう求める。 

 

また、法外と思える武力行為に対しての中立的な調査を

要請する。」 

 

同発表は１月１５日に殺害された元犯罪科学捜査班

（CICPC）のオスカル・ペレス元捜査官と協力者６名の

襲撃事件について述べている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.86」１月１５日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「ペトロ 最初は外貨建てで売却」            

 

１月２３日 デジタル通貨監督局のカルロス・バルガス

局長は、ペトロについて初期段階は外貨でのみ購入でき

るようにすると発表した。つまり、ボリバルでペトロを

購入することはできない。 

 

ベネズエラの問題は外貨不足だ。民間企業は外国の財・

サービスを購入するために外貨を欲しがっている。 

もし、ペトロは外貨ではないと買えないとすれば外貨不

足に悩む企業の問題解決にはならない。公式な手段で外

貨をボリバルに両替したい人には有効かもしれないが、

そういった要望はベネズエラ全体で見れば少数派だろ

う。 

 

バルガス局長は最初のステップだけは外貨で競売する

と述べており、その後はボリバルとペトロを国内の金融

機関で交換できるようになる。と述べている。 

 

また、ボリバルとペトロの為替レートはいくらかとの質

問に対してはコメントを避けた。ペトロの運用は２月～

３月には開始されると考えられている。 

 

「１２月の食費は１，６５０万ボリバル」         

 

１１月の生活コストの上昇があまりに激しく情報の正

確性を疑問視したが、１２月の調査結果を見る限り間違

っていないようだ。 

 

家庭の生活コストを調査する CENDAS-FMV は１７年

１２月の食費（５人家族が特段の贅沢をすることなく食

事した場合の費用）を公表した。 

 

それによると１２月の食料コストは１，６５０．１万ボ

リバルで先月比１２９．５％上昇した。１１月から国内

のインフレが異常な速度で早まっている。どんなに給料

を上げてもインフレに追いつかず、社会的に危険な状態

と言えるだろう。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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「食料品輸出禁止令が発効」              

 

１８年１月１９日付官報第４１，３２４号で食品の輸出

を一時的に停止する措置が公布された。同措置は官報公

布から６カ月間有効と書かれているので、７月中旬まで

続くことになる。 

 

輸出を禁止された食品は加工品だけではなく原材料な

ども含む。また、法人だけではなく個人に対しても適用

されると書かれている。また、食料品を輸出する者は為

替協定３４号に沿って輸出されていることを政府当局

が証明する書類の提出が必要と書かれている。 

 

駐在員や日本人出張者にとって、懸念されるのはチョコ

レートやコーヒーではないか。チョコレートやコーヒー

は日本に帰国する際に購入する定番のお土産だ。 

 

対象外の可能性もあるが、軍人に見つかった場合は没収

や罰金が科せられる懸念がありそうだ。 

 

以上 

 


