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（写真）野党連合（MUD）ツイッター “１月２７日 行動民主党の政党更新プロセスに参加する国民” 

 

２０１８年１月２６日（金曜） 

 

政 治                    

 「PJ 政党更新プロセスへの参加を発表」 

「国連 与野党交渉での問題解決を支持」 

 「UNT 女性議員 大統領選出馬の可能性」 

経 済                    

 「デジタル通貨マイニングの養成校設立を発表」 

 「原材料不足でコルゲート工場 稼働停止の危機」 

 「サアブ検事総長 PDVSA は倒産状態と発言」 

社 会                    

「CONATEL 通信会社に国際電話の稼働を強制」 

２０１８年１月２７日（土曜） 

 

政 治                   

 「アジュップ AD 幹事長 与野党交渉参加を宣言」 

「AD と PJ の政党更新手続き始まる 

～署名参加者は想定より増えず～」 

 「与党 新政党 Somos Venezuela を結成 

～党首はデルシー・ロドリゲス制憲議長～」 

経 済                   

 「最高裁 ポラール社に再雇用を命じる」 

 「国営石炭公社 石炭４．４万トンを輸出」 

 「原油価格 １バレル６１．３６ドル」 
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２０１８年１月２６日（金曜）             

政 治                       

「PJ 政党更新プロセスへの参加を発表」       

 

１月２６日 第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ幹事

長は PJ も政党更新を行うと発表した。 

 

VP と PUENTE は制憲議会の不当な決定には従えない

として、政党更新プロセスを受けることを拒否し、解散

する予定だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.88」１月１９

日付の記事参照）。 

VP は自身の党を解散させる一方で、野党連合（MUD）

を更新するよう他党に呼びかけていた。PJ も MUD の

更新に合意していたが、最高裁の裁定により MUD の更

新は禁止された（「ベネズエラ・トゥデイ No.90」１月

２５日付の記事参照）。 

 

１月２５日 CNE のタニア・デアメリア役員は PJ が政

党更新を行う意志をはっきり示していないと非難し、方

針を明確に示さなければ、政党更新プロセスを進めるこ

とができないと発言していた。 

 

これらの動きから１月２６日 PJ は政党更新プロセス

を受けることを正式に発表した。なお、行動民主党（AD）

は最初の段階から政党更新プロセスを受けることを明

確にしており、着実に準備が進んでいた。 

 

AD と PJ は１月２７日、２８日の２日間で全国２３州

＋カラカス首都区を合わせて２４地域のうち１２地域

で登録されている有権者数の０．５％の署名を集める必

要がある。 

 

 

（写真）第一正義党ウェブサイト 

“トマス・グアニパ PJ 幹事長” 

 

「国連 与野党交渉での問題解決を支持」          

 

１月２６日 国連の Farhan Haq 報道官はベネズエラの

情勢に関する質問について 

 

「国連は引き続きドミニカ共和国での交渉をすすめる

与野党のリーダーたちの努力を支援している。双方はベ

ネズエラにとって必要な合意に至ることが出来ると信

じている。」 

２０１８年１月２８日（日曜） 

 

政 治                  

 「AD 政党更新要件を達成」 

 「PJ 政党更新要件未達、２月に再署名」 

 「カプリレス氏 候補の話し合い決定に賛成」 

 「ラミレス元国連大使 米国との密約に言及」 

経 済                  

 「民間セクターの外貨建社債発行 

再開しても需要がない」 

社 会                  

 「ペレス派閥による団体結成の動き」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a464013bb10ace31518f0720492d1f1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
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国連のグティエレス事務局長はこれまで繰り返し与野

党双方、国際社会に対して 

「一方的な非難は交渉での問題解決を難しくする。」 

との懸念を示してきた。 

 

「UNT 女性議員 大統領選出馬の可能性」                 

 

恐らく候補にはなり得ないと思うが、報道で少し流れて

いるので念のため言及する。 

 

政治学者のゲルナンド・ミレス氏は大統領選の野党統一

候補として新時代党（UNT）のデルサ・ソロルサノ氏が

ふさわしいとツイッターで投稿した。 

 

デルサ・ソロルサノ氏は女性議員で、１８年の国会議長

候補として名前はあがったが最終的に選ばれなかった。 

ペレスCICPC元捜査官と本件で殺害された家族のため

の基金の設立を提案するなど人道、人権を前面に主張す

るスタンスの議員と言える。 

 

野党支持者の中では悪いイメージがあまりない女性だ

が、そもそも知名度が低い。大統領選の候補になるのは

まだ早すぎる印象だ。 

 

 

（写真）デルサ・ソロルサノ氏ツイッター 

 

 

 

経 済                         

「デジタル通貨マイニングの養成校設立を発表」          

 

１月２６日 マドゥロ大統領は若者向け政治イベント

に参加し、大統領選への出馬を改めて表明した。また、

祖国カードを持っている学生に対しては奨学金を給付

すると発表した。 

 

また、ベネズエラ政府が運用を検討しているデジタル通

貨「ペトロ」の運用は若者のデジタル技術にかかってい

るとして、デジタル通貨のマイニングを行う若者を要請

するための学校を設立すると発表した。 

 

マドゥロ大統領の発言によると、この養成校は「ペトロ」

に限らず他のデジタル通貨のマイニングも行うようだ。 

 

通常のデジタル通貨はマイニング（取引の整合性を確認

するための計算処理を一般の人が手伝う行為）を行うと、

マイナー（マイニングを行う個人・法人）は報酬として

そのデジタル通貨を受け取ることが出来る。 

 

マイニングは大量の電力を消費するが、ベネズエラの電

力料金が異常に安いため、国内のマイナーは莫大な利益

を得ているとの話は事実だ。 

 

「ペトロ」がどのような仕組みになるかはまだ明らかに

なっていないが、通常のデジタル通貨は匿名性が高く、

取引相手がベネズエラ政府かどうかを特定することは

困難で、制裁回避策になり得ると思われる。 

 

「原材料不足でコルゲートの工場 稼働停止の危機」        

 

米国の日用品メーカー「コルゲート・パーモリーブ」は

歯磨きペーストのメーカーとしてベネズエラでは確固

たる地位を占めている。 
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同社の歯磨きペーストはカラボボ州のバレンシア工場

で作られているが、工場は稼働停止の危機にある。 

 

現地紙エル・エスティムロの取材に答えた同社労働組合

関係者は 

 

「先週木曜日にコルゲート本社に対し、価格統制庁

（SUNDDE）が商品小売価格を１２月時点の価格に下

げさせたことで操業を続けることが出来なくなった。 

来週（通達の時点での来週なので今週）から工場の全生

産ラインを稼働停止すると発表があった。 

 

金曜には洗剤工場の稼働が止まった。まだ在庫が少し残

っているので生産が再開する可能性はある。SUNDDE

は自身が行った措置を十分に精査しないと、コルゲート

の工場は完全に稼働を停止してしまう。」 

とコメントした。 

 

同社は１，３００人の労働者を雇用しているようだ。 

 

 

（写真）コルゲート社の歯磨きペースト 

 

「サアブ検事総長 PDVSA は倒産状態と発言」             

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.90」１月２５日付の記事で

サアブ検事総長がラミレス元国連大使を国際指名手配

すると発表した記事を紹介した。 

 

 

サアブ検事総長はラミレス元国連大使が PDVSA を汚

職に巻き込み、基幹産業を崩壊させたと非難していた。 

 

一連の発言の中で、サアブ検事総長は 

「PDVSA を倒産に追い込んだ。」 

と発言している。 

 

この発言に深い意味は無いと想像するが、深読みすれば

懸念も出てくる。 

 

現在の PDVSA はラミレス元国連大使（当時、PDVSA

総裁）のマネジメントが原因で崩壊状態にあるというの

が政府の主張だ。そのために現在は軍部出身のマニュエ

ル・ケベド氏に PDVSA の舵取りを任せている。 

しかし、一度 PDVSA を倒産させ、軍部主導の石油公社

を新設し直すという説明付けが立たないわけではない。 

 

大統領選が終わるまでは「PDVSA が倒産」という話は

出てこないと思うが、全くあり得ない話とは言えないの

ではないか。 

 

社 会                        

「CONATEL 通信会社に国際電話の稼働を強制」          

 

国家通信委員会（CONATEL）は国内の固定電話、携帯

電話の通信会社各社を召集し、国際電話がつながるよう

な措置を取ることを義務付けた。 

 

CONATEL の召集に応じたのは Cantc Movilnet、

Telefonica（Movistar）、Digitel、123.com、Convergencia、

Multiphone、Top Comunication Estigia、Totalcom、

Corporacion Telemic （ Inter ）、 Vitcom 、 Solciones 

Latincom。 

 

参加企業は国際電話を使えるようにするとの誓約書に

署名したようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf
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なお、国際電話の新価格は以下の通り。固定電話は１秒

７５．２７５ボリバル、携帯からは１秒１５０ボリバル

かかる。なお、ベネズエラは日本と違い、コンマは小数

点で使用し、点は千、百万などで使用する。 

 

 

（写真）CONATEL 

 

２０１８年１月２７日（土曜）             

政 治                       

「アジュップ AD 幹事長 与野党交渉参加を宣言」        

 

行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長は、１

月２９日の与野党交渉に参加する意志を示した。 

 

１月２５日の時点でドミニカ共和国は１月２８、２９日

に与野党交渉が再開すると発表していたが、最終的に１

月２９日に実施することになったようだ。 

 

「もし政府が約束を守らず、不当な行為を続けるのであ

れば問題を訴えるのは与野党交渉が一番だ。国際社会が

政府を広く非難することになるだろう。」と述べた。 

 

一方で、野党政治家、支持者を中心にアジュップ AD 幹

事長のスタンスに異論を唱える声も多い。 

アジュップ AD 幹事長の発表を受けて、同氏を非難する

ツイッターのコメントが多く投稿されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「AD と PJ の政党更新手続き始まる               

      ～署名参加者は想定より増えず～」           

 

１月２７日 政党更新のための署名集め１日目が始ま

った。２８日までに１２州で各州有権者の０．５％の署

名を集める必要がある。 

 

MUD の政党更新の禁止措置を受けたにもかかわらず、

制憲議会の方針に従う AD、PJ への失望からか署名参加

者はあまり多くないとの報道が流れていた。 

 

一方で MUD のツイッターではチャカオ市の署名会場

の写真（下の写真）が掲載されており、盛況ぶりを報じ

ていた。 

 

 

 

（写真）署名会場の様子 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１月２６日～１月２８日報道           No.０９１   ２０１８年１月２９日（月曜） 

6 / 9 

 

「与党 新政党 Somos Venezuela を結成           

  ～党首はデルシー・ロドリゲス制憲議長～」              

 

ニコラス・マドゥロ大統領は与党系の新しい政党の発足

を発表した。新しい政党は「 Movimiento Somos 

Venezuela（我々はベネズエラ行動党）」。この政党はデ

ルシー・ロドリゲス制憲議長が代表を務める。 

 

情報筋の話では、故チャベス元大統領が存命だったころ、

マドゥロ大統領は２００６年～１２年まで外相を務め

ていたが、デルシー・ロドリゲス氏（大統領府担当相な

どを務めていた）も外相を狙っており両者はライバルだ

ったようだ。その後、デルシー・ロドリゲス制憲議長は

マドゥロ大統領の右腕になり、制憲議長として同氏の信

頼を得ている。 

 

また、兄のホルヘ・ロドリゲス氏も情報通信相で与野党

交渉の与党代表とロドリゲス兄妹はベネズエラ与党で

強い権力を握っている。 

 

なお、急進野党として知られるベネズエラ主導党（VV）

と国民勇猛同盟（ABP）を中心に発足している野党系の

市民団体の名前は「Soy Venezuela」。同団体への当てつ

けだろう。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

“デルシー・ロドリゲス制憲議長” 

 

経 済                         

「最高裁 ポラール社に再雇用を命じる」            

 

最高裁判所は大手食品メーカー「ポラール社」に対して

過去に解雇した労働者の再雇用を命じた。 

 

ポラール労働組合のフランク・ケハーダ氏はバレンシア

のビール工場で務めていた４名の労働者を再雇用する

判決を勝ち取ったと発表した。 

 

当時、メンドーサ社長は原材料購入のための融資を結び

原材料を購入できる状態だったにも関わらず、原材料が

不足していることを理由として解雇を通告されたこと

が不当解雇に当たるとして裁判所判事が４名の再雇用

を命じた。 

 

ケハーダ氏は２０１６年 4 月から同社だけで約１万人

の労働者が解雇され、そのうち６，０００人は解雇同意

書に強制的に署名させられたと話している。また、解雇

された人の中には退職金を受け取っていない者もいる

ようだ。 

 

これまで何度か紹介してきたが、同社のロレンソ・メン

ドーサ社長は野党統一候補として、大統領選への出馬を

期待されている人物だ。同氏が出馬すれば、まっとうな

方法で与党が勝利するのはかなり難しい。 

 

考えすぎかもしれないが今回の判決は政府としてはポ

ラール社を罰する準備は出来ているという圧力と取れ

なくもない。 

 

「国営石炭公社 石炭４．４万トンを輸出」         

 

１月２７日 ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相

は北アイルランドに向けて石炭４．４万トンを輸出した

と発表した。 
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輸出したのは国営の石炭採掘会社Carbozulia。２０１

８年で最初の輸出になる。 

ベネズエラで石炭が多いのはコロンビア国境に近いス

リア州の地域。筆者自身は詳しくないが、石炭に詳し

い方曰く、同国の石炭は品質が良いらしい。 

 

ビクトール・カノ鉱業相は「２０１８年は年間で１３

０万トン、つまり毎月２隻の石炭を輸出することが目

標」としている。 

 

Carbozuliaは２０１７年に中国企業ら（Interamerican 

Coal、China Cance、Yan Koang Group）と石炭開発で

協定を結んでいる。 

 

「原油価格 １バレル６１．３６ドル」        

 

１８年１月２２日～１月２６日のベネズエラ産原油の

平均価格は６１．３６ドル／バレルで前週の６１．２８

ドルから０．０８ドル上がった。 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１月２８日（日曜）             

政 治                       

「AD 政党更新要件を達成」              

 

１月２８日 行動民主党（AD）は政党更新のために必

要な要件（１２州で各州有権者０．５％の署名を集める）

を達成したと発表した。 

 

２８日１８時時点の AD と PJ の各州の署名集め実績は

下表の通り。０．５％を超えたのは以下の１６州。 

 

アマゾナス州、アンソアテギ州、アプレ州、バリナス州、

コヘーデス州、デルタアマクロ州、グアリコ州、ララ州、

メリダ州、モナガス州、ヌエバエスパルタ州、ポルトゥ

ゲサ州、スクレ州、タチラ州、トゥルヒージョ州、バル

ガス州（ファルコン州も０．５％を超えていると書かれ

ているが、エクセルを確認する限り越えていない。） 

 

１０月の州知事選で AD 所属党員が勝利した４州（アン

ソアテギ、タチラ、ヌエバエスパルタ、メリダ）は要件

である０．５％を倍以上超えている。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１月）

（出所）ベネズエラ石油省
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「PJ 政党更新要件未達、２月に再署名」           

 

他方で第一正義党（PJ）は１２州で０．５％を超えるこ

とが出来なかった。前ページの表には PJ の結果も公表

している。 

 

０．５％を超えることが出来たのはコヘーデス州とバル

ガス州の２州のみ。半分に満たない州も多かった。 

 

PJ のリーダーであるエンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事も１２州で有権者０．５％以上の署名を集めるこ

とが出来なかったことを認めている。 

 

PJ は声明を発表し、 

「PJ は、署名集めを開始する１５時間前に政党更新プ

ロセスへの参加を決定し、十分な準備が出来なかった。

CNE のスケジュールでは、予備的な措置を用意してお

り２月３日（土曜）～４日（日曜）に再度、署名集めを

行う。」と発表している。 

 

政党更新ができたかどうかの第一報は２月５～７日に

CNE が発表する予定だ。 

 

「カプリレス氏 候補の話し合い決定に賛成」              

 

第一正義党（PJ）のリーダーであるエンリケ・カプリレ

ス元ミランダ州知事は野党の統一候補を野党内での合

意で決めるべきだとの見解を示した。 

 

同氏はミランダ州知事の頃、公共入札事業に関連して会

計監査庁から不正を訴えられており、１５年間は公職に

出馬することを禁止されている。 

 

とは言え、野党内での同氏の発言力は強く、今後の方針

に影響を与えることになりそうだ。 

 

 

カプリレス氏の主張では 

「４月に大統領選を行うということであれば、もう予備

選を行っている余裕はない。野党のキャプテンは話し合

いで決めるべきだ。」 

 

これで野党内での合意で統一候補を決める主張をして

いる主要な政治家は同氏とヘンリー・ファルコン元ララ

州知事の２名になる。 

 

他方で、予備選で野党統一候補を決めることに賛成して

いるのはヘンリー・ラモス・アジュップ AD 幹事長とア

ンドレス・ベラスケス La CAUSA R 党首の２名。 

 

結論が先延ばしになれば野党内の合意しか方法が無く

なるだろう。 

 

「ラミレス元国連大使 米国との密約に言及」              

 

ラミレス元国連大使は、現地情報サイト Panorama にオ

ピニオン記事を投稿した。 

 

サアブ検事総長による指名手配は事実無根であり、汚職

ではなく政治的な迫害のために自分を指名手配してい

ると反論し、サアブ検事総長を非難した。 

 

また、マドゥロ大統領は米国政府と水面下で交渉を行っ

ており、政府内の特別コミッショナーが米国政府に提案

をしている。その提案の中にはベネズエラの石油資源の

権益を譲る話がある。また、野党の関係者に石油鉱区を

譲る話を進めているとマドゥロ政権を非難した。 

 

現在のところ記事の真相を裏付ける情報は出ていない。 
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経 済                       

「民間セクターの外貨建社債発行            

          再開しても需要がない」            

 

中央銀行のペドロ・マルドナード外貨競売委員会代表は、

新しい為替協定は民間セクターに外貨建債券の発行を

許可すると説明している（「ベネズエラ・トゥデイ No.90」

１月２５日付の記事参照）。 

 

だが、専門家の見解では当時と今では状況が全く違うの

で民間セクターで外貨建ての債券を発行する会社はほ

とんどいないだろうとの見解を示した。 

 

理由は以下の３点。 

 

１．民間セクターの投資意欲減退 

２０１０年頃の景気の良い時期であれば、民間セクター

が新規投資を行う意欲があったが、今の企業は最低限の

活動を維持することで限界。債務を増やして新たな投資

を行おうという企業は少ない。 

 

２．債券発行利息が高すぎる 

ベネズエラの外貨不足は深刻で、過去の支払いさえもで

きていない。外国はベネズエラ企業に投資することはリ

スクが高すぎると感じている。 

発行体はリスクに見合ったリターンを提供しなければ

いけないので社債発行コストが異常に高くなる。 

 

３．政府のコントロールが不安 

２００９年当時は「ペルムータ」というシステムで外貨

と現地通貨の為替レートが需要と供給の原則で決まっ

ていたが、新しい為替協定３９号が需要と供給で為替レ

ートを決めるシステムかどうか分からない。仮にそうで

あったとしても変更する可能性があるし、信頼できない。 

 

 

 

社 会                       

「ペレス派閥による団体結成の動き」            

 

１月２８日 オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官の関係

者が運営していたツイッター「Equilibrio Nacional por 

Venezuela（ベネズエラのための国家均衡）」はベネズエ

ラに自由を取り戻すための活動を続けると投稿した。 

 

同組織は Anonymous Venezuela、Resistencia Venezuela、

Soldados de Franelas などと共同で活動を行っていると

投稿している。 

 

Anonymous はハッカー系、Resistencia は街頭での抗議

系など多少の違いはあるがどの団体も違法あるいは暴

力的な手段で国を変えようとする団体だ。 

 

ペレス元 CICPC 捜査官の死後、同氏の方針を肯定する

風潮が高まっている。 

 

ベネズエラ国民全体で見れば、暴力的な行為を肯定する

人が多数になるとは思えないが、今後ゲリラ的な組織が

治安を脅かす可能性はあるだろう。 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24e26eb0d3051f46191a6ad7778e8e96.pdf

