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（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相ツイッター “１月３１日の与野党対話の風景” 

 

 

２０１８年１月３１日（水曜） 

 

政 治                    

 「与野党交渉はプレ合意で意見が分かれる 

～政府は４月８日大統領選実施を提案～」 

「米国国務長官 マドゥロ政権を非難」 

 「AP 党首 世論調査による統一候補選定を提案」 

 「ガイアナとの国境問題 CPI の介入を拒否」 

経 済                    

 「ペトロのホワイトペーパーを公開」 

 「新 DICOM は１㌦４．６～８万ﾎﾞﾘﾊﾞﾙと予想」 

社 会                    

 「検事総長 PDVSA 関係者７名を追加で逮捕」 

２０１８年２月１日（木曜） 

 

政 治                   

 「英国 ベネズエラへの制裁を国内法化」 

 「チリ 与野党交渉離脱を発表」 

 「米シャノン国務次官 辞職を発表」 

 「CNE 大統領選は１７政党が参加」 

経 済                   

 「新 DICOM 現金での外貨両替手数料は５％」 

 「クライスラー現地会社 連結から除外」 

 「租税単位（UT）はなくなるのか」 

社 会                    

 「コロンビア ベネズエラ人への対応策発表」 
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２０１８年１月３１日（水曜）             

政 治                       

「与野党交渉はプレ合意で意見が分かれる           

   ～政府は４月８日大統領選実施を提案～」       

 

１月３１日 ドミニカ共和国で３日目の与野党交渉が

行われた。同日も双方は合意に至らず２月５日（月曜）

に交渉が再開されることになった。 

 

交渉の仲介を務めるドミニカ共和国のミゲル・バルガス

外務相は「交渉には十分な進展があった。今後、数日間

かけて双方が関係者と相談をする。そして、月曜には与

野党が最終合意に至ることを信じている。」と発言した。 

 

一方でドミニカ共和国のメディナ大統領は対話に進展

があったという点については認めたものの、まだいくつ

か合意に至っていない案件もあると補足し「すべてが合

意に至っていない現時点では何も合意に至っていない

のと同じだと認識している。」とコメントした。 

 

与党の交渉窓口を務めるホルヘ・ロドリゲス情報通信相

は、プレ合意を結んだと言及、月曜日には最終合意に至

るだろうと意欲を示した。 

マドゥロ大統領もテレビで与野党交渉の進捗を発表。自

分の手元には与野党交渉の事前合意内容を記したコピ

ーがあると発言した。 

 

他方、野党側はプレ合意の存在を否定している。 

「全てが合意に至るまでは何も合意していないと考え

ている。交渉はまだ生煮えの状態だ。我々がより満足で

きる内容になるはずだ。事前合意を記したコピーがある

というマドゥロ大統領の発言は虚偽だ。」 

と否定した。 

 

 

 

野党側交渉団のアドバイザーを務めているホルヘ・ロイ

氏（元ベネズエラ経団連会長）は、与野党合意で合意に

達していないのは選挙テーマと制憲議会を認めるかど

うかの２点だ。 

 

また、ロイ氏は「政府側は４月８日に大統領選を実施し

たいと提案しているが、野党は遅らせるべきだと考えて

いる。」とコメントした。 

 

筆者も１２月に関係者から政府が４月８日に選挙をし

たいと考えているという話を聞いている。恐らくこの話

は事実ではないかと想像している。 

 

「米国国務長官 マドゥロ政権を非難」         

 

米国のティラーソン国務長官はベネズエラ政府につい

て改めて非難した。ティラーソン国務長官は２月にラテ

ンアメリカ諸国を周遊するが、その目的の一つにベネズ

エラ対策が含まれている（「ベネズエラ・トゥデイ No.92」

１月３０日付の記事参照）。ティラーソン国務長官の主

な発言は以下の通り。 

 

1. ベネズエラを民主主義秩序のある、過去の偉大な国

に戻すために引き続きマドゥロ政権に制裁による圧

力をかける。 

2. ベネズエラ国民は自国民を搾取する汚職政権に苦し

められている。 

3. マドゥロ政権がベネズエラ危機の責任者だ。 

4. 我々は平和的なベネズエラ問題の解決を求めている。

暴力的な手段よりも平和的な道があるのであれば、

その方が望ましい。 

5. ベネズエラの厨房が熱くなりすぎて彼（マドゥロ大

統領）の手に負えなくなれば、彼はキューバに亡命す

ると考えている。キューバにはよい農園や海岸があ

り、彼はゆっくりと暮らすことが出来るはずだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a2d9364d952eae891be6637949b4354.pdf
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6. ベネズエラは南米で最も繁栄を約束された国であり

ながら、世界的に見ても貧困層が多い悲惨な状況に

陥っている。腐敗した暴力的なマドゥロ政権は国民

の夢を奪っている。 

7. 世界はベネズエラの状況に目を向け始めている。ベ

ネズエラは餓死者が出ており、略奪も頻発している。

病人も十分な医療サービスを受けることが出来てい

ない。 

8. 南米では軍人が政権交代を主導することがある。歴

史的に見てベネズエラも該当する。 

9. 米国はマドゥロ大統領を支援し民主主義を倒壊させ

た４０名超のベネズエラ政府関係者に制裁を科して

いる。ベネズエラに民主主義と自由選挙を実現させ

るために米国は引き続き制裁圧力をかける。 

10. ここ数カ月で５０万人のベネズエラ人がコロンビ

アに入国した。ベネズエラが崩壊の可能性がある証

拠と言える。 

 

「AP 党首 世論調査による統一候補選定を提案」                  

 

発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首は、野党

の統一候補を決めるために予備選挙ではなく、世論調査

会社のアンケート結果を活用することを提案している。 

 

名前があがっている調査会社は以下の７社。 

・Datanalisis 

・Delphos 

・Ivad 

・Consultores２１ 

・Keller Datincorp 

・Hintelaces 

・Gente de Mercado 

 

上記の会社に出馬を立候補した野党候補の人気を確認

してもらう。 

 

 

「ウィークリーレポート No.29」の最後でも述べたが、

予備選挙の場合はアジュップ AD 幹事長が有利になり

そうだが、アンケート調査ではファルコン AP 党首に軍

配が上がる可能性が高い。 

 

現在のところ野党統一候補を決める手段は決まってお

らず、国民から最も出馬を期待されているポラールのメ

ンドーサ社長の出馬意志も明らかになっていない。 

 

「ガイアナとの国境問題 CPI の介入を拒否」                  

 

ベネズエラはガイアナとの国境が定まっていない。双方

で領土の境界線を主張しているからだ。 

本件について国連で議論がされてきたが話し合いで合

意に至らないため、１月に国連が国際司法裁判所（CPI）

で結論を出すよう求めていた。 

 

ガイアナ側は CPI での問題解決を受け入れる姿勢を見

せていたが、１月３１日にアレアサ外相は国連の提案を

受け入れず、引き続き政治的な対話での解決を求めると

発表した。 

この地域は木材に加えて、金、ボーキサイト、ダイヤモ

ンド、マグネシウムなど豊富な天然資源が眠っていると

されている。 

 

 

（写真）La Radio del Sur 

“ガイアナとの国境紛争地域（斜線部分）” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bb053d90279813ba57b8e9db2a254205.pdf
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経 済                        

「ペトロのホワイトペーパーを公開」           

 

１月３１日 デジタル通貨「ペトロ」のホワイトペーパ

ーが一般公開された。 

 

ホワイトペーパーによると１億ペトロ（１ペトロが１バ

レルと同等の価値があるので、６０億ドル相当の価値が

ある）のうち４４％を最初に売却し、３８．４％を徐々

に 売 却 し 、 １ ７ ． ６ ％ は デ ジ タ ル 通 貨 監 督 庁 と

Supcacven という組織が留保するようだ。 

 

つまり、８２．４％相当の８，２４０万ペトロを市場に

流通させるとしている。 

 

ペトロは財・サービスの支払いに使用することが可能で、

ペトロ建ての税金の支払いも受け付けるようだ。公的部

門の取引も徐々にペトロ建てを拡大させるとしており、

１８年９月までに公的組織の取引の１０％はペトロ建

てにするとの目標を示している。 

 

ペトロについては公式サイト（www.elpetro.gob.ve）で

紹介されているがスペイン語だ。「ベネズエラ・トゥデ

イ」で紹介するにはボリュームが多すぎるので、次週の

「ウィークリーレポート」で紹介したい。 

 

「新 DICOM は１㌦４．６～８万ﾎﾞﾘﾊﾞﾙと予想」         

 

米国投資銀行トリノ・キャピタルのリサーチャーである

フランシスコ・ロドリゲス氏は新 DICOM の適正レー

トは４．６～８万ボリバルは必要との見方を示した。 

 

なお、経済調査会社 Aristimuño Herrera & Asociados の

セサル・アリストムニョ氏は２～４万ボリバルと予想し

ている。 

 

 

フランシスコ・ロドリゲス氏は 

「旧 DICOM の１ドル３，３４５ボリバルはボリバル

を過剰評価している。新 DICOM の違いは為替レート

だろう。 

 

また為替協定３５号が失効したことで、１ドル１０ボリ

バルがベネズエラから無くなった。現在ベネズエラには

新 DICOM しか公式なレートが存在していない。現時

点では評価のしようがないが、２０１８年４月頃から外

貨管理が自由になる可能性がある。」 

とコメントした。 

 

また、セサル・アリストムニョ氏は DIPRO が無くなっ

たことについて「外貨管理制度が緩和されたことを意味

し、良い方向に進んでいる。」と評価した。 

 

社 会                       

「検事総長 PDVSA 関係者７名を追加で逮捕」            

 

１月３１日 サアブ検事総長は PDVSA の汚職に関連

し、新たに７名に逮捕命令を出したと発表した。 

 

罪状は虚偽の緊急案件を作り出し、不必要なサービス契

約を結んだ疑い。Petropiar の役員らは産油量をねつ造

していた。産油量を増やすために水を使用していた。と

説明した。また、軍部系の警察組織（Digcim）の協力に

より Petropiar の幹部ら４名を逮捕したと述べた。 

 

名前があがった７名は 

Petropiar の Pedro Enrique Coronil 社長、Lorenzo Del 

Valle Aguilera オリノコプロジェクトの部長、Petropiar

総括部長の Anibal Velasquez 氏、Petropiar 契約担当部

長の Yecenia Del Carmen Aleman 氏、Petropiar 財務部

長の Evelin Quijada 氏、また Servicio y Construcciones 

Amuneza 社と IOnversiones Proluxo 社の社長。 

 

http://www.elpetro.gob.ve/
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２０１８年２月１日（木曜）             

政 治                        

「英国 ベネズエラ制裁を国内法として承認」        

 

欧州連合は１７年１１月１３日にベネズエラ向けの武

器輸出を禁止（「ベネズエラ・トゥデイ No.59」参照）、

１８年１月２２日に政府関係者７名に制裁を科した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」）。 

 

２月１日 英国はこれらの制裁について英国法で有効

とするための「Order ２０１８」を公布した。英国内に

居住する個人・法人および国外に居住する英国人に対し

て、制裁対象者との取引、武器輸出を禁止する内容。 

 

本法では武器の売却、関連サービスの提供、ファイナン

ス支援、技術支援、側面的なサポート、情報提供などを

禁止している。 

 

本制裁違反者への罰則なども明記されている。 

この制裁は２月２６日から英国で有効となる。 

 

「チリ 与野党交渉離脱を発表」           

 

２月１日 チリのエドガルド・リベロ外務次官は与野党

交渉の付添国の役割を無期限で退くと発表した。 

 

「自由で民主的な選挙を行うことを目的とした交渉に

障害が生じた。引き続き民主主義的な指標に基づいた選

挙ができることを願っている。」 

 

野党側の交渉付添国は当初、パラグアイ、メキシコ、チ

リの３カ国だったが、パラグアイは交渉が始まる直前に

辞退した。その後、メキシコは制憲議会が４月末までに

大統領選を行うとの提案を承認したことを理由に付添

国を辞退していた。 

 

 

加えて、チリが付添国を降りたことで野党側は付添国無

しで交渉を継続することになる。現在のところ２月５日

に交渉が再開される見通しだが、本当に実現するかはわ

からない。 

 

なお、与党側の付添国はボリビア、ニカラグア、セント

ビンセント・グラナディン諸島の３カ国。把握している

限りでは、これらの国が付添国を辞退したという発表は

無い。 

 

「米シャノン国務次官 辞職を発表」          

 

２月１日 米国ベテラン外交官であるトマス・シャノン

国務次官が辞職を発表した。 

 

シャノン国務次官は退職の理由について「個人的な理由

で家族の世話をしたい。米国国務次官として貴重な機会

を与えてくれた同僚と大統領に深く感謝をしている。」

と語り、トランプ政権への不満を口にすることは無かっ

た。 

 

シャノン国務次官はラテンアメリカに精通した外交官

として知られている。同氏の退職は米国のラテンアメリ

カへの政策に少なくない影響を与えることだろう。 

 

なお、筆者の知る限りシャノン国務次官はベネズエラ政

府に対しては穏健派だ。これまでも与党と米国の対話の

窓口として機能してきた人物だった。 

 

先月１月にシャノン国務次官がスペインを訪問した際

に、同氏が制裁を呼びかける発言に違和感をもっていた。 

 

ベネズエラに限った話ではないだろうが、トランプ政権

の中南米方針を快く思っていないことも辞職を後押し

したのではないだろうか。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da0873842c3b29beb03fefef86eaa7b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
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（写真）大統領府 

“１６年にシャノン国務次官と大統領が会談。当時、マ

ドゥロ大統領から友好的な対話だったと評価されてい

た。” 

 

「CNE 大統領選は１７政党が参加」         

 

２月１日 タニア・デアメリア役員は今年行われる大統

領選について１７政党が参加資格を有しているとツイ

ッターに投稿した。参加資格を確認している政党は以下

の通り（多いので政党略称で紹介）。 

 

AP、Copei、IPP、MAS、MEP、Mpapc、Nuvipa、ORA、

PCV、Podemos、PPT、PSUV、Somos Venezuela、

Tupamaro、UNT、UPP 89、UPV 

 

野党に属する政党は AP、Copei、MAS、UNT だろう。

加えて、AD と PJ が政党更新作業を行っている。 

 

仮に AD と PJ を加えると最終的に１９の政党が大統領

選に参加する資格を持っていることになる。 

 

 

 

経 済                       

「新 DICOM 現金での外貨両替手数料は５％」         

 

１８年１月３１日付の官報第４１，３３２号で為替協定

３９号の小売取引の手数料に関わる政令が発効された。 

 

両替所などで現金外貨をボリバルに両替する場合、手数

料は最大５％と高額になる。電信送金は４％。 

送金、トラベラーズチェック、小切手の手数料は最大

１％と書かれている。 

 

また、為替オペレーターは送金を受領するたびに、送金

者の情報、為替レートなど取引詳細を示す領収書を発行

することが義務付けられている。 

 

 

（写真）官報の該当部分を抜粋 
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「クライスラー現地会社 連結から除外」              

 

１月３１日 FCA Venezuela（旧クライスラー）のクリ

スチャン・ペレイラ社長はベネズエラ事業者の会計をク

ライスラーの連結から外すと発表した。 

 

「１７年１２月３１日をもって、同社の財務結果を連結

から外すことを発表する。これはベネズエラ会社の業績

が会社全体の数字に影響を与えないようにするための

措置だ。 

 

同社の労働組合曰く、 

「ベネズエラ政府は我が社に対して２億ドルの債務を

抱えている。FCA Venezuela を連結から外すということ

は売掛金の計上が外れることを意味する。 

 

１月３１日で FCA Venezuela の集団労働規約が期限を

迎えたが、労使交渉は進んでいない。他の会社も労使交

渉は進んでいないようだ。」 

と説明した。 

 

２０１７年 FCA Venezuela の通年の組み立て台数は

１８０台とされている。２２０日が稼働日数なので、１

日１台も生産できていない計算だ。 

 

ペレイラ社長は 

「自動車産業全体で見ても２０１７年の生産台数は２，

０００台程度で、生産能力の１～１．５％しか稼働して

いない。これまでも自動車セクターは非常に厳しかった

が、２０１７年は更にひどかったと言わざるを得ない。」

と述べた。 

 

FCA Venezuela は８４０人の雇用を抱えているが、その

うち７４０人は昨年１１月から自宅待機の状態。管理職、

メンテナンスサービス、監視員、食堂、看護士などが働

いているだけのようだ。 

 

「租税単位（UT）はなくなるのか」               

 

１月１９日付特別官報６３６０号で、最大最小域計算単

位（UCAU）を１０，８５０ボリバルにする。という政

令が発効された。 

 

UCAU というのは、これまでベネズエラになかった単

位。UCAU を説明する政令の中に租税単位（UT）に代

わる単位になるとの説明があり多くの憶測を呼んでい

るようだ。 

 

ただ、筆者の理解では UCAU はベネズエラ公的組織の

オペレーションには影響を与えるが、UT は引き続き存

在しており企業のオペレーションにはそこまで大きな

影響が出ないと考えている。 

 

UT は今でも食料チケットの支払い額の基準として計

算されているはずだ。UT は、通常であれば２月に改定

される。現在は３００ボリバル／UT だが、再来週まで

には UT が改定されるだろう。 

 

その場合、２月からの食料チケットコストが増加するこ

とを意味する。そうなれば物価上昇の勢いは更に加速し、

並行レート上昇の要因になるだろう。 

 

社 会                        

「コロンビア ベネズエラ人への対応策を発表」         

 

コロンビアのマリア・アンヘラ・オルギン外相は２月８

日にサントス大統領がククタに訪問し、同地域にいるベ

ネズエラ人に対して新しい対応策を発表すると伝えた。 

 

内容は医療、治安、入国に関連するテーマのようだ。コ

ロンビア入国管理庁の発表では現在コロンビアには５

５万人のベネズエラ人が暮らしている。 
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特にコロンビア側の国境の町ククタはベネズエラとの

移動が容易で多くのベネズエラ人がククタを通じてコ

ロンビアに流れている。 

 

オルギン外相は、 

「現在ベネズエラから流れてくる入国者数は「大量」と

呼ぶには語弊があるので、その言葉の使用は避けるが、

ベネズエラからの入国者が増えており、ククタの住民に

影響を与えていることは確かだ。」 

とコメントした。 

 

加えて、オルギン外相は６００社のコロンビア企業が国

内で定められた最低賃金よりも安価な賃金でベネズエ

ラ人を雇用していたとして罰則を科したと述べた。 

 

多くのベネズエラ人が不法労働者としてコロンビアに

流れている。彼らはコロンビア国内の法律に守られてい

ないので労働条件が悪い環境で働くことが多い。 

 

以上 

 

 

 


