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（写真）EL PANORAMA ”５月の州議会・市議会選に参加しないと宣言する行動民主党（AD）党員” 

 

２０１８年３月２日（金曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 

大統領就任後の財務相、外相について言及」 

「AD 州議会・市議会に参加しない方針を発表」 

 「米・加 ５月選挙を認めないとの見解示す」 

 「VP のヒルベル・カロ氏 連行され消息不明」 

経 済                    

 「航空チケットのデジタル通貨建て販売を承認」 

 「Rusoro Mining に敗訴するとの報道流れる」 

 「ベリーズ ベネズエラの混乱でガソリン不足」 

２０１８年３月３日（土曜） 

 

政 治                   

 「ボルヘス前国会議長  

ベネズエラ情勢は国際的な問題と訴え」 

 「CNE 変更した投票会場を戻すと発表」 

経 済                   

 「デジタル通貨 国内販売のため機材輸入を検討」 

 「原油価格 １バレル５９．０８ドル」 

経 済                   

 「野党支持者の２５％は国外に出た」 

 「１４％の国民は外国送金を受け取っている」 
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２０１８年３月２日（金曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首                  

  大統領就任後の財務相、外相について言及」       

 

５月２０日の大統領選に出馬したファルコン AP 党首

は当選後の重要閣僚について発表した。 

 

まず財務相は米投資銀行トリノ・キャピタルのチーフエ

コノミストのフランシスコ・ロドリゲス氏。 

彼は１４年の原油価格の急落以降、多くの専門家がデフ

ォルトは即時起きると予想する中で、デフォルトは簡単

には起きないとの主張を続けてきた。 

１６年頃には彼の見解が正しかったという認識が広が

り始めたが、米国の制裁以降、事実上のデフォルト状態

にある。 

 

フランシスコ・ロドリゲス氏はハーバード大学卒、ベネ

ズエラではアンドレス・ベジョ・カトリック大学を卒業

している。 

 

＜フランシスコ・ロドリゲス氏 略歴＞ 

 

００～０４年には国会で

経済財務アドバイザーを

務めた。その後、与野党

双方と意見が食い違った

ことで０５年以降、再び

大学で研究職を務めた。 

 

０８～１１年には国連の人権開発調査チームの代表を

務め、１１年～１６年までバンク・オブ・アメリカ・メ

リルリンチのアンデス地域担当リサーチャーとして活

躍。１６年～現在まで投資銀行トリノ・キャピタルのチ

ーフエコノミストとしてベネズエラに関するレポート

を配信している。同氏はファルコン氏のアドバイザーに

専念するためトリノを離れると報告している。 

 

また、外相はキリスト教社会党（Copei）のベテラン政

治家であるエドゥアルド・フェルナンデス氏を起用した

いとコメントしている。 

 

＜エドゥアルド・フェルナンデス氏 略歴＞ 

フェルナンデス氏（７７

歳）は９０年代に Copei

が野党の主要政党であ

った頃に Copei の代表

を務めていた人物。 

２０００年代に入って

からは主だった役職か

ら離れている。 

 

（写真）ともに両名ツイッターより抜粋 

２０１８年３月４日（日曜） 

 

政 治                  

 「ファルコン氏 ロペス氏の解放を約束 

～Datanalisis 社長 大統領選の参加支持～」 

 「Copei ファルコン氏支持で賛否分かれる」 

「制裁緩和のためラカバ知事を米国に派遣」 

 「カプリレス氏 大統領選出馬の噂流れる」 

経 済                  

 「自動車のメンテナンス費は１千万ボリバル」 

「Avior 航空 着陸時に滑走路外れる」 

「最低賃金改定は２月１５日から」 
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「AD 州議会・市議会に参加しない方針を発表」          

 

３月２日 行動民主党（AD）のファン・ベラスコ秘書

官は、５月２０日の大統領選と併せて開催される州議

会・市議会選にも参加しないと発表した。 

 

「AD および野党連合（MUD）のいかなる政党も、現

政権が強いる新しい選挙には参加しないことで合意し

た。選挙の正当性を得ようとしているが、決して思い通

りにはさせない。 

 

選挙管理委員会（CNE）は中立性がなく、与党の組織と

しての役割を果たしている。公平性の保証がない選挙に

は決して参加できない。 

 

CNE の代表を交代するなど一連の求めに応じれば、

MUD は選挙に参加する。AD は連帯を守り、決して民

意を裏切ることはしない。」 

と述べた。 

 

「米・加 ５月選挙を認めないとの見解示す」                 

 

ベネズエラの大統領選が５月２０日に変更された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.105」３月１日付の記事参照）。 

 

選挙日が変更された翌日の３月２日 米国国務省のス

ポークスマンは 

 

「米国政府はマドゥロ政権に対して、引き続き自由と公

平な選挙の実施を要求する。 

自由で公平な選挙は全ての政党と政治リーダーの参加、

適切な日程、外国からの信頼できるミッション団の派遣

と独立した選挙確認グループが不可欠。 

米国は民主主義国家として、ベネズエラ国民を支持す

る。」 

 

 

３月２日 在ベネズエラ・カナダ大使館はツイッターで 

 

「大統領選を５月に延期するマドゥロ政権の決定は何

も変更していないのと同じだ。意味のある変化は自由で

公平な選挙と全てのベネズエラ人が参加することだ。 

真実の民主主義と本当の選挙は政治犯や人道を抑圧す

る行為が存在しない。」 

と米国よりも一歩踏み込んだコメントを投稿した。 

 

「VP のヒルベル・カロ氏 連行され消息不明」        

 

３月２日 大衆意志党（VP）のヒルベル・カロ氏の家族

と政党メンバーはヒルベル・カロ氏が適切な手続きを経

ることなく刑務所に連行されたと訴えた。 

 

カロ氏の兄弟はツイッターで 

「我々は彼が無事かどうか確認できていない。生きてい

るかどうか、彼の権利が守られているか明らかにするこ

とを要求する。」 

と投稿した。 

 

レポートを作成している時点では同氏の所在は明らか

になっていない。 

 

また３月４日にはポルトゥゲサ州のベネズエラ主導党

（VV）党員、マリア・オウロペサ氏も警察に令状なしで

自宅を捜査されたと非難している。 

 

VP、VV ともに急進野党に属する政党で、政府による一

部の野党政党に対する姿勢は基本的に変わっていない

と言える。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
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経 済                         

「航空チケットのデジタル通貨建て販売を承認」          

 

デジタル通貨監督局（Supcaven）は、航空チケットのペ

トロあるいはその他デジタル通貨建て販売を承認した。 

 

カルロス・バルガス局長はツイッターで 

「Supcaven は航空チケットのペトロ、その他デジタル

通貨建ての販売を承認した。 

同様にコロンビアの国境で販売されるガソリンはペト

ロ建てで販売されることになる。」 

 

個人的にはペトロの使用には実効性に疑問があるが、他

のデジタル通貨であれば為替リスクは高いがまだ検討

余地があるように思える。 

 

なお、旅行業界はペトロの使用には慎重な姿勢が見える。 

 

ベネズエラ旅行観光協会のダンテ・サルバトーレ代表は、

インタビューで 

「ペトロは我々にとって新しい仕組みだ。本当に機能す

るのか分からない。ペトロの使用はオプションとしては

検討できるが、使用に前のめりにはなっていない。 

 

ペトロに関して我々が持っている情報はとても少ない。

短期的にペトロを使用することは無いと考えている。」 

と述べた。 

 

「Rusoro Mining に敗訴するとの報道流れる」          

 

米国の情報サイト「Mining.com」で、ベネズエラ政府は

２０１２年に行った金鉱区の接収で Rusoro Mining 社

に対して９億６，８００万ドルの賠償金を支払うことに

なりそうだとの報道がされている。 

 

 

 

チャベス大統領は Rusoro 社の保有していた Choco 鉱

区、Isidra 鉱区を接収し、同社から訴えられていた。 

 

「ベリーズ ベネズエラの混乱でガソリン不足」             

 

中米ベリーズで PDVSA からのガソリン供給にイレギ

ュラーが発生している。 

現地メディア「The Reporter」の報道によると PDVSA

が支払いをしておらず船会社が荷下ろしを停止してい

るようだ。 

 

船会社「Syrtos」は３．８万バレルをクラサオからベリ

ーズに運んだが、支払いの停止を理由に２月末からベリ

ーズの港に船をつけたまま荷下ろしをしていない。 

 

ベリーズのガソリン供給を担う「APBEL」のジョン・メ

ンシアス副社長は、PDVSA が Syrtos 社に支払いをして

いないことが理由でガソリンを受け取ることが出来な

いと説明している。また、Syrtos 社へ支払いが停止して

いる理由については、米国からの制裁で送金が出来ない

ことが理由と説明した。 

 

メンシアス副社長は 

「これは PDVSA と船会社との問題だ。過去にも同様の

ことが起きている。ベリーズの国民は、ベリーズ政府に

も間接的な責任があるので、政府が支払うべきだという

者もいる。だが、ベリーズ政府は本件には全く関与して

いない。」と説明した。 

 

報道によると Syrtos 社は PDVSA に対して８９０万ド

ルを支払わなければ原油を渡さないと通知しているよ

うだ。 
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２０１８年３月３日（土曜）             

政 治                       

「ボルヘス前国会議長                 

    ベネズエラ情勢は国際的な問題と訴え」        

 

フリオ・ボルヘス前国会議長は与野党交渉の失敗後、外

国で今後の対応について検討している。 

 

ボルヘス前議長はアルゼンチンの新聞社「Clarin」のイ

ンタビューに答えた。 

 

「南米地域の民主主義の繁栄のために、第２のキューバ

を作ってはならない。特にベネズエラは埋蔵量世界一の

原油があり、金、ガスその他天然資源が多い。 

この資源が民主主義と地域の発展を破壊するために使

用される危険性がある。 

 

ベネズエラの問題は既にアルゼンチン、チリ、ペルー、

コロンビア、ブラジル、米国、スペインにまで難民とし

て波及している。 

 

ベネズエラの問題は民主主義を抑圧する犯罪者グルー

プのせいで国内問題ではなく、国際社会にとっての問題

になった。 

 

国際社会はベネズエラの民主主義を取り戻すことで連

帯している。外国は非難の声明だけではなく具体的な行

動でマドゥロ政権に圧力をかけなければいけない。」 

 

とマドゥロ政権を打倒するために各国の理解と協力を

訴えた。 

 

 

 

 

 

 

「CNE 変更した投票会場を戻すと発表」           

 

選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は

CNE が主催したフォーラムで、２０１７年４月～７月

にかけて起きた暴動対応のために変更した投票所を元

に戻す準備は出来ているとコメントした。 

 

ルセナ CNE 代表は 

「一部の過激な野党とその支持者が先導した暴動によ

り CNE６支部が放火され、CNE で働く多くの職員が脅

迫され、暴力を受けた。」と説明し、タチラ州で起きた

放火の際に録音された音声を流すなどして野党支持者

による暴力行為が実在したことを主張した。 

 

「我々は気まぐれで会場を変更したわけではない。我々

は民意を不当に歪ませようとする行為を決して忘れな

い。また、国民も忘れてはいけない。 

彼らは投票で意志を示したいというベネズエラ人の意

志をゆがませ、民主主義を蹂躙する行為を働いた。 

 

CNE は野党ヘンリー・ファルコン AP 党首が選挙に参

加したことを歓迎する。与党とファルコン AP 党首との

与野党合意に基づき選挙会場を２０１７年以前の会場

に戻す用意が出来ている。」 

と発表した。 

 

経 済                        

「デジタル通貨 国内販売のため機材輸入を検討」            

 

デジタル通貨管理局（Supcaven）のカルロス・バルガス

局長はデジタル通貨を国内で販売するための機械の輸

入を検討していると発表した。 

 

「Supcaven はデジタル通貨を国内に流通させるための

機材の輸入検討プロセスにある。デジタル通貨に従事す

るための機材の輸入は Supcaven の許可を必要とする。 
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現在のところ、機材輸入を許可した企業は１社も存在し

ない。機材輸入が許可された企業は Supcaven のウェブ

サイトで掲載されることになる。」 

と発表した。 

 

デジタル通貨に関わる産業でも政府が管理を強める姿

勢が見える。 

 

「原油価格 １バレル５９．０８ドル」         

 

１８年２月２６日～３月２日のベネズエラ産原油の平

均価格は５９．０８ドル／バレルで前週の５８．３３ド

ルから０．７５ドル上がった。 

 

 

 

社 会                        

「野党支持者の２５％は国外に出た」          

 

世論調査会社 Datincorp のヘスス・セギアス氏は、近年

の経済不況により野党支持者の２５％は外国に移住し

た可能性があると述べた。 

 

 

同社が２月に実施したアンケート調査の主要テーマは

国外移住。興味深い結果が出ているので一部を紹介した

い。アンケート対象者は全国の成人１，１９９名。調査

日は２月１９日。 

 

Q１： ５年のうちに国外に移住した家族はいるか？ 

 

A：最も多い回答は一人もいないで５３％。次に多いの

は１名で１９％、２名１４％と続く。 

 

また、野党支持者の方が移住する人が多いことが確認で

きる。アンケート回答者の政治思考別に回答を分けると、

与党支持者で最も多かった回答は「一人もいない」で７

９％。一方、野党支持者で最も多かった回答は「移住し

た人がいる」で６０％だった。 

 

Q2： 国外を出た理由は？ 

 

A：最も多かったのは経済的な理由で４５％。次いで失

望が２５％。治安が１５％、政治情勢が１１％と続く。 

 

Q3： 移住先はどこか？ 

 

A： 移住先については最も多かったのはコロンビアで

３６％。コロンビア以外の南米の国が３４％。パナマ、

メキシコ、中米が１４％、米国・カナダが８％、欧州が

５％、カリブ海が３％の順になった。 

 

Q4： 移住者の学歴は？ 

 

A： 経済力と政治思想が理由と思われるが、国外に移

住する国民は学歴が高い。 

 

移住した４８％は高等教育を終えている。２５％は中学

校を卒業し、高等学校に進んだが卒業していない。中卒

は２０％、小学校以下は７％との結果が出ている。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年２月）

（出所）ベネズエラ石油省
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「１４％の国民は外国送金を受け取っている」           

 

ベネズエラ米国商工会議所（VenAmCham）が主催した

「経済フォーラム２０１８」で Datos のルイス・マトゥ

レン氏が１４％のベネズエラ人が国外から仕送りを受

けていると述べた。 

 

「ベネズエラに住む家族に送金するベネズエラ人が増

えている。ベネズエラは１００ドルあれば４～５名の家

族が暮らせる。送金は国に残されたベネズエラ人にとっ

て不可欠なものになっている。 

 

我々が行った調査によると１７年時点で１４％のベネ

ズエラ人が外国から送金を受け取っている。その約半分

は毎月、仕送りを受けている。送金額は送金する人の経

済余力によって変わる。 

 

外国からの送金はこれまでベネズエラには無かったこ

とで、金額としてはまだ決して大きくないが２億８，１

００万ドルに達すると予想しており、今後更に拡大する

可能性がある。 

 

アンケートでは仕送りを受け取っている人の４２％は

欧州から。４０％は米国から。１２％は南米から。５％

は中米・カリブ海から受け取っている。」 

と説明した。 

 

２０１８年３月４日（日曜）               

政 治                         

「ファルコン氏 ロペス氏の解放を約束         

   ～Datanalisis 社長 大統領選の参加支持～」              

 

発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首は民放の

インタビュー番組に出演し「大統領に就任して最初の政

令は何か？」との質問に「ロペス党首の解放」と答えた。 

 

「ベネズエラには政治犯が存在してはいけない。良心に

従いレオポルド・ロペス VP 党首を含む全ての政治犯は

解放されるべきだ。」 

と述べた。 

 

ファルコン AP 党首の大統領選参加を非難する声は引

き続き多いが、彼の出馬を支持するオピニオンリーダー

も登場した。 

 

野党の政治アドバイザーとして知られる世論調査会社

Datanalisis のビセンテ・レオン社長だ。 

 

３月４日 ビセンテ・レオン社長は与党系の政治家ホ

セ・ビセンテ・ランヘル氏の番組に出演し、選挙に参加

する必要性を訴えた。 

 

「経済制裁や急進的な行動はベネズエラの問題を解決

しない。解決は与野党双方の合意が不可欠だ。しかし、

一部の野党が合意しただけではダメで、全ての野党が合

意しなければいけない。 

 

野党は「選挙に参加するべきか」「参加しないべきか」

という誤った選択肢にはまってしまった。この選択肢を

選ぼうとすることが問題を複雑にしている。野党は統一

しなければ勝利できない。 

 

州知事選では与党に有利な仕組みだったため選挙に勝

利できなかった。しかし、野党支持者自身が投票に参加

しなかったことも敗因だった。 

 

住民の９５％以上が野党支持者のチャカオ市の投票実

績を見ると、野党支持者の棄権が明らかだ。この地域で

選挙に参加しなかった有権者は全体の７１％に上った。」 
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「Copei ファルコン氏支持で賛否分かれる」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.105」（Copei ファルコン

AP 党首への支持撤回か）でも紹介した通り、Copei の

方針は目に見える形で分裂している。 

 

Copei は大統領選について、参加する意志を示す声明を

発表した。 

「７５％の国民がベネズエラの迅速な政治問題の解決

を求めている。我々は現状への不満を訴える手段として、

投票を支持する。 

 

ベネズエラ政府に対して大統領選のプロセスにおいて

適切な対応をすることを求める。今の政権が６年続くこ

とを許してはいけない。Copei は問題の平和的な投票に

よる解決を志向する。我々は与野党合意の通り以下の条

件が揃えば選挙に参加する。 

 

１．国連など国際的な選挙監視団の受け入れ 

２．メディアでの平等な扱い 

３．多くの国民が参加できるよう投票会場を戻すこと 

４．１２年１０月、１５年１２月と同じ制度による選挙

を行う 

５．投票会場の監視員は与野党双方の合意で決める 

６．国内外の有権者登録の期間を延ばすこと」 

 

しかし、Copei の前代表は選挙への参加に同意していな

いようだ。 

チリ大使館にかくまわれているとされるロベルト・エン

リケス前 Copei 党首は、AP を支持するべきではないと

の見解を示した。 

 

「本当の Copei はヘンリー・ファルコン AP 党首の出馬

を支持していない。同様に制憲議会が強いる選挙を拒絶

している。この選挙は詐欺だ。」 

とツイッターで投稿した。 

 

Copei については確認したところ１６年に Copei が代

表を決めるプロセスで最高裁の介入を受け、事実上２つ

に分裂しているようだ。 

１７年１２月の全国市長選でも参加を巡りミゲル・サラ

サール氏率いる Copei と旧 Copei のグループが出馬の

是非について争っていたようだ。 

 

「制裁緩和のためラカバ知事を米国に派遣」              

 

３月４日 米国共和党のマルコ・ルビオ議員は自身のツ

イッターで 

「これは独裁者マドゥロが米国制裁を解除するための

交渉人として派遣してきたラファエル・ラカバだ。彼ら

のツイッターやビデオなどを見て、この交渉が成功する

かどうか考えてほしい。」と投稿した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
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ラカバ氏はこれまでも度々、報道に取り上げられている

が、かなりエキセントリックな人物に見える（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.40」９月２９日付の記事（与党知事

候補 選挙キャンペーンで異常行動））。 

 

「カプリレス氏 大統領選出馬の噂流れる」              

 

真実のほどは確かではないが、エンリケ・カプリレス元

ミランダ州知事が大統領選への出馬を許可されるとの

噂が流れている。 

 

発信者はマイアミに拠点を持つ「ベネズエラ亡命者団体

（Veppex）」のホセ・アントニオ・コリナ氏。 

 

もし、カプリレス氏の出馬が可能になるのであれば、大

統領選に間に合うように第一正義党（PJ）の政党更新作

業が行われることになると説明している。 

 

「大統領選に出馬させるためカプリレス元ミランダ州

知事の出馬禁止措置を解除し、第一正義党が政党として

復活する可能性がある。選挙が６月にずれる可能性があ

る。」 

 

 

 

ラカバ氏が米国で制裁解除の交渉をしているのであれ

ば、制裁緩和の条件としてカプリレス氏の選挙参加と大

統領選の日程変更は考えられるかもしれない。 

とは言え、ツイッターのコメントを裏付けるような情報

は存在していない。 

 

 

経 済                       

「自動車のメンテナンス費は１１００万ボリバル」            

 

モノ不足、インフレでメンテナンス費用も高騰している。 

 

現在、自動車のモーターを新しくするために必要なメン

テナンス費用は、４リットルのエンジンオイルが８００

万ボリバル、エンジンオイルのフィルターが１３０万ボ

リバル、空気フィルターが１２０万ボリバル、人件費が

５０万ボリバルで合計１，１００万ボリバルかかるとい

う。 

最低賃金は月額約４０万ボリバルなので、最低賃金生活

者にとっては維持できるものではない。メンテナンス費

用が高すぎて車を放棄する人も増えているようだ。 

 

他方、並行レート（１ドル２２万ボリバル）で換算する

と１１００万ボリバルは５０ドルになる。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b62f1ed48a08e3a39c521e6f68faf0ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b62f1ed48a08e3a39c521e6f68faf0ac.pdf
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「Avior 航空 着陸時に滑走路外れる」              

 

３月３日深夜 エクアドルのグアヤキル空港でベネズ

エラの航空会社アビオール航空（Avior）が着陸時に滑

走路を外れる事故が起きた。 

 

この事件の影響で１時間ほど空港の着陸が禁止された

ようだ。飛行機には約９０名が搭乗していたがけが人は

いなかった。 

 

Avior は同じ路線で３カ月前（１７年１１月）にも技術

的な理由で別の空港に緊急着陸している。 

 

 

 

「最低賃金改定は２月１５日から」              

 

３月１日付の官報４１，３５１号の政令３３０１号で最

低賃金５８％増の改定が公布された。 

 

新しい最低賃金は３９万２，４６４．４６ボリバル。 

 

 

 

３月１日 マドゥロ大統領は最低賃金を５８％上げる

と発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.105」３月

１日付の記事参照）。 

 

しかし、発表時は３月から改定すると説明していたが、

官報には新しい最低賃金は２月１５日から適用すると

明記されている。普通であれば２月下旬の支払いは済ん

でいるはずなので、３月分に上乗せするなど給与支払い

に影響を与えそうだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf

