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（写真）ヘンリー・ファルコン AP 党首 “国会議員選含む一斉選挙の提案を受け大統領選参加の決断を保留” 

 

 

２０１８年２月２１日（水曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 一斉選挙の実施を提案 

～大統領、国会議員、州議、市議２３００の公職～」 

「野党連合 正式に選挙不参加を発表」 

経 済                    

 「GOLD に保証されたデジタル通貨も発行か」 

「新 DICOM １ドル約２９，３７５ボリバル」 

 「新 DICOM 第３回目の公募開始」 

社 会                    

 「スイス金融市場監督局 PDVSA の汚職捜査」 

 「ENCOVI ベネズエラ人体重１年で１１キロ減」 

２０１８年２月２２日（木曜） 

 

政 治                   

 「ファルコン AP 党首 出馬表明を保留 

～一斉選挙の提案で不参加の可能性も～」 

 「Datanalisis 大統領選挙を前に世論調査実施」 

 「米国経済担当書記官の発言で両国の外交悪化」 

 「ボルヘス前議長 パナマ大統領らと面談」 

 「米州機構 ２月２３日に臨時総会」 

経 済                   

 「PDVSA 米国向けの原油輸出が激減」 

 「制裁を巡りアルーバ政府が米国政府と対話」 

 「COCA COLA FEMSA ベネズエラで減損処理」 
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２０１８年２月２１日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 一斉選挙の実施を提案           

～大統領、国会議員、州議、市議２３００の公職～」       

 

２月２０日に与党のディオスダード・カベジョPSUV副

党首が４月２２日の大統領選挙に併せて国会議員の選

挙も実施してはどうかと提案していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.101」２月２０日付の記事参照）。 

 

２月２１日 マドゥロ大統領は与党系の政党「全国民の

ための党（PPT）」の決起集会に出席。 

 

その場で、カベジョ PSUV 副党首の意見に呼応し、 

「大統領選挙に国会議員、全国２３州の州議、３３５市

の市議の選挙も実施することを提案する。 

Mega Eleccion（メガ選挙）の実施を呼びかける。」 

と発表した。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「マドゥロ大統領によるメガ選挙の提案を受け取って

いる。この中には市議会、州議会の議員選挙も含まれて

いる。」とツイッターで投稿した。 

 

あまりに唐突な提案に野党側（特に穏健派の野党グルー

プ）は対応を測りかねているようだ。 

 

「野党連合 正式に選挙不参加を発表」         

 

２月２１日 野党連合として４月２２日の大統領選挙

には参加しないと発表した。 

 

以下、野党連合が発表した声明の概要。 

 

 

1.  野党連合は民主主義と選挙を重視していることを

改めて訴える。選挙は国民が意志を示す最も有力な

手段で、平和的な政権移行を可能とする手段である。 

 

2.  野党の方針は、出来るだけ早く現在の悲惨な状況を

脱出し、崩壊した与党のレジームを解体することで

ある。 

 

3.  民主主義の精神に従い、全国の多くの関係者から意

見を収集した結果、本日から２０１８年中に真の選

挙が行われるための戦いを始めることを決定した。 

 

4.  政府が呼びかけた４月２２日の選挙は正当性を持

たないただの政治ショーである。我々は真実の選挙

を行うための訴えを続ける。 

 

この発表により、政府が条件をゆずらない限り野党連合

は４月２２日の選挙に出馬しない方針が示されたと言

える。 

 

経 済                        

「GOLD に保証されたデジタル通貨も発行か」           

 

マドゥロ大統領はペトロに続いて、金に裏付けされたデ

ジタル通貨「Petro Oro（ペトロ・ゴールド）」の運用を

始めると発表した。 

 

「私はサプライズニュースを用意している。数週間後に

は金に価値を保証されたペトロ・ゴールドを発行する。

これらの通貨を用いて米国の制裁に対抗する。」 

 

なお、デジタル通貨を専門に扱う投資会社 Redwood 

City Ventures の創始者 Sean Walsh 氏はペトロ・ゴール

ドを購入するのであれば直接ゴールドを購入する方を

選ぶと答えている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
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「新 DICOM １ドル約２９，３７５ボリバル」         

 

ベネズエラ中央銀行は第２回目の新 DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ３６，１３１，１ボリバル。 

ドル建て１ドル２９，３７４．８７ボリバルになる。 

 

落札された外貨の合計は１１９万１，４８６．８４ドル。 

 

８５の法人と４６名の個人が落札した（参照）。 

有名な企業としては 

ユニリーバが１万ドル（目的は原材料輸入）、 

サンタバルバラが１，７００ドル（原材料輸入）、 

カンテラス・マルモレスが６，７００ドル（部品輸入） 

など。 

 

どのような会社か分からないが 

KIOTO 2020 JAPON de VENEZUELA という会社も６，

２８０ドルを落札した。調べたところカラボボ州の卸売

業者のようだが、具体的なビジネス内容は確認できなか

った。 

 

第１回目の新 DICOM の外貨落札額は３３．４万ドル

の成約だったので、前回よりも３．５倍ほど増えたこと

になる。 

 

他方で、１７年に実施されていた DICOM は毎回２，０

００～３，０００万ドルほど外貨が供給されていた。 

 

新 DICOM は公的部門が外貨供給者にならない決まり

なので、民間部門の外貨供給しか期待できない。 

 

制度が大きく変わらない限り、今後も外貨供給量の大幅

な増加は期待できないだろう。 

 

 

第２回目の新 DICOM 目的別の外貨落札額 

（単位：米ドル） 

 

（出所）ベネズエラ中銀の公表値より作成 

 

「新 DICOM 第３回目の公募開始」                  

 

２月２１日 第３回目の 新 DICOM 募集要項が公示

された（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：２月２３日（金曜）PM４時まで   

■競売決定日時：２月２６日（月曜）AM８時   

■結果公表：２月２８日（水曜）   

■決済日：３月１日（木曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

499,002 

212,642 

5,000 

425,310 

32,860 2,000 

原材料輸入 完成品輸入 債務支払い

資材・部品 貯蓄 外国投資

https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-003-18/
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社 会                       

「スイス金融市場監督局 PDVSA の汚職捜査」            

 

２月２１日 スイス金融市場監督局（FINMA）は 

「PDVSA取引に関連しているスイスの複数の金融機関

に対して連絡を取り、金融規制に違反する取引が行われ

ていなかったか調査を行う。」 

と発表した。 

 

米国政府はラミレス元 PDVSA 総裁を含む５名の政府

関係者の捜査開始を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.98」２月１２日付の記事参照）。この捜査対象の中に

スイスの金融口座も含まれるようだ。 

 

FINMAは捜査対象となる具体的な金融機関は発表しな

かったが、過去、米国政府の調査でクレディスイスの名

前は度々上がっている。 

 

「ENCOVI ベネズエラ人体重１年で１１キロ減」         

 

ベネズエラ中央大学、シモンボリバル大学、アンドレス

ベジョ・カトリック大学で構成される「生活実態アンケ

ート団体（ENCOVI）」が６，１６８世帯を対象に行っ

たアンケート調査によると、極貧率が６１．２％、１年

間で１１キロも体重が減少したことが分かった。 

 

同団体は１４年から毎年アンケート調査を実施してお

り、１４年の時点で極貧率は２３．６％、１５年に４９．

９％、１６年に５１．５％、１７年には６１．２％まで

増加したという。 

 

また、体重減少では１６年の調査では７４．３％が平均

で８．７キロ減少したと回答していたが、１７年は６

４％が１１キロ減少したと回答した。 

 

 

 

 

（写真）ENCOVI 

“紺色が「貧困ではない」、緑色が「貧困」、オレンジ色が

「極貧」、水色が「貧困と極貧の合計」” 

 

２０１８年２月２２日（木曜）              

政 治                         

「ファルコン AP 党首 出馬表明を保留           

   ～一斉選挙の提案で不参加の可能性も～」        

 

「野党連合 正式に選挙不参加を表明」で紹介した通り、

野党連合は４月２２日の大統領選に出馬しないことを

表明したが、ベネズエラ発展進歩党（AP）のヘンリー・

ファルコン党首は未だに出馬意志を明確にしていない。 

 

２月２１日までは大統領選の出馬意志を固めたとAPの

内部関係者が明らかにした情報が流れていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.101」２月２０日付の記事参照）。 

 

また、ファルコン党首も２１日に自身のツイッターで

「ニコラス、障害を克服して君を倒す」と投稿し、大統

領選での対決姿勢を表明したと認識されていた。 

 

しかし、２１日のマドゥロ大統領の、大統領選挙と同時

に国会議員、州議会、市議会議員選挙を同時に行うとの

提案を受けて方向転換の様相を見せている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
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２２日時点では選挙に出馬しない方向に転換したとの

報道も流れている。ファルコン党首はメガ選挙の実施に

ついて以下の通り投稿している。 

 

「政府は投票を通じて緊急で問題の解決を望んでいる

国民の忍耐をもてあそんでいる。 

 

私は常に選挙での憲法に準じた解決を訴えてきた。しか

し、政府側は障害を置くことでその扉を閉ざした。 

 

選挙管理委員会（CNE）に対して、メガ選挙が時間的に

も制度的にも不可能であると発表することを要請する。

昨今の事情を受けて、我々は今後の対応を検討してい

る。」 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン AP 党首ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Datanalisis 大統領選挙を前に世論調査実施」           

 

米系の政治経済調査会社アトランティック・カウンシル 

は現地の世論調査会社 Datanalisis に委託した世論調査

の結果を公表した。 

 

同アンケート調査は１８年１月１７日～１９日にベネ

ズエラ人の成人男女８００を対象に実施した調査。 

 

Datanalisis のビセンテ・レオン代表は元ミランダ州知事

エンリケ・カプリレス氏（野党、第一正義党（PJ）所属）

の政治アドバイザーでもあり、野党系の人物と認識され

ている。ただし、結果は野党が信じたくないような結果

になっている。 

 

まず、政治支持の傾向だが、回答者の２７％は与党支持、

３５％は野党支持、３５％は無党派、３％は回答なしだ

った。 

なお、一年前の調査では与党支持が１９％、野党支持が

４０％、無党派が３８％、回答なしが３％だった。与党

に支持が流れたことが分かる。 

 

 

 

とは言え、マドゥロ大統領の政権運営への評価は低い。 

 

６５％の回答がマドゥロ大統領の政権運営に否定的で、

３１％は好意的に受け取っている。 
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回答者が抱える最も深刻な問題は、「食料不足」が２８．

６％。「物価高」が１３．４％。「経済低迷」が１１．８％。 

「治安・犯罪」が７．６％。「行政」が５％。「経済戦争」

が４．３％の順に並ぶ。 

 

そして、深刻なのは「どの組織に信頼を感じているか？」

との質問だろう。 

 

制憲議会への信頼度について、「信頼していない」の回

答が４５％、「信頼は低い」の回答は２５％、「信頼して

いる」の回答が１８％、「強く信頼している」が６％だ

った。 

 

他方、野党が多数を占める国会について、「信頼してい

ない」の回答が４３％、「信頼は低い」の回答は３１％、

「信頼している」の回答が１８％、「強く信頼している」

が３％だった。 

 

つまり、国会と制憲議会の国民の信頼度は同じくらいで、

むしろ「信頼していない」「信頼は低い」の回答を合計

した場合、国会の方が否定的な回答が多い結果が出てい

る。 

 

 

 

 

 

（赤色が「信頼していない」、薄い赤色が「信頼は低い」、

緑色が「信頼している」、白色が「強く信頼している」、

紺色は「分からない」） 

 

また、米国の制裁について賛成か、反対かの質問につい

ては意見が分かれた。「賛成」と答えたのは４７％、「反

対」と回答したのは４４％という結果が出た。 

 

 

 

一方で米国の原油輸入禁止措置については「反対」の意

見が多数を占めた。８１％は「反対」を表明、「賛成」は

１２％にとどまった。 
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オリジナルの資料は「アトランティック・カウンシルの

ウェブサイト」で確認できる。 

 

「米国経済担当書記官の発言で両国の外交悪化」         

 

在ベネズエラ米国大使館のトッド・ロビンソン経済担当

書記官は改めてマドゥロ政権を非難する声明を発表し

た。 

 

「自身の弱体化を認識している今の政権と交渉するこ

とは難しい。私は選挙を通じた解決策が閉ざされたとは

言わない。しかし、ベネズエラの現状は公平な選挙環境

にはない。 

 

今後、我々は更なる行動を起こすだろう。今はまだ詳細

を伝えることは出来ない。しかし、ワシントンはマドゥ

ロ政権に憤慨している。制裁は継続するだろう。制裁は

効果を出している。国際社会がマドゥロ政権へ悪い意味

で注目を集めている。」 

とコメントした。 

 

 

 

この発言にデルシー・ロドリゲス制憲議長が反発した。 

 

ロドリゲス制憲議長は、ロビンソン経済担当書記官に対

して「ベネズエラを混乱に陥れるミッションを米国から

預かった人物」と紛糾し、外交的な措置を取るとコメン

トした。 

 

在ベネズエラ米国大使館は１２年から大使不在の状態

が続いており、経済担当書記官が実質的なトップを担っ

てきた。トッド・ロビンソン氏は１７年１２月に新たに

在ベネズエラ大使館の経済担当書記官に任命されたが、

早くも「好ましくない人物（ペルソナ・ノン・グラタ）」

に指定される可能性が高まっている。 

 

「ボルヘス前議長 パナマ大統領らと面談」         

 

２月２２日 第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス前国

会議長はパナマでカルロス・バレロ大統領およびイサベ

ル・マロ副大統領と会談し、ベネズエラの現状について

意見を交わした。 

 

加えて、ボルヘス前国会議長はパナマに住んでいるベネ

ズエラ人とも意見交換の時間を持った。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス前国会議長 

“左からボルヘス前議長、ボルヘス氏妻、バレロ大統領、

マロ副大統領” 

http://publications.atlanticcouncil.org/venezuela-initiative/ven-poll-data.pdf
http://publications.atlanticcouncil.org/venezuela-initiative/ven-poll-data.pdf
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「米州機構 ２月２３日に臨時総会」         

 

４月１３、１４日にペルーで開催される米州首脳会議で

ベネズエラ代表の派遣を受け入れるかどうかを巡って

加盟国間で意見が対立している。 

 

米国、ブラジル、アルゼンチン、パナマ、ペルー、コロ

ンビア、メキシコ、チリなど米州の主要国はベネズエラ

代表の派遣を拒否する方針を示している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.98」２月１３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

海諸国はベネズエラ代表を派遣するべきだとの見解を

示している（「ベネズエラ・トゥデイ No.101」２月１９

日付の記事参照）。 

 

２月２３日 ワシントン時間１０時からベネズエラの

問題を議論するため米州機構の緊急会合が開かれる。 

 

緊急会合はアルゼンチン、ブラジル、米国、メキシコ、

パナマ、サンタルシア（全てマドゥロ政権に反対する国）

からの要請に応じて実施される。 

 

マドゥロ大統領が提案した国会議員選も含めたメガ選

挙や米州首脳会議への参加などについて議論されるこ

とになるだろう。 

 

経 済                       

「PDVSA 米国向けの原油輸出が激減」            

 

米国エネルギー情報局（EIA）は、１８年２月１６日の

週に米国がベネズエラから輸入した原油量が日量１７．

４万バレルと発表。 

過去９年間で最も低い水準になったことになる。 

 

 

 

１６年頃までの常識であれば、米国がベネズエラから輸

入する原油量は平均で日量８０万バレル前後だった。 

 

しかし、１７年８月の金融制裁を機に日量４０～５０万

バレルまで減少していた。 

 

１８年に入りその輸入量はさらに減少し、これまで３０

～４０万バレル前後で推移していたのが、１７．４万バ

レルと急減した。 

 

米国向けの輸出は外貨の獲得源として PDVSA にとっ

て重要な役割を果たしていたが、米国からの制裁により

金融取引が制限され、PDVSA のオペレーションの障害

になっている。 

 

「制裁を巡りアルーバ政府が米国政府と対話」         

 

２月２２日 アルーバ政府は米国政府と Citgo の扱い

について交渉を開始したと発表した。 

 

Citgo はヒューストンに本社を置く PDVSA の米国子会

社。 

 

Citgoは１６年からアルーバ政府が保有している製油所

を２５年間レンタルする契約を結んでおり、製油所のメ

ンテナンスと６００名の雇用を担っている。 

しかし、１７年８月の制裁以降、Citgo が融資を得るこ

とが出来ず、メンテナンスに支障をきたしている。 

 

アルーバの Evelyn Wever 首相は 

「アルーバ政府は米国政府に対して何が起きているか

を説明するためにコンタクトを取った。ワシントン在住

のオランダ政府大使（アルーバはオランダの自治領）と

ニューヨークの弁護士団が Citgo 契約について評価を

している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月２１日～２月２２日報道            No.１０２   ２０１８年２月２３日（金曜） 

9 / 9 

 

ベネズエラに対する米国の制裁意志は強固だ。これは

我々が変更を求められるものではない。アルーバ政府は

ベネズエラと米国の板挟みに悩んでいる。この問題はす

ぐには解決できないと考えている。」 

と補足した。 

 

「COCA COLA FEMSA ベネズエラで減損処理」              

 

COCA COLA FEMSA は１７年度（１～１２月）の総利

益は２２７％減少したと発表。 

とりわけ、１７年第４四半期（１０～１２月）にかけて、

ベネズエラ事業の為替レートの評価を変えたことによ

り７９０％減少したと発表した。 

 

同社の決算書類では、 

「１７年第４四半期の支配権のある持ち株割合の損益

は２４２億４，５００万ペソ（米ドル建てで１２億３，

３００万ドル）になった。大部分はベネズエラ事業の為

替レート評価の変更に起因している。」 

と書かれている。 

 

１８年１月にはベネズエラの COCA COLA FEMSA で

待遇改善を求める労働者によるストライキも報道され

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.90」１月２４日付

の記事参照）。 

 

以上 

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

