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（写真）カベジョ制憲議長 “５月１日「労働の日」に政治イベント実施を発表（前の女性はカベジョ氏の娘）” 

 

 

２０１９年４月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「４月２７日 野党任命大使がコロンビアで会合 

～赤十字経由の支援物資供給を検討～」 

「４月２７日 与党 OAS 脱退支持の行進を実施 

～５月１日にも行進を呼びかけ～」 

経 済                     

「DICOM レート １ドル BsS.５，２００ 

～並行レートに追いつく～」 

「米国との貿易取引 制裁の影響で６０％減」 

社 会                     

「セマナ・サンタ 贅沢なフィエスタを非難」 

２０１９年４月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 国家通信センターの発足を承認 

～代表は野党系メディアのオーナー～」 

「ベネ議員 Parlasur の議員投票制の廃止に反対」 

「世論調査会社 対話しか残されていない」 

「国会議員 中国軍のベネズエラ駐留を警戒」 

経 済                    

「PDVSA ナイジェリアから原油を購入」 

「グアイド議長 電力問題で日本の協力を確信」 

「ConocoPhillips の賠償判決の再審を要請」 

「CENDAS-FVM ３月の生活費４０．２％増」 
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２０１９年４月２２日（月曜）             

政 治                       

「４月２７日 野党任命大使がコロンビアで会合    

    ～赤十字経由の支援物資供給を検討～」       

 

４月２２日 コロンビアのカルロス・トゥルヒージョ外

相は、４月２７日にグアイド議長率いる国会が任命した

各国のベネズエラ代表大使がコロンビアに集まると発

表。 

 

そこで赤十字経由での支援物資供給を検討するとした。 

 

野党は米国政府に人道支援物資の提供を求め、米国はそ

の求めに応じてコロンビアとベネズエラの国境の町ク

クタに大量の支援物資を送っていた。 

 

２月２３日に支援物資をベネズエラに搬入しようとし

たが、マドゥロ政権率いる軍部に阻止され、物資が滞留

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.257」参照）。 

 

マドゥロ政権は、米国・野党が主導する人道支援を拒否

する一方で、政治的に中立な立場を示す赤十字による支

援は受け入れる方針を示しており、４月１６日に赤十字

による第１回目の支援物資が届いている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.279」参照）。 

 

仮に野党側が赤十字経由で物資を入れることを決めた

として、マドゥロ政権がこの決定に対してどのように反

応するかは不透明だ。 

 

また、トゥルヒージョ外相は、 

「国際社会は隣国ベネズエラに民主主義が戻ることを

願っている。マドゥロ政権に対して外交的な包囲網が拡

大していることは確実だ。この雰囲気が後退することは

ないだろう。」 

とコメントした。 

「４月２７日 与党 OAS 脱退支持の行進を実施     

      ～５月１日にも行進を呼びかけ～」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.276」で紹介した通り、米

州機構（OAS）は加盟国の賛成多数により、グアイド議

長が任命した OAS 代表大使とすることになった。 

 

マドゥロ政権は「OAS が米国の介入思想を代弁する傀

儡組織になっている」として、２０１７年４月２７日に

OAS からの脱退を申請していた。 

 

OAS の規定上、脱退まで２年間の期間を置く必要があ

るため、これまで脱退できない状況が続いていたが、当

時の申請に従えば２年が経過する２０１９年４月２７

日にベネズエラは OAS から脱退することになる。 

 

４月２２日 ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、

４月２７日の OAS からの完全脱退を祝福し、その決定

を支持するための政治集会を実施すると発表した。 

 

また、５月１日の「労働の日（メーデー）」に米国政府

による攻撃を拒否するための政治イベントを実施する

と発表した。 

 

また、ディオスダード・カベジョ制憲議長もラジオ番組

で５月１日に行進を実施すると発表した。 

 

５月１日は、グアイド議長が「ベネズエラ史上、最も大

きな反政府デモを実施する」と支持者に動員を呼びかけ

ている日に当たる（「ベネズエラ・トゥデイ No.281」参

照）。 

 

与野党ともに、どこがイベントの最終目的地になるのか

は発表していないが、グアイド議長は大統領府を目指す

のではないかと報じられており、政治的な緊張が高まる

日になりそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be045931624af02a879302db640659a8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be045931624af02a879302db640659a8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87805ab3d2df8db31096bded274f7f31.pdf
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経 済                        

「DICOM レート １ドル BsS.５，２００       

         ～並行レートに追いつく～」           

 

４月２２日 １３３回目の DICOM レートが１ドル

BsS.５，２００を記録。 

 

セマナ・サンタの連休に入る前の４月１６日に実施され

た１３２回目 DICOM（１ドル BsS.４，１００）から大

きく切り下がった（「ベネズエラ・トゥデイ No.279」参

照）。 

 

なお、１３０回目 DICOM は１ドル BsS.３，３００だ

ったので、ここ数回で大きくボリバルを切り下げたこと

になる。 

 

２週間ほど前から並行レートがボリバル安に傾き始め

ており、DICOM レートと並行レートの乖離を無くすこ

とが目的と思われる。 

 

実際に並行レートの参考サイト「DolarToday」が示す４

月２４日の並行レートは、１ドル BsS.５，２８６と、

DICOM レートとほぼ同水準にある。 

 

４月２２日時点の並行レートは、１ドル BsS.５，０１４

だったので、むしろ並行レートが DICOM レートに引

きずられたような印象もある。 

 

個人的に見れば、通貨切り下げ自体は望ましくないもの

の並行レートと DICOM レートの乖離を縮小させるこ

とは経済政策としてみれば適切だろう。 

 

なお、DICOM レートが切り下がり、ドルが相対的に高

くなったため応札希望者が減ったことが理由か、４月２

３日に行われた DICOM の落札額は合計３４．３万ド

ルと２０１９年が始まって最も少ない金額になった。 

 

「米国との貿易取引 制裁の影響で６０％減」         

 

１９年２月、ベネズエラと米国の貿易取引が１月と比べ

て６０％減少した。 

 

米国政府は１９年１月２８日に PDVSA との取引を原

則禁止する制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.246」参照）。 

 

実際に「原油・石油製品」に分類される品目の金額が大

きく減少しており、制裁の影響によるものと考えられる。 

 

１９年３月の貿易統計は公表されていないが、PDVSA

の米国子会社 CITGO が野党のコントロール下に入っ

たこと、大規模な停電の影響を受けて、２月よりも更に

減少することはほぼ確実。 

 

詳細については「ウィークリーレポート No.94」にて紹

介しているので、ご関心の方は参照されたい。 

 

社 会                       

「セマナ・サンタ 贅沢なフィエスタを非難」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.281」で、ビーチの店

舗の売り上げが大きく落ち込んでいるとの記事を紹介

した。 

 

経済情勢の悪化を受けて、ベネズエラ全体としては紹介

した通りの状況にあるが、貧富の格差の大きいベネズエ

ラでは富める人は引き続き裕福だ。 

 

インスタグラムで、贅沢なセマナ・サンタを過ごす人々

の動画が流れており、多くの国民が貧しい中で不謹慎と

して非難が殺到している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be045931624af02a879302db640659a8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b8adf736da29b6f0a2c963b547bdd12.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87805ab3d2df8db31096bded274f7f31.pdf
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映像では大音量の音楽が流れており、人々が祭りを楽し

んでいる。会場には、ロブスターやタコ、アルコールな

どが豊富にあり、周りは大型のボートで囲まれている。 

 

コメントでは、「チャビスタ」と非難するコメントが多

いが、実際のところ反チャビスタの方が、金持ちが多い

のがベネズエラの実態だろう。 

 

 

 

（写真）インスタグラム@lomejordelmilenium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年４月２３日（火曜）             

政 治                       

「国会 国家通信センターの発足を承認        

    ～代表は野党系メディアのオーナー～」        

 

４月２３日 国会は「国家通信センター」を発足するこ

とで合意した。 

 

「国家通信センター」は、正当なベネズエラ政府による

情報発信を目的にしているという。 

 

また、国会は同センターの代表としてアルベルト・フェ

デリコ・ラベル氏を任命した。 

 

ラベル氏は野党系メディア「La Patilla（ラ・パティージ

ャ）」のオーナーで、以前は野党系テレビ局の代表格だ

った「Globovision」の創設者でもある。 

また、ラベル氏はチャベス政権になる前の１９８４年～

８６年にかけて、国営放送局（VTV）の代表を務めてい

た。 

 

「La Patilla」は数あるメディアの中でも、かなり野党に

偏った印象のあるメディア。「La Patilla」のオーナーが

グアイド政権の情報発信責任者になるということは、マ

ドゥロ政権との対話や歩み寄りをする意志がないこと

の現れと理解することも出来そうだ。 

 

なお、以前、ベネズエラのメディアに関する考察をレポ

ートにしたことがある。 

 

関心のある方は「ウィークリーレポート No.74」を参照

されたい。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/41a696054c0edf29d98e39a617aed8eb.pdf
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「ベネ議員 Parlasur の議員投票制の廃止に反対」           

 

南米にはメルコスール議会（Parlasur）という組織があ

る。 

 

Parlasur は、メルコスール加盟国の立法府的な存在で、

EU の欧州議会のようなイメージ。 

 

各国にある議会とは別にメルコスール加盟国から選出

した議員で構成されている。 

 

０５年１２月にアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、

ウルグアイの４カ国が発足を決定。その後、ベネズエラ

もメルコスールに加わり、ベネズエラからも Parlasur 議

員を派遣している。 

 

その Parlasur 議員は、パラグアイ、ブラジルなどでは直

接投票によって議員が選出されていたようだが、ベネズ

エラは国会内での合意により Parlasur 議員が選出され

ている。 

 

発足時は、全ての国が Parlasur 議員を直接投票による

選挙で決めることを目指したようだが、パラグアイは次

の Parlasur 議員は直接投票を行わず、パラグアイ国会

の合意で議員を選出することに決めた。 

 

パラグアイのベニテス大統領によると、アルゼンチン、

ブラジル、ウルグアイも今回の決定に同意しているとい

う。 

 

３月２２日には、アルゼンチンのマクリ大統領も議会に

対して Parlasur 議員の直接投票を義務化する法令を廃

止することを求めており、選挙による議員の選定が無く

なる方向にある。 

 

 

 

この傾向について、野党が多数を占める国会のホセ・コ

レア議員、エミリオ・ロンドン Parlasur 副代表は直接投

票による Parlasur 議員の選定を求めると主張している。 

 

ベネズエラ国会は、直接投票を尊重する立場にあるため、

他国にも民主的な直接選挙の尊重を求めているという

ことなのだろう。 

 

「世論調査会社 対話しか残されていない」         

 

世論調査会社「DatinCorp」の代表を務めるヘスス・セ

キアス氏は、ラジオ番組に出演。 

 

そこで、「５月１日に大統領府へ行進することは間違い

だ」と指摘。暴力は状況を悪化させるだけと警鐘を鳴ら

し、グアイド議長に対して、雰囲気に流されず、落ち着

いて決断をするよう求めた。 

 

また、現状の解決策については、「もはやマドゥロ政権

との対話しか残されていない」と消極的なコメントをし

た。 

 

現在、野党が示す方針（対話を拒否し、国内外の圧力に

より軍部の離反を引き出し、マドゥロ政権を退陣させる）

でマドゥロ政権を交代させるには、もはや大統領府への

行進しか手が残されていない印象がある。 

 

とは言え、大統領府への行進は与党支持者、コレクティ

ーボと衝突する可能性が高く、暴力的な事件が起きると

理解されている。 

 

衝突を避けるため大統領府への行進を選択肢から外し

た場合、セキアス氏の言う通り、対話しか残された選択

肢はないだろう。 
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「国会議員 中国軍のベネズエラ駐留を警戒」         

 

ロシア軍がベネズエラに駐留しているという話は良く

報じられているが、中国軍もベネズエラへの駐留を開始

しているのかもしれない。 

 

国会のシモン・カルサディージャ議員は、「Globovision」

のインタビュー番組に出演。中国軍がベネズエラ国会の

承認を経ることなく、ベネズエラに軍を送ったと訴えて

いる。 

「我々は中国軍が誰の承認も経ることもなく、ベネズエ

ラに到着したとの情報を得ている。ベネズエラ国軍は中

国軍の介入に不満を感じている。」とコメントした。 

 

数日前には以下の写真が報じられた。 

本物なら中国人民解放軍がベネズエラに派遣されてい

ることになるだろう。 

 

 

 

 

ただし、４月３日に中国外務省は、中国がベネズエラに

人民解放軍を派遣しているとの噂を否定している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.274」参照）。 

 

経 済                       

「PDVSA ナイジェリアから原油を購入」            

 

「Bloomberg」は、PDVSA がナイジェリアから原油

（Sweet Agbami Crude）を購入したと報じた。 

 

これまで主に米国から希釈油、ガソリンなどの石油製品

を輸入していたが、１９年１月の制裁により、米国から

調達できなくなったためナイジェリアから購入したと

される。 

 

２０１４年にはアルジェリアから希釈用の原油を輸入

したことがあった。ベネズエラがアフリカの国から原油

を購入したのは５年ぶりと報じられている。 

 

「グアイド議長 電力問題で日本の協力を確信」         

 

４月２３日 グアイド議長は電力問題について言及。 

 

「国会は既に解決策も、関係国の支援も既に持ち合わせ

ている」と発表。 

 

特に日本、ドイツ、米国、コロンビアについて言及し、 

「彼らは我々を支援する意志を示している。マドゥロ政

権は長年、彼らに対する支払いを放棄しており信頼がな

い。マドゥロ政権では外国の支援を受けた上で、電力問

題を解決することは出来ない。」と主張した。 

 

日本企業に対して、政治的に野党支持の色が付きすぎる

とマドゥロ政権に睨まれてしまうので、日本企業にとっ

て今回の発表は微妙な面もありそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d1fbf63f62f489308379390eac4474.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d1fbf63f62f489308379390eac4474.pdf
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「ConocoPhillips の賠償判決の再審を要請」              

 

４月２３日  国際紛争解決センター（ICSID）は、

ConocoPhillips への８７億ドル支払いの賠償判決につ

いて、ベネズエラから再審を要請されたと発表した。 

 

この要請は「Mallet-Prevost, Colt Mosle y De Jesus ＆ 

Jesus」という弁護士事務所を通じて提出したようだ。 

 

今年３月、ICSID は、チャベス政権時代にベネズエラ政

府が行った接収の賠償金として、ConocoPhillips に対し

て８７億ドルの賠償金支払いを命じていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.263」参照）。 

 

ICSID は明確にしていないが、今回の要請はグアイド議

長率いる野党政権として ICSID に再審を要請している

可能性が高い。 

 

４月２３日、ホセ・ゲラ議員（国会財政委員会メンバー）

は国会で ConocoPhillips の賠償金について、損害額を

過剰に計上しているとして判決の再審議の必要がある

と主張していた。 

 

なお、ホセ・ゲラ議員は賠償金について、判決では９０

日以内に支払うよう命じられているが、ベネズエラの外

貨準備を全て使用しても８４億ドルにはならず、支払え

るはずがないと述べている。 

 

「CENDAS-FVM ３月の生活費４０．２％増」              

 

４月２３日 家計コストを調査する CENDAS-FVM は

１９年３月の生活費、食費（５人家族）を更新した。 

 

CENDAS-FVM の調査によると、１９年３月の食費は

月額 BsS１５５．５万で、先月（BsS. １２７．３万）と

比べて２２．２％上昇した。 

 

また、生活費は月額 BsS２４９．１万で、先月（BsS. １

９５．８万）と比べて４０．２％上昇した。 

 

１８年３月～１９年３月までの物価推移、月額インフレ

率の推移は以下の通り。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：ボリバル・ソベラーノ）
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（出所）CENDAS-FMVの公表値を報道から抽出して作成

表： 各月の月間食費費上昇率の推移

（単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2df29c6ecf1d8fad2d0490240901ded2.pdf
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