
 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１１月２日～１１月４日報道            No.２１１   ２０１８年１１月５日（月曜） 

1 / 8 

（写真）フレディ・ゲバラ議員（写真右）ツイッター “チリ大使公邸にかくまわれてから１年が経過” 

 

 

２０１８年１１月２日（金曜） 

 

政 治                     

「野党議員 国会主導の憲法改定について議論」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 米国の追加制裁を非難」 

「４００万 PETRO 祖国カードを通じて販売」 

「パリクラブに対する債務は１００億ドル超」 

「ベネズエラ企業団 上海見本市に出展」 

「原油価格 １バレル６８．５５ドル」 

「５６回目 DICOM １ドル BsS.６４．８９」 

社 会                     

「ガソリン不足 各地で給油待ちの大行列」 

2018 年 11 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「フレディ・ゲバラ元国会第２副議長（VP 所属） 

～チリ大使公邸に滞在したまま一年が経過～」 

「Hinterlaces 政党支持なしが５１％」 

「Datanalisis 社長が考える今後の４シナリオ」 

経 済                    

「１８年の並行レート送金額は２４億ドル？」 

社 会                     

「ネット自由度ランキング ６５カ国中５２位」 

「国軍とコロンビア・ゲリラ ELN が衝突 

～４名死亡、１０名の怪我人を確認～」 
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２０１８年１１月２日（金曜）             

政 治                       

「野党議員 国会主導の憲法改定について議論」       

 

１１月６日 野党多数の国会は国会主導の憲法改定に

ついて議論する予定。 

 

この提案はマドゥロ政権に反旗を翻して、コロンビアに

追われたルイサ・オルテガ元検事総長の提案を受けたも

の（「ベネズエラ・トゥデイ No.199」１０月５日付の記

事参照）。 

オルテガ検事総長は自身のツイッターで 

「来週火曜、国会主導による憲法改定について議論する

ベネズエラ国会のイニシアティブを称賛する。 

憲法を擁護するのは全国民の義務であり、この戦いに

我々の議員が立ち向かっていることはほめられるべき

ことだ。」と投稿した。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 米国の追加制裁を非難」           

 

１１月１日に米国政府はベネズエラの GOLD 取引に制

裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」１１月１

日付の記事参照）。 

 

１１月２日 マドゥロ大統領は全国報道で同制裁につ

いて「精神が錯乱した、狂気じみた、恐るべき行為だ。」

と非難した。 

 

「米国政府が行っている制裁は民間企業に悪影響を与

えている。また、我々が国民に必要な食料や医薬品を輸

入する際にも米国政府は支払いを妨害してくる。 

 

我々は医薬品をベネズエラに持ってくるために制裁を

回避するための迂回取引をしなければいけない。この行

為で通常より時間がかかっており、且つコストも高くな

る。１ドルで購入できるはずの商品が最終的に５ドルも

かかることになる。」 

と訴えた。 

 

ベネズエラ政府が作成した米国による経済制裁の非難

レポートについては「ウィークリーレポート No.68」で

確認できる。同レポートによると、１ドルの商品が５ド

ルになるほど迂回取引によるコストはかかっていない。 

 

また、マドゥロ大統領は、近日中にボリバル州ピアール

市の GOLD 工場の稼働が始まると発表した。 

 

「ベネズエラには現在３２の GOLD 鉱区があり、国内

外から多くの技術と投資が集まる。これにより毎年５０

億ドルの外貨がベネズエラに流れるだろう」と訴えた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e555d8f3aef8b068dce9ed6c0468fed2.pdf
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他、マドゥロ大統領は、GOLD の違法取引についてボ

リバル州を拠点とする野党政党「La Causa R（LCR）」

のアンドレス・ベラスケス党首とアメリゴ・デ・グラシ

ア議員がマフィアを資金的に援助していると訴えた。 

 

ベラスケス党首は「自分の移動に護送車も付けていない

のにマフィアの資金提供者になどなれるか！」とツイッ

ターで反論。 

 

グラシア議員は「マドゥロが我々を資金提供者として非

難したのはボリバル州での GOLD の違法行為を訴えた

ことが理由だ」とコメントした。 

 

「４００万 PETRO 祖国カードを通じて販売」         

 

１１月２日 マドゥロ大統領はデジタル通貨「PETRO」

による貯蓄をするよう訴えた。 

アイサミ経済担当副大統領の発表によると、１１月５日

から PETRO は現地通貨で購入できるようになる予定

だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.197」１０月１日付の記

事参照）。 

 

なお、１０月２９日から外貨建てでの PETRO 販売が開

始されたが、一時中止が発表され１１月５日から再開さ

れる予定になっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.210」

１０月３１日付の記事参照）。 

 

現地通貨建てで PETRO を購入する場合「祖国カード」

のパトリア・システムで購入することになるようだ。 

 

マドゥロ大統領は「４００万 PETRO を祖国カードの貯

蓄対策に充てることを承認した。ボリバル建てで言えば

BsS.１４４億、ドル建てで言えば２．４億ドルに相当す

る。 

この PETRO を通じてドル、ユーロ、その他外貨に換え

貯蓄ができるようになる。」と発言した。 

 

「パリクラブに対する債務は１００億ドル超」                  

 

ロイター通信は、ロシアの Sergei Storchak 財務次官が 

「パリクラブに対してベネズエラ政府が負っている債

務は１００億ドルを少し超えたくらいだ。」 

と語ったと報じた。 

 

記事にはこれ以上の内容は書かれておらず、個別国の債

務状況などは明記されていない。 

 

パリクラブは OECD 加盟国２１カ国（日本、韓国、米

国、カナダ、ブラジル、フランス、ドイツ、オーストリ

ア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、

アイルランド、イタリア、スイス、ノルウェー、オラン

ダ、英国、スウェーデン、オーストラリア、イスラエル）

＋ロシアで構成されており、定期的に債務国への対応に

ついて協議する趣旨のグループ。 

 

「ベネズエラ企業団 上海見本市に出展」                  

 

１１月５日～１０日にかけて上海で国際見本市が開催

される。 

今年９月 マドゥロ大統領が訪中した後でベネズエラ

の公的セクター・民間セクターの５００社を上海国際見

本市に出展させると公言していた。 

 

ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、国営報道局

（AVN）の取材に対して、 

「ミランダ州の企業は上海見本市に２００商品を出展

する。工業、農業などの企業が中国向け輸出促進のため

に出展する」とコメントした。 

 

１１月４日時点で少なくともジョマナ・コテッチ貿易国

際投資相、ダンテ・リバス漁業相が中国に到着している。 

また、マドゥロ大統領が再び訪中するとも噂されている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
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「原油価格 １バレル６８．５５ドル」                  

 

１８年１０月２９日～１１月２日のベネズエラ産原油

の平均価格は米ドル建てで６８．５５ドル／バレル。 

 

先々週が７２．４ドル、先週が７０．０３ドルだったの

で徐々に下落していることが分かる。 

なお、WTI、Brent なども同様に下落しており、原油価

格の下落は国際的な傾向と言える。 

 

 

 

「５６回目 DICOM １ドル BsS.６４．８９」                  

 

中央銀行は第５６回 DICOM の結果を公表した。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６４．８９（１ユーロ BsS.

７３．８６）。前回の１ドル BsS６４．７４から少しボ

リバル安になったことになる。 

 

外貨供給額は合計で３６６万２，４４７．１ドル。 

前回の４２２万ドルより減ったことになる。 

 

 

前回同様、５６回目もユーロ建ての割り当てが行われた。 

 

法人について、ユーロ建てでの割り当ては５９社。総額

は１８６万９，３６９ユーロ。ドル建ては５，８００ド

ルにとどまった。 

 

個人について、１，９２０名は１０８万７，９９１．８

５ユーロ。ドル建ては２万５０３．２４ドルだった。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Digital Import」

で１８万ユーロ。割り当てられた外貨の使用用途は完成

品輸入。会社名から電気製品を輸入する会社だろう。 

 

次いで、「Sabrina Company」が１６万５，５００ユーロ

の外貨供給を受けた。事業内容は不明だが、完成品の輸

入目的で外貨割り当てを受けている。 

 

３番目は「Fito Shop」が１３万２，９００ドルの外貨供

給を受けた。業種は不明だが、完成品の輸入目的で外貨

割り当てを受けている。 

 

社 会                        

「ガソリン不足 各地で給油待ちの大行列」           

 

今週末にかけてガソリン不足が深刻になっており、全国

的にガソリンスタンドに長蛇の列が出来ている。 

 

Globovision 記者が PDVSA 労働組合書記官のイバン・

フレイタ氏にガソリン不足の原因について取材したと

ころ、 

 

「マドゥロ政権による誤った経済運営に責任がある。 

国内の製油所の稼働が低迷している一方で、マドゥロ大

統領は中国向けの原油輸出、キューバ向けの原油輸出を

優先させている。」 

とマドゥロ政権の方針を非難した。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年１０月）

（出所）ベネズエラ石油省
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（写真）パピト・ロドリゲス・ベフマ市長（PJ 所属） 

“カラカス地区のガソリンスタンドに長蛇の列” 

 

２０１８年１１月３日～４日（土曜・日曜）             

政 治                       

「フレディ・ゲバラ元国会第２副議長（VP 所属）    

  ～チリ大使公邸に滞在したまま一年が経過～」        

 

１７年１１月 当時、国会第２副議長を務めていたフレ

ディ・ゲバラ議員（大衆意志党（VP）所属）は、反政府

デモを扇動した罪で制憲議会に裁判の実施を承認され、

チリ大使公邸に逃亡。 

 

そのまま大使公邸にかくまわれた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.56」１１月６日付の記事参照）。 

 

ゲバラ議員がチリ大使館にかくまわれてから１年が経

過。彼は引き続きチリ大使公邸に滞在している。 

 

コロンビアの野党系報道会社 NTN２４は、ゲバラ議員

の父親に現在の彼の状況について取材を行った。 

 

 

「残念なことに私の息子が保護されてから状況は益々

悪くなった。フレディへの迫害行為は、その後国会に対

して制憲議会が行った迫害の出発点になった。また、国

際社会はこの状況にタイムリーに対応できなかった。 

 

フレディは世界で唯一、大使公邸で避難民生活を送って

いる政治家だ。 

 

フレディはそのまま国内に留まることを決めた。国内に

いた方が国に有益なことができると考えたからだ。しか

し、ベネズエラ政府はフレディが政治的な発言をできな

いようチリ政府と合意を結んだ。しかし、フレディは引

き続き国内の政治問題に深くかかわっている。」 

とコメントした。 

 

「Hinterlaces 政党支持なしが５１％」           

 

古株与党政治家のホセ・ビセンテ・ランヘル氏は自身の

テレビ番組で、与党系の民間世論調査会社「Hinterlaces」

が１０月７日～２２日にかけて全国１，５８０名を対象

に実施した支持政党に関するアンケート調査の結果を

紹介した。 

 

同調査によると、 

「どの政党も支持していない」が最も多く５１％。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」が３５％。 

与党「Gran Polo Patriotico」が２％。 

野党「行動民主党（AD）」が４％。 

野党「第一正義党（PJ）」が２％。 

野党「大衆意志党（VP）」が２％。 

野党「野党連合（MUD）」が２％。 

野党「キリスト教社会党（Copei）」が１％。 

野党「変化のための希望党（EOC）」が１％。 

だったと発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
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与党系の世論調査会社による調査のため、急進野党「ベ

ネズエラ主導党（VV）」は選択肢に入っていないのかも

しれない。 

 

「Datanalisis 社長が考える今後の４シナリオ」         

 

野党系世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン

社長は現地紙「El Universal」の取材を受け、今後の政治

シナリオについて自身の見解を述べた。 

 

なお、ビセンテ・レオン社長はカプリレス元ミランダ州

知事との関係が近く、基本的には与野党対話を支持し、

選挙による問題解決を志向している人物。 

 

「ベネズエラは政治的に分断された状況にあり、私が考

えている今後の政治シナリオは物議を醸しだすことだ

ろう。しかし、我々の仕事は客観的なものであるべきで

人が信じたいことを言うことではない。 

 

まず、いくつかのグループが想像しているような国際的

な軍事介入が起きる可能性は低い。ベネズエラはそのよ

うな状況にはない。 

 

我々に起きているのは制裁の衝撃だ。この制裁は攻撃的

で強権的なベネズエラ政府に原因があることは疑いよ

うがない。しかし、制裁はベネズエラの状況を更に悪化

させる要因になっており、この手段で政権が交代する可

能性は低い。 

ベネズエラの経済は２０１９年以降もハイパーインフ

レに直面することだろう。 

 

他方のシナリオは４つ存在する。 

 

1 つ目はマドゥロ政権が継続することだ。 

この場合の楽観的なシナリオでは政府が並行市場の存

在を認め、経済が分断されることが考えられる。 

 

悲観的なケースでは統制が強化され、キューバのように

経済成長の可能性も政治権も失ってしまうことだ。 

 

２つ目のシナリオは与党内部の分裂によりマドゥロ政

権が交代することだ。与党は代表を変えて引き続き自分

たちの考える革命を進めることになる。 

抜本的な変化は期待できないが 1 つ目のシナリオより

も良い展開だと考えている。 

 

３つ目は我々が考える最も望ましいシナリオだ。国内外

との対話の道も開き、民主主義的な選挙制度で政権交代

が行われる。 

 

そして４つ目のシナリオはマドゥロ大統領が失脚し、彼

よりも過激な与党系の大統領が誕生する可能性だ。対話

の道が更に閉ざされ、キューバへの道を進むことになる。

野党だけではなく、政権内部でも対立が激化し、内戦状

態になる。」 

 

経 済                       

「１８年の並行レート送金額は２４億ドル？」            

 

ベネズエラの民間経済調査会社「Ecoanalitica」は、政府

に分からないように行っている並行レート送金が多い

ので、正確な数字を知ることは不可能だと断った上で、

１８年の並行レート送金額は年間で２４億ドル程度に

なるのではないかと予想した。 

 

同社は１７年の並行レート送金は年間で１７億ドルと

予想しており、前年比６０％増になると考えている。 
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社 会                        

「ネット自由度ランキング ６５カ国中５２位」           

 

米国のシンクタンク「Freedon House」は主要６５カ国

のインターネット自由度ランキングを報告。ベネズエラ

の順位は６５カ国中５２位だった（点数が高い方が、評

価が低い）。 

 

 

日本からベネズエラの情報を入手している筆者からす

れば、ベネズエラはインターネットでの情報発信の自由

度でみれば比較的高い気がしている。 

 

ベネズエラ政府は、抗議行動の際に取材陣のカメラを奪

う、テレビでの報道内容を規制する、突然、政府宣伝用

の全国放送を流し始めるなどベネズエラ国内で物理的

に報道に圧力をかけているが、インターネットの世界で

は統制は効いておらず、野党メディアは自由に情報を発

信している印象を持っている。 

 

現地野党系メディアの代表格である「El Nacional」は新

聞印字用の紙を輸入するための外貨を政府が割り当て

ないので、新聞の発行には著しい障害が起きているが、

インターネットでの情報配信については政府批判を含

めてかなり自由に情報が流れている印象がある。 

 

むしろ政府系の情報にアクセスするときの方がウイル

スを心配する。反政府系の人物が仕込むのだろう。 

 

政府は時 「々La Patilla」など野党系のサイトをブロック

する時がありメディアで非難されているが、そこまで長

くブロックされることはない。 

 

また、読者としてやりすぎではないかと思えるような表

現や映像は確かに存在する。筆者は、空調機能が停止し

た遺体保管所で放置され、腐った人間の死体の写真など

も見たことがある。また、次ページで ELN ゲリラと国

軍の衝突について報じているが、ここでも頭部を撃ち抜

かれている軍人の写真を見てしまった。 

 

他方、インターネットの通信環境という視点で見ればベ

ネズエラはかなり低い。ネットの速度は遅いし、頻繁に

切れる。 

 

他国の事情は分からないが、通信事情も含めて５２位と

いうことなのだろう。 
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「国軍とコロンビア・ゲリラ ELN が衝突         

    ～４名死亡、１０名の怪我人を確認～」         

 

１１月４日 アマゾナス州プエルト・アジャクチョで国

軍とコロンビアのゲリラ組織「民間解放軍（ELN）」が

衝突。確認できた情報では、少なくとも軍人４名が死亡、

１０名が重傷を負った。 

 

衝突の理由は麻薬密売。 

１１月３日に ELN「Frente 16」に所属するゲリラ３名

が麻薬密売で逮捕された。彼らの解放のために国軍を攻

撃したと報じられている。 

 

また、衝突を起こした ELN 側のトップは逮捕されたよ

うだ。 

 

以上 

 


