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（写真）アレアサ外相ツイッター “ユニセフから３，２００万ドルの拠出受け入れを発表するアレアサ外相” 

 

 

２０１８年１０月５日（金曜） 

 

政 治                     

「憲法改定投票 賛否を巡り野党内で亀裂 

～オルテガ元検事総長は国会の憲法作成提案～」 

「与野党抗議デモ 特に大きな問題起きず」 

「ユニセフ 児童保護のため３２００万ドル拠出」 

経 済                     

「米シャノン元国務次官 債務再編を支援か」 

「Ecoanalitica 家族送金は２４億ドルと予想」 

「１１月からパスポート発行手数料を増額」 

「原油価格は 1 バレル７５．９ドル」 

「４５回目 DICOM １ドル BsS.６２．６６」 

2018 年 10 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「米上院外交委員長 マドゥロ大統領と対談予定 

～野党は政府を延命させると警戒～」 

「急進野党 緊急亡命政府の発足を提案」 

「ブラジル大統領選 今月２８日に決選投票」 

経 済                    

「ドイツ銀行 ９０トンの GOLD 没収か」 

「通貨供給量 ９カ月で１１，３９８％増」 

社 会                     

「８月の抗議行動 前年同期比２０％増」 

「ベネズエラで感染症の拡大を警戒」 
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２０１８年１０月５日（金曜）             

政 治                       

「憲法改定投票 賛否を巡り野党内で亀裂          

 ～オルテガ元検事総長は国会の憲法作成提案～」       

 

制憲議会が発足して１年２カ月が経過する。この間、制

憲議会は国会の役割を担っており本来の目的である憲

法改定については議論されている様子は見えない。 

 

実際のところ憲法草案は一部のグループで作成されて

いる。一部では憲法草案も既に出回っており、内容を見

る限り草案はほぼ出来上がっている。 

 

最近では１２月に行われる市議会議員選に併せて憲法

改定が行われると噂されている。 

 

これを受けて野党は仮に憲法改定選挙を呼びかけられ

た場合にどのように対応するかで意見が対立している。 

 

行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長は選挙

で新憲法に「反対」を投じるべきだと主張。 

第一正義党（PJ）のカプリレス元ミランダ州知事、発展

進歩党のファルコン党首らも同様の見解を示している。 

 

他方、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチ

ャド党首、国民勇猛同盟（ABP）のアントニオ・レデス

マ元カラカス大首都区長らは、 

「憲法に違反して発足した制憲議会や民意を尊重でき

ない選挙管理委員会（CNE）の呼びかけに答えてはいけ

ない。制憲議会の正当性を認めることになる。」 

として、投票に参加しないよう呼びかけており、現時点

では両者の着地点は見えていない。 

 

 

 

 

１７年８月 制憲議会の発足とほぼ同時にベネズエラ

を追われコロンビアに亡命したルイサ・オルテガ元検事

総長は、カウンターオファーとして、国会が新憲法を作

成すれば良いと提案している。 

 

憲法では、国会に憲法草案を作る権限は無いので、憲法

違反を訴える組織が憲法違反をするのは、個人的にはい

かがなものかと思う。 

 

オルテガ元検事総長は今でこそ野党のようにふるまっ

ているが、それまではチャベス政権、マドゥロ政権の幹

部として野党支持者を抑圧してきたことも事実。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長とは比較的協力

関係が出来ているが、野党政治家、野党支持者の彼女に

対する心境は複雑なものがある。 

 

オルテガ元検事総長の提案が野党内で受け入れられる

かどうかは不明だが、新しい提案として一石を投じてい

る。 

 

「与野党抗議デモ 特に大きな問題起きず」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.197」１０月２日付の記事

で紹介した通り、１０月５日に与野党ともに抗議行動を

呼びかけていた。 

 

与党は、米国の過介入と帝国主義に反対を示すため、カ

ラカスの行政監督庁本部へ行進した。 

 

野党は、労働条件の不満を示すため、全国の労働監督局

へ向かった。 

 

当日は双方ともにそれなりに動員できたというくらい

だった。また、抗議行動を理由とした特筆するべき治安

の悪化も報じられていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2fdfbc5933e70bcd1b4aeffea958a3d1.pdf
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（写真）与党 PSUV 若者部会のツイッター 

 

（写真）野党系市民団体「Frente Amplio」ツイッター 

 

「ユニセフ 児童保護のため３２００万ドル拠出」                  

 

１０月５日 国連児童基金（ユニセフ）のラテンアメリ

カ地域支部長を務めるマリア・ペルセバル氏がマドゥロ

大統領、アレアサ外相らと会談。 

 

児童保護のためにユニセフから３，２００万ドルの拠出

を受け入れることを発表した。 

 

マドゥロ政権は、米国や反マドゥロ近隣諸国からの援助

を拒んでいるが、国連からの援助は受け入れる意志があ

るようだ。 

 

アレアサ外相は 

「この資金は１８年、１９年予算として食事、栄養など

我々の児童のために支出するが、ベネズエラ政府は常に

追加で必要な支出をする用意がある。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）PSUV ツイッター 

“３，２００万ドルの投資受け入れを発表する政府” 

 

経 済                        

「米シャノン元国務次官 債務再編を支援か」           

 

１８年２月 米国のトーマス・シャノン元国務次官は辞

職を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.93」２月１日付

の記事参照）。同年６月には正式に退官していた。 

 

トーマス・シャノン元国務次官は当時の国務省ナンバー

３に位置する人物で中南米の専門家として知られる人

物。ティラーソン元国務長官からは「外交の歩く百科事

典」と評価される人物で、在ベネズエラ米国大使も経験

している。 

 

シャノン元国務次官は、辞職の理由は明らかにしていな

いが、ベネズエラに限らずトランプ政権の圧力強化を志

向する外交方針に従えなかったことが理由だったと見

られている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/721d9241c286418964a4bfa722da0193.pdf
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そのシャノン元国務次官がベネズエラ政府のアドバイ

ザリーを務めている弁護士事務所「Arnold ＆ Poter」

に就職したようだ。 

 

同弁護士事務所は特にベネズエラ政府の債務再編につ

いてアドバイザリーをしている。 

 

ベネズエラが債務再編を進めるには米国の経済制裁が

重要なポイントになる。ロビー活動などでシャノン元国

務次官の協力が必要になるということかもしれない。 

 

「Ecoanalitica 家族送金は２４億ドルと予想」         

 

現地通貨はインフレによって減価が激しい。 

現地通貨をベースにした生活が厳しくなる中、国民の生

活にはドルが必要になっており、外国に住む家族からの

送金は生活に欠かせないものになりつつある。 

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」は１７年の家

族送金は１５億ドルだったが、１８年は２４億ドルに達

するだろうと予測した。 

 

同調査会社のアスドゥルバル・オリベロ氏は 

「ベネズエラには２つのグループがある。一つはドルに

アクセスがあるグループ。もう一つはドルにアクセスで

きないグループだ。 

ドルにアクセスできるグループであればインフレの影

響は和らぐだろう。」 

とコメントした。 

 

「１１月からパスポート発行手数料を増額」                  

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は１１月からパスポート

発行・更新手数料を改定すると発表した。 

 

 

 

新たな価格は 

発行手数料が BsS.７，２００。 

DICOM レートで約１２０ドル。 

並行レートで約７２ドル。 

 

更新手数料は BsS.３，６００。 

DICOM レートで約６０ドル。 

並行レートで約３６ドル。 

 

上記は国内でのパスポート発行・更新手数料。 

外国でパスポートの発行・更新手続きを行う場合は 

発行手数料が２００ドル。 

更新手数料が１１０ドルになる。 

 

「原油価格は 1 バレル７５．９ドル」                  

 

１８年１０月１日～１０月５日のベネズエラ産原油の

平均価格は５２１．３５人民元／バレル。 

 

米ドル建てで７５．９１ドル／バレル。前週が７３．０

４ドルだったので前週から２．８７ドルと２週連続で大

幅に上昇した。 
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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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「４５回目 DICOM １ドル BsS.６２．６６」                  

 

中央銀行は第４５回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６２．６６。 

 

外貨供給額は合計で６５５万９，３４３．２ドル。 

１８年で最も外貨供給額が多かった。 

 

法人１１９社に対して３１７万３，９９７．８２ドルが

割り当てられ、３，２８１名に３３８万５，３４５．３

８ドルが割り当てられた。 

 

９月に入ってから個人部門への外貨供給が増えており、

法人よりもドルの受け取りが多いことも度々だ。 

 

これまで個人の場合、１カ月で５００ドル以上を購入す

ることが出来なかったが、現在の DICOM は一人で１

万ドル以上の外貨供給を受けることも多い。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は医療品の輸入会社

「Drosalud」で１７万７，８００ドル。 

 

建設用機材の輸入販売業者「CONSTRUCCIONES 

METAELECT C.A.」で１６万６，０００ドル。 

 

飲料メーカーの「Coca Cola FEMSA」と輸入業者（取扱

品目不明）の「Fundo El Ocumo」が１５万ドルの外貨

供給を受けている。 

 

また以前は「債務返済」や「貯蓄」の名目の外貨割り当

ては少なかったが、両項目での外貨割り当ても増えてい

る。 

 

 

 

 

 

２０１８年１０月６～７日（土曜・日曜）             

政 治                       

「米上院外交委員長 マドゥロ大統領と対談予定     

     ～野党は政府を延命させると警戒～」        

 

米国のボブ・コーカー上院外交委員長は、ベネズエラの

与野党関係者らと会談するためベネズエラを訪問する

と発表。 

 

既にベネズエラに到着しており、１０月８日にマドゥロ

大統領と会談すると見られている。 

 

コーカー議員は今年５月にも大統領選直後にマドゥロ

大統領と会談した（「ベネズエラ・トゥデイ No.142」５

月２５日付の記事参照）。 

 

その翌日、スパイ容疑でベネズエラ政府に拘束されてい

た米国人ジョシュア・ホルツ氏が解放された。 

 

当時、トランプ大統領は圧力の成果だと宣言していた。

その側面もあるのかもしれないが、ホルツ氏解放の直接

的な要因はコーカー議員の対話姿勢だった。 

 

今回もコーカー議員がマドゥロ大統領と会談すること

で前向きな動きが期待される。 

 

なお、この動きについて第一正義党（PJ）、大衆意志党

（VP）、La Causa R の３党は、コーカー議員に対する書

簡を公開。 

 

ベネズエラ問題の解決のため努力をしてくれることは

感謝しているが、マドゥロ大統領と会談することは現政

権を延命させる要素になり得る。と警戒を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/434dbb1233c0208bb179f00b4b75ea10.pdf
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「急進野党 緊急亡命政府の発足を提案」           

 

１０月７日 チャベス政権前にベネズエラの国連代表

大使を務めていたディエゴ・アリア氏は、外国に亡命し

ている政治家による緊急亡命政府を発足するべきだと

提案した。 

アリア氏は急進野党を代表する政治家の一人。 

 

同政府の立法権は野党多数の国会が担い、司法権は亡命

最高裁判所が担うと説明した。 

 

また、外国にいる政治家がどうして政府を発足するのか

という点について 

「外国の政治家はマドゥロ政権の抑圧を受けずに物事

を決めることが出来、ベネズエラにとって必要な真実を

訴えることが出来るからだ」 

と主張した。 

 

以前から急進野党が並行政府を組織しようとしている

との噂は存在していた。今回の提案はアリア氏の思いつ

きではなく急進野党としての方針なのだろう。 

 

しかし、亡命政府を組織するにはベネズエラ国民の民意

を確認する必要がある。 

与党に加担する選挙管理委員会（CNE）が行う選挙に独

立性がないのと同様に、野党単独で行う選挙にも独立性

がない。そもそも憲法違反だ。 

 

また、外国に住んでいるベネズエラ人が亡命政府を発足

させても、それを実行させるには他の行政の協力が必要。

つまり、ベネズエラ国内では亡命政府が決めたことは現

実にならない。 

 

行動民主党（AD）など伝統野党がこの提案に乗るとは

思えず、個人的にはこの提案は空中分解すると考えてい

る。 

 

「ブラジル大統領選 今月２８日に決選投票」         

 

１０月７日 ブラジルで大統領選が行われた。 

 

一次集計結果では極右・社会自由党のジャイル・ボルソ

ナロ下院議員が約４６％。左派・労働党のフェルナンド・

アダジ元サンパウロ市長が約２９％だった。 

 

ブラジルの大統領選は１人の得票率が５０％を越えな

い場合、２位の候補と決選投票を行う仕組みになってい

る。 

 

従って、１０月２８日（日曜）にボルソナロ議員とアダ

ジ元サンパウロ市長が決選投票を行うことになる。 

 

なお、集計が終わっていないためか投票参加率は発表さ

れていないが、一次集計の結果とブラジルの有権者数を

見る限りでは投票参加率は７５％前後と思われる。 

 

３位のゴメス候補（得票率１２．５％）は左派政治家で

アダジ候補に票が流れると思われる。 

 

他方、４位のアルキミン候補（得票率４．８％）はボル

ソナロ議員に思想が近いとされる。 

 

３位以下の候補者に票を投じた有権者の票が誰に流れ

るか、今回投票に参加しなかった人の投票意欲をあと３

週間で盛り上げることが出来るかがポイントになる。 

 

とは言え、今回の結果を見る限りやはりボルソナロ議員

の方が有利なのだろう。 

 

ボルソナロ議員は一位通過の確定後にツイッターで 

「ブラジルのたどる道は２つある。１つは、神のそばで

の繁栄・自由・家族。もう一つはベネズエラだ」と左派

候補を攻撃した。 
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この種の政治キャンペーンはかなり効果的だと理解し

ている。ベネズエラの政治経済の惨状は多くの国民が知

るところだ。 

 

コロンビアの大統領選挙ではドゥケ大統領が左派の候

補を非難する目的でベネズエラを引き合いに出し、勝利

に大きく貢献した。 

 

ブラジルでは、これまでベネズエラ問題については選挙

のテーマになっていない印象があるが、今後は左派候補

のネガティブキャンペーンにベネズエラの惨状を引用

する可能性がありそうだ。 

 

経 済                       

「ドイツ銀行 ９０トンの GOLD 没収か」            

 

１０月７日 チャベス政権前に PDVSA 役員を務めて

いたホセ・タロ・ハーディ氏は、自身のツイッターで 

「ドイツ銀行がベネズエラ政府の１７億ドルの債務不

払いを理由に担保にしていた GOLD９０トンを没収し

た。」 

と投稿した。 

 

ドイツ銀行が、担保にしていた GOLD を没収したのは

今回が初めてではない。 

 

１７年１０月にも当時１２億ドルの融資の担保に設定

されていた GOLD９０トンを没収している。 

その際は、当時の GOLD 時価との差額４～５億ドルを

中央銀行に支払ったようだ（「ベネズエラ・トゥデイ

No.50」１０月２３日付の記事参照）。 

 

 

 

 

 

 

「通貨供給量 ９カ月で１１，３９８％増」         

 

ベネズエラ中央銀行の無計画な通貨発行がハイパーイ

ンフレの原因の一つと言われている。 

 

ベネズエラ中央銀行が発表した１８年１月～９月まで

の通貨供給量の増加率は１１，３９８％だった。 

つまり、９カ月間でベネズエラ国内に流通する通貨が約

１１４倍増えたことになる。 

 

他方、国会が発表するインフレ率は１８年１月～８月ま

でで３４，６８１％。今の調子でインフレが上がれば１

月～９月の９カ月間で８０，０００％は超えそうだ。 

 

つまり、国会の公表値を基準にすると９カ月でベネズエ

ラの物価は８００倍になったことになる。 

 

数字で見ると通貨供給量の増加よりも物価の上昇の方

が速いことが分かる。 

 

これは、国民の購買力が相対的に低下していることを意

味している。 

 

社 会                        

「８月の抗議行動 前年同期比２０％増」           

 

非営利団体の「ベネズエラ紛争社会観測所（OVCS）」に

よると、１８年８月に起きた抗議行動の数は全国で８９

４件。前年同期の７４２件と比べて約２０％増えたと報

じた。 

 

現地情報サイト「La Ptilla」によると、抗議行動の目的

は、３４７件が労働環境の改善。２９８件は公共サービ

スの不満。８６件はマドゥロ政権のデノミに反対するた

め。７５件はその他政治イベントだという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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「ベネズエラで感染症の拡大を警戒」              

 

ベネズエラの経済低迷と同時に衛生環境も悪化。感染症

や伝染病が増えている。 

伝染病は国境での取り締まりには限界があり、他国にも

患者が増加しており、近隣国の大きな懸念事項になって

いる。 

 

ベネズエラ感染症社会団体のマリア・ロペス代表は、民

放「Televen」のインタビュー番組に出演し、２０１６

年に入ってからこれまでに１６８名がジフテリアに感

染し死亡。１，９００人はジフテリアに感染したとコメ

ントした。 

 

ジフテリアの発生源はベネズエラ内陸のボリバル州で

同州の当局もボリバル州が発生源であることを認めて

いると説明した。 

 

また、麻疹（はしか）もベネズエラで問題になっている

感染症の一つだと説明。１７年～１８年にかけて約４，

５００名が麻疹に感染したとコメントした。 

４，５００名という数字は、ベネズエラで２００１年～

２００７年の７年間で麻疹に感染した人数とほぼ同数

だという。 

 

更に１８年に入ってから麻疹の感染者は増加傾向にあ

り、今年だけで３，０００名が感染したとコメント。 

 

また、百日咳に感染した児童は１８年１月～８月末まで

に２，１６０名。そのうち１２名の子供が命を落とした

という。死亡した子供の年齢はほとんどが６カ月未満だ

という。 

 

マラリアの感染者も急激に増えているという。１７年中

のマラリア感染者は３２万人で１６年の２４万人から

８万人増えたと説明。 

 

医薬品やワクチン、医療器材の不足に加えて、衛生環境

も悪化しており今の状況が続けば感染症患者は更に増

える可能性があると懸念を表明した。 

 

以上 


