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（写真）ジャイロ・ボルソナロ次期伯大統領ツイッター “１０月２８日 ボルソナロ議員の当選が決定” 

 

 

２０１８年１０月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「メキシコ大統領就任式 マドゥロ大統領出席？」 

「サパテロ元西首相 ５月の大統領選 野党勝てた」 

「フロリダ元 VP 議員ら スペイン国籍取得」 

経 済                     

「カラカス市街 実質的なドル化傾向」 

「国営会社の民営化 水面下で進む 

～乳製品メーカー「Lacteo Los Andes」売却か～」 

「中国経済専門家らへ経済政策を説明」 

「５３回目 DICOM １ドル BsS.６４．３」 

「原油価格 １バレル７０．０３ドル」 

 

18 年 10 月 27～28 日（土・日） 

 

政 治                    

「ブラジル大統領 極右ボルソナロ氏が当選 

～対ベネズエラ関係は悪化の見通し～」 

「米国議員 制裁強化の必要性訴える」 

「伝統野党 一斉選挙、CNE 交代を要請」 

「サンブラーノ議員 与野党対話を訴える」 

「SEBIN 司令官 解任の噂」 

経 済                    

「PDVSA 資産の CVE 移譲は学術的な検討 

制憲議会内でも討論されていないと説明」 

「食料不足率 １８年６月時点で５８％」 
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２０１８年１０月２６日（金曜）             

政 治                       

「メキシコ大統領就任式 マドゥロ大統領出席？」       

 

マドゥロ大統領は、１２月１日にメキシコ大統領に就任

するロペス・オブラドール次期大統領の就任式に出席す

るようだ。 

 

１２月から外相に就任する予定の Marcelo Ebrard 氏が

自身のツイッターでマドゥロ大統領の就任式参列を発

表した。 

 

 

（写真）Marcelo Ebrard 次期外相ツイッター 

“マドゥロ大統領の大統領就任式の出席を確認（なお、

ベネズエラの国名を書き間違えて、修正されている）” 

 

Marcelo 氏のツイッターによると、他にもコロンビアの

ドゥケ大統領やパラグアイのアブド大統領、米国のペン

ス副大統領らも出席する予定のようだ。 

 

メキシコはベネズエラ問題について中立の方針を示し

ているため、マドゥロ大統領を招待していると思われる

が、米国・コロンビアはマドゥロ大統領を独裁者で民主

主義を尊重していないと非難している。 

 

 

マドゥロ大統領が就任式に参列するならば、参列を取り

やめるなどと言い出しそうな気がする。 

 

あるいは、オブラドール新大統領が与野党対話の新たな

仲介者となる可能性も否定できない。 

 

「サパテロ元西首相 ５月の大統領選 野党勝てた」         

 

１０月２６日 与野党対話の仲介役として野党に「マド

ゥロ大統領の協力者」と非難されるロドリゲス・サパテ

ロ元西首相はスペインでフォーラムに登壇。 

 

ラテンアメリカの現状について訴える中で、ベネズエラ

について発言。もし５月の大統領選に野党が団結して参

加していたのであれば、野党は勝利できたと発言した。 

 

サパテロ元首相はベネズエラ問題について 

「大多数の政治家が対話を犯罪視し始めた。全ての政治

家、特に欧州連合の外交官に対して一致して対話を促進

するよう求める。共存と相互理解を訴えたい。 

 

ベネズエラ政府との対話があったからこそ、多くの政治

犯が解放されたにもかかわらず、ベネズエラ野党から対

話は強く批判されている。 

 

ベネズエラでは対話が犯罪かのように扱われているが、

ベネズエラで対話は継続されなければいけないし、対話

は擁護されなければいけない。 

私の認識では政治とは対話である。対話が無ければ共存

の未来は存在しない。 

 

私はドミニカ共和国での対話を仲裁した。解決策はそこ

にあった。野党が拒絶したドミニカ共和国での仲裁案は

私自身が作成した。 
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名前は言わないが、私は知っている、私はあの草案を持

っている。だから、真実を訴える。私はベネズエラの不

都合な真実を知っている。真実は不都合なものだ。 

 

５月の大統領選にはほとんどの野党が参加しなかった。

あの選挙の条件は、１５年１２月に野党が勝利した国会

議員選と同じだった。 

 

ファルコン党首の得票数とマドゥロ大統領の得票数か

ら推測すれば、野党は５月の大統領選で勝利できたと確

信している。」 

と発言した。 

 

「フロリダ元 VP 議員ら スペイン国籍取得」                  

 

１０月２６日 スペイン外務省の報道官は記者会見で

４名のベネズエラ人にスペイン国籍を与えると発表。 

 

その４名の中には９月に大衆意志党（VP）を離党した

ルイス・フロリダ元 VP 議員が含まれる（フロリダ議員

の VP 離党については「ベネズエラ・トゥデイ No.193」

９月２１日付の記事参照）。 

 

この発表を受けて、フロリダ議員は自身のツイッターで 

「サンチェス西政権に感謝する。この申請は１７年２月

のラホイ前大統領時代に行った。 

ベネズエラ政府は私のパスポートを無効にし、違法に国

外への出国を禁止して、今のこの状況は続いている。今

はスペインの国籍を取得して外国に出国することがで

きる。」 

と投稿した。 

 

ベネズエラでは二重国籍は禁止されていない。 

ベネズエラ国籍を捨ててスペイン国籍を取得したとい

うわけではないようだ。 

 

 

なお、残りの３名のうち１名は急進野党のメンバーとし

て知られるタマラ・スジュ氏（弁護士）だ。彼女はスペ

インに暮らしており、マドゥロ政権を強く非難している。 

 

その意味では、サンチェス政権とは方針が違うが、今回

の国籍取得についてはスペイン政府に感謝の意を示し

た。 

 

「スペインの国籍を与えることで、ベネズエラを強制的

に追いだされた我々の状況を支援してくれたスペイン

政府とサンチェス大統領に感謝する。また、友人のフェ

リペ・ゴンサレス国連移民人権官の支援に感謝する。」 

と投稿した。 

 

他の２名はヘラルド・エストラーダ氏、アレックス・ロ

ペ・ベジョ氏（口頭での発表なので、正式名は分からな

い）。この２名がどのような人物かは不明。 

 

経 済                        

「カラカス市街 実質的なドル化傾向」           

 

カラカスにはサバナ・グランデという地区がある。 

 

ショッピングセンターやお店が並ぶ目抜き通りがあり、

一般のベネズエラ人がショーウィンドーを横目に買い

物を楽しむ場所だ。 

 

筆者がカラカスに着任したばかりの１２年～１３年頃

は危険ながらも何回か足を運んだことはあるが、今はサ

バナ・グランデに行く日本人はほとんどいないのではな

いか。 

 

現地紙「El Nacional」はサバナ・グランデ通りの商品は

ほとんどがドルで販売されていると報じた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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ショーウィンドーに商品は陳列されているが、値段は表

示されていない。値段を聞くとドル建ての返事が返って

くる。お釣りもドルで戻ってくるようだ。 

 

サバナ・グランデに限らず、ずいぶん前から多くの店で

はドル建て払いが常態化しているようだ。 

 

ベネズエラのハイパーインフレ下では値段表示を切り

替えていたらきりがない。ドル建てでの販売は避けられ

ない傾向だろう。 

 

「国営会社の民営化 水面下で進む         

～乳製品メーカー「Lacteo Los Andes」売却か～」         

 

第一正義党（PJ）のフリオ・モントーヤ議員はマドゥロ

政権が接収・あるいは民間企業から株式を購入した会社

の民営化をひそかに進めていると訴えた。 

 

また、会社の売却先は政府関係者の知り合いなど与党関

係者だという。 

 

具体例として、「Grupo Tunal」はベネズエラ政府から乳

製品メーカー「Lacteo Los Andes」の株式購入で政府と

合意したと発表した。 

 

数日前に「Lacteo Los Andes」工場の稼働が停止してい

るとの記事が出ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.205」

１０月２０日～２１日付の記事参照）。 

 

８月には国営スーパー「Abasto Bicentenario」も民間資

本「Salva Foods 2015」に買収された（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.174」８月９日付の記事参照）。 

 

「Salva Foods 2015」も CLAP に食料品を供給している

会社とされており、政府とのつながりがあるようだ（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.172」８月３日付の記事参照）。 

 

「中国経済専門家らへ経済政策を説明」         

 

１０月２６日 デルシー・ロドリゲス副大統領、アイサ

ミ経済担当副大統領、シモン・セルパ財相らは中国の経

済専門家らを集めて経済フォーラムを実施。ベネズエラ

の経済状況について意見交換を行った。 

 

９月 マドゥロ大統領が中国から帰国した後に 

「中国の経済研究機関の拠点をベネズエラに設置し、両

国経済発展のための共同研究を行う」と発言していた。 

今回のイベントはその一環と思われる（当時の発言は

「ベネズエラ・トゥデイ No.191」９月１８日付の記事

参照）。 

 

同フォーラムの中で、アイサミ経済担当副大統領は 

「為替レートは引き続きマクロ経済に歪みを引き起し、

インフレ、経済危機の原因になっている。」 

との見解を示した。 

加えて、無尽蔵に通貨を発行する財政規律の欠如、税制、

生産システムなどベネズエラ政府が十分な対応を取れ

ていないとの見解も示した。 

 

また、中国の経済専門家らに対して、 

「DICOM を通じて外貨を直接企業に供給するように

している。これは外貨の使用に対する監視を強め、外貨

が並行市場に流れないようにするためだ。 

しかし、並行レートはとどまらない。為替政策を均衡す

るためにどのような手段があるのか？」 

と参加者に対して質問した。 

 

率直に言えば、答えは簡単だ。 

DICOM への外貨供給を急激に増やし、必要に応じて公

式レートを並行レートに近づけ、政府内の汚職体制を直

せば問題は緩和するはずだ。 

ただし、政府が誰に外貨を供給するのかを決める制度を

維持する限り、並行レートは完全には無くならない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d28f643a774dd09e35b5798679b359e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/285b9bda468ecfed5ef87d519665b087.pdf
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「５３回目 DICOM １ドル BsS.６４．３」                  

 

中央銀行は第５３回 DICOM の結果を公表した。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.６４．３０。前回（１ドル

BsS６４．１７）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４４４万５，４４６ドル。 

前回の４８１万よりも、若干減少したことになる。 

 

内訳では、法人１７８社に対して４３５万４，２００ド

ルが割り当てられ、個人１９６名に対して９万１，２４

６ドルが割り当てられた。 

 

これまでは個人向けの外貨供給が増える傾向にあった

が、前回から法人への外貨供給割合が増えている。 

 

クリスマスに向けて政府が物資を充足させるため法人

への外貨供給を増やしているのかもしれない。 

今の時期に外貨供給を受けて商品を購入すれば、商品が

届くのは１２月頃になるだろう。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食品卸の「El Gran 

Principe」とスーパーマーケット「El Gran Loto de 

Guayana」でぞれぞれ２０万ドル。両社ともに完成品を

輸入する。 

 

次いで、衣類販売業者の「Leon Cohen」が１６万ドルの

外貨供給を受けた。 

 

なお、金額こそ多くないが日本人駐在員もよく利用する

ステーキレストラン「 BARAKO Restaurante and 

Lounge」は度々、数万ドルの外貨供給を受けている。今

回の DICOM では４万７，７００ドルの外貨供給を受

けた。 

 

「原油価格 １バレル７０．０３ドル」                  

 

１８年１０月２２日～１０月２６日のベネズエラ産原

油の平均価格は米ドル建てで７０．０３ドル／バレル。 

 

前週が７２．４ドルだったので前週から大きく下落した。 

なお、WTI、Brent なども同様に下落している。 

 

 

 

２０１８年１０月２７～２８日（土曜・日曜）             

政 治                       

「ブラジル大統領 極右ボルソナロ氏が当選      

     ～対ベネズエラ関係は悪化の見通し～」        

 

１０月２８日 ブラジルで大統領選が行われ、極右とさ

れるジャイル・ボルソナロ下院議員が当選した。 

 

ブラジル中央選管の発表によると、ボルソナロ議員の得

票率は５５．２％。対抗候補のアダジ元教育相は４４．

８％だった。 
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ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年１２月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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ブラジルでは大統領の任期は４年間で、ボルソナロ議員

は１９年１月１日から大統領に就任する。 

 

１０月７日の大統領選ではボルソナロ候補が約４６％。

アダジ候補が約２９％。過半数の得票が得られなかった

ため、１０月２８日に１位候補と２位候補で決選投票が

行われた。 

 

ブラジルはベネズエラと国境を接する国だが、国連の発

表によるとベネズエラ移民は６．７万人。コロンビアの

１００万人、ペルーの４７万人と比べてかなり少ない。 

 

また、ベネズエラ政府が進める「祖国への帰還プロジェ

クト」で最も帰還者数が多いのもブラジルだ。 

 

その意味ではブラジルはベネズエラ移民の影響は軽微

な方で、ロライマ県の地方問題にとどまっている印象。 

大統領選挙ではコロンビアと違いベネズエラ問題はそ

こまで大きな争点にはならなかった。 

 

とは言え、ボルソナロ議員はアダジ候補との決選投票を

前に「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。」 

とルーラ元大統領の支持を得ているアダジ候補を攻撃

した。 

 

ブラジルは元来、他国政治への介入には否定的なスタン

スを取ってきた。他方、ボルソナロ議員は南米のトラン

プ大統領と言われており、これまでのブラジルの伝統的

な政治スタンスを崩す可能性は十分にありそうだ。 

 

もし、ベネズエラ問題に積極的に介入するのであれば、

米国政府の主張（圧力と制裁強化での政権交代）に追随

することになるだろう。 

 

 

 

 

「米国議員 制裁強化の必要性訴える」           

 

米国マリオ・ディアス議員（共和党）はベネズエラ、キ

ューバ、ニカラグアの３カ国を「米国にとって国防上の

脅威」と認識し、圧力を更に強化するよう求めた。 

 

今回の発言には背景情報が必要だろう。 

 

１０月３１日に国連で米国によるキューバへの経済制

裁を非難する決議が予定されている。 

ここ３年間は、国連加盟１９３カ国中、１９１カ国が米

国の経済制裁解除要請に賛同しており、残りの２国は米

国とイスラエルだった。 

 

同決議が近づいており、米国政府（共和党議員）として

は対キューバ政策のスタンスを国民に訴え、理解しても

らう必要があった。 

 

ディアス議員は、記者からキューバ、ベネズエラ問題に

ついて質問されると 

「今後、キューバやベネズエラへの制裁は更に強化され

ると確信している。米国政府の政権チームは外相を含め

て、キューバ政府が癌であることを認識している。 

 

キューバ政府はキューバ国民を苦しめるだけではなく、

ベネズエラやニカラグア、他の国にも甚大な被害を与え

ている。米国も被害を受けている。トランプ大統領もこ

れを認識している。 

 

今の国防・外交チームは歴代で最も素晴らしいチームだ。

外相、米州機構（OAS）の米国代表大使、国連の米国代

表大使らは現在の国際情勢を熟知している。そして、南

米には癌があることを理解している。 

近いうちにハバナ、マナグア、カラカス政府に制裁が科

されると考えている。」 

と発言した。 
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インタビューを行っているのは急進野党として有名な

ベネズエラ人記者で 

「米国政府は常に軍事介入には否定的な態度を取って

きた。これによりベネズエラの物資不足は深刻になって

いる。 

ベネズエラにいるベネズエラ国民は制裁強化を求めて

いる。軍事介入を求めているが、それは可能か？」 

と質問。 

 

「軍事介入には大統領の決定が必要になる。つまり、大

統領がどのように考えているのかが最も重要だ。 

南米の癌が「米国の脅威」に当たると大統領が認識すれ

ば全ての選択肢は起こり得る。 

マルコ・ルビオ議員は「米国の脅威」にあたると認識し

ており、トランプ大統領もそれを認識している。 

トランプ大統領自身が「全ての選択肢があり得る」と発

言した。」 

と回答した。 

 

その後も、ディアス議員はキューバ、ベネズエラ、ニカ

ラグアについて様々な見解を示している。 

 

インタビューを聞いた感触として、ディアス議員は具体

的な制裁内容を知っており、それが近いうちに起きると

確信している印象を受けた。 

 

「伝統野党 一斉選挙、CNE 交代を要請」         

 

伝統野党と言えば、野党連合（MUD）の中核を成して

いた、行動民主党（AD）、第一正義党（PJ）、大衆意志

党（VP）、新時代党（UNT）の４政党だが、昨年から MUD

は解体し、４政党の方向性も微妙に違ってきた。 

 

現在、AD と UNT が政治思想的に近い立場（穏健派だ

が、ファルコン AP 党首が発足した「Concertacion por 

el Cambio」ほど穏健ではない）にあり、 

 

PJ と VP が近い立場（原則として対話に否定的だが、マ

リア・コリナ・マチャド VV 党首をリーダーとする「Soy 

Venezuela」ほど急進的ではない）にある。 

 

現在、PJ、VP は思想が近いボリバル州の中堅地方政党

「La Causa R」と３政党同盟のようなグループを組織し

ている。 

 

今回、PJ、VP、La Causa R は連名で政府との対話につ

いて以下のような見解を表明した。 

 

 

１．モゲリーニ EU 外交委員長が発言した通り、現在は

独裁政権を倒壊させ、民主主義を回復させるための

対話の条件が整っていない。 

２．マドゥロ政権は新たな対話を再開しようとしている

が、我々はアルバン市議の検死結果で真実が判明し、

市民抗議に対する殺人行為に正義が下されるのを

待っている。マドゥロ政権が呼びかける対話は時間

稼ぎで、ベネズエラの民主主義、インフレ、経済悪

化は収まらない。 

３．唯一 現状を変えられるのは、憲法に準じた民主主

義的な透明性を確保し、投票の権利を国民の手に返

し、選挙制度、特に選挙管理委員会（CNE）の代表

を交代させ、国際監視団の立会いの下、透明な一斉

選挙が実施される場合だ。１９年１月１０日にマド

ゥロ政権が偽の選挙で大統領に就任することを国

内および国際社会は容認してはいけない。 

４．最後に政治犯の解放、我々の政党を認めること、反

故にされた政治家の権利を再確立すること、迫害さ

れた政治家を国内に戻すこと、国会の権限を尊重す

ることを要求する。 

 

 

野党政治家は政府との対話を否定しているが、実際は水

面下で対話が続いているのは想像に難くない。 
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この発表文を読む限り、アルバン市議の検死と CNE 代

表を変えての一斉選挙が PJ、VP、LCR のメインの要求

で、それらの要求が通るのであれば与野党対話もあり得

るような印象を受ける。 

 

他、米国のスタンスではなく、EU 側のスタンスを支持

する意志を示していることは注目に値する。 

 

また、国会の権限を戻すよう要請しているが、制憲議会

について特に言及されていない点も違和感を覚えた。 

 

「サンブラーノ議員 与野党対話を訴える」         

 

野党の問題はグループが多すぎて国民の見解を統一さ

せられないことだ。 

 

ヘンリー・ファルコン党首の穏健派野党グループ

「Concertacion por el Cambio」に属するティモテオ・

サンブラーノ議員は、与党の古株政治家ホセ・ビセンテ・

ランヘル氏のテレビ番組に出演し、対話が唯一の解決策

だと訴えた。 

 

「現在の複雑な状況を解決させるには対話が不可欠だ。

ベネズエラは対話を否定していない。しかし、結果が伴

わないことで対話は悪魔視されている。 

一部の政治家は自身の利己的な考えのために対話を悪

魔視している。」 

と訴えた。 

 

「SEBIN 司令官 解任の噂」                

 

非公式情報だが、副大統領直轄の公安部隊である

「SEBIN」のグスターボ・ゴンサレス・ロペス総司令官

がマドゥロ大統領の直接の命令で解任されたと報じら

れている。 

 

 

先週はアリントン副検事総長が解任された（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.206」１０月２２日付の記事参照）。 

 

アリントン副検事総長の解任はアルバン市議の死亡と

関わっているとの噂が流れており、そうであればゴンサ

レス・ロペス SEBIN 総司令官の解任もアルバン市議の

死亡が関係している可能性が高い。 

 

なお、１４年から４年間 SEBIN に拘束されていた学生

運動のリーダー、ローレント・サラフ氏が１０月１２日

に SEBIN から解放され、スペインへ送られた。 

 

彼はインタビュー番組で独房での生活や拷問の実態に

ついて語っている。今週の「ウィークリーレポート」で

彼の証言をまとめて紹介したい。 

 

経 済                        

「PDVSA 資産の CVE 移譲は学術的な検討        

   制憲議会内でも討論されていないと説明」            

 

１０月２３日 ダビッド・パラビシーニ制憲議員が

PDVSAの負債を除く資産を新しい石油会社に移譲する

ことを検討していると発言した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.206」１０月２３日付の記事参照）。 

 

この発言で市場は混乱に陥りベネズエラ公社債は急落

した。 

 

１０月２６日 パラビシーニ議員はラジオ番組に出演。 

 

前述の発言について、 

「CVE の設立はベネズエラ・エネルギー化学研究セン

ターが作成した提案であり、学術的な検討段階だ。」 

と説明。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf
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「マドゥロ大統領に提案していないし、制憲議会の委員

会でも議論されていない。また、私自身は PDVSA を解

体しようとは考えていない。」と発言した。 

 

 
（写真）Union Radio “ダビッド・パラビシーニ議員” 

 

「食料不足率 １８年６月時点で５８％」         

 

以前、ベネズエラ中央銀行は国際収支、輸出統計など多

くの重要な経済統計を更新していた。しかし、１５年後

半から更新が停止した。食品不足指数もその中の一つだ。 

 

更新を停止したが、ベネズエラ中央銀行は引き続き調査

自体は継続しており、統計は存在すると言われている。 

経済情報サイト「BancayNegocios」は政府関係筋から食

品不足指数を入手したとして、同資料を公表した。 

１７年４～１２月頃の指数は８０％弱とかなり高いが、

徐々に下がり１８年 6 月時点で５８％になっている。 

 

以上 


