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（写真）カラカス大首都区庁ツイッター “カラカス大首都区庁の解体を抗議する国民（１２月２６日）” 

 

２０１７年１２月２５日（月曜） 

 

政 治                    

 「カナダ政府 ベネズエラ大使館に対抗措置」 

「８名を追加で釈放し、現在４４名解放 

～解放された人々の今後の処遇は不明～」 

 「世論会社役員 大統領選で与党の敗北を予想」 

経 済                    

 「１８年のインフレ率を６，０００％と予想」 

 「ガソリン販売に制限 最大３５リットルまで」 

社 会                    

「ボリバル州、ヌエバエスパルタ州で略奪」 

２０１７年１２月２６日（火曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス元国連大使 再び現政権を非難」 

 「ブラジル政府 ベネズエラ大使館に対抗措置」 

 「カラカス大首都区庁職員が抗議デモ」 

経 済                   

 「CENDAS  基礎バスケット価格調査が混乱」 

 「デジタル通貨団体 ペトロ運用を支持」 

 「ガソリン価格の値上げを検討」 

社 会                    

「生活苦を理由に各地で抗議行動続く」 
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２０１７年１２月２５日（月曜）             

政 治                       

「カナダ政府 ベネズエラ大使館に対抗措置」       

 

１２月２３日 ベネズエラ政府は度重なる内政干渉を

理由に、カナダ大使館の経済担当官とブラジル大使を

「ペルソナ・ノン・グラタ（好ましくない人物）」に認

定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.76」１２月２３日

付の記事参照）。 

 

１２月２５日 カナダ政府は対抗措置として在カナダ・

ベネズエラ大使と経済担当官を帰国させることを通知

した。以下、カナダ外務省の発表した声明文の簡訳。 

 

 

ベネズエラ政府は在カラカス・カナダ大使館の経済担当

官を「ペルソナ・ノン・グラタ」に認定し、国外に追放

する。この決定はマドゥロ政権が民主主義の確立を求め、

ベネズエラ国民を支援しようとする努力を組織的に駆

逐しようとする典型的な事例と言える。 

 

カナダ政府はベネズエラ政府による人権侵害と民主主

義、人道支援の拒否に対して沈黙することはない。 

 

人権を侵害し、汚職が蔓延したマドゥロ政権によるカナ

ダ政府への制裁への抗議として、我々は在カナダ・ベネ

ズエラ大使と同国の経済担当官に帰国を通知した。同国

の大使、経済担当官を「ペルソナ・ノン・グラタ」に認

定することを宣言する。 

 

ベネズエラで活動を続けている全てのカナダ国民と法

人が我々の決定を認めてくれることを願う。 

カナダ政府はリマグループの一員として、今後もマドゥ

ロ政権に民主主義の確立を求めていく。 

 

 

「８名を追加で釈放し、現在４４名解放          

   ～解放された人々の今後の処遇は不明～」         

 

１２月２５日 ベネズエラ政府は反政府デモに加担し

たとして逮捕した者を新たに８名解放した。 

 

人権団体フォロ・ペナルは 

「１２月２３日～２５日にかけて合計で４４名が解放

された。しかし、政治犯の１６％に過ぎず、大きな数字

とは言えない。」とコメントした。 

 

制憲議会は８０名超を解放させるよう要請しており、今

後も釈放されるものが増える見通しだ。 

 

また、翌２６日の話になるが、解放された政治犯らは１

２月２６日に最高裁判所に出頭し、今後の処遇について

説明を受ける予定だった。２６日、解放された政治犯ら

は最高裁判所に出頭したが、担当判事が不在で説明会は

延期となった。 

 

解放された者たちの担当弁護士は、今後どのような処遇

を受けるか不明瞭なままだと抗議した。 

 

「世論会社役員 大統領選で与党の敗北を予想」                 

 

民間調査会社ダタアナリシスの役員ホセ・アントニオ・

ヒル氏は、大統領選は２０１８年１２月～２０１９年４

月にかけて行われるだろうと予想。 

 

また、２０１８年のインフレ率は２，０００％だろうと

予想。選挙管理委員会（CNE）は政府の意向を反映する

とは言え、この経済状況でマドゥロ大統領が当選するこ

とは容易ではないとコメントした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
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与野党対話についてもポジティブな見通しを示した。現

在のところ与野党対話に目立った進展は見られていな

いが交渉とはそういうもので、合意がなされた時点で内

容が公表されるだろうとコメントした。 

 

なお、筆者自身もそうだがベネズエラの選挙は本当に分

からない。ダタアナリシスも２０１７年に行われた３回

の選挙（７月３０日の制憲議会選、１０月１５日の州知

事選、１２月１０日の市長選）全てにおいて、結果とは

正反対の調査を出し大きく外している。 

 

経 済                       

「１８年のインフレ率を６，０００％と予想」          

 

経済調査会社シンテシス・ファイナンシエラのタマラ・

エレラ氏は、アンドレスベジョ・カトリック大学主催の

「２０１８年に政権移行は可能か？」と題したフォーラ

ムに登壇した。 

 

同フォーラムで 

「２０１８年のインフレ率は１７年の３倍の６，００

０％になるだろう。１８年中に最低賃金は４７８万ボリ

バル（現在の実質最低賃金は４５．６万ボリバル）まで

上昇し、並行レートは１ドル８７０万ボリバル（現在の

並行レートは１ドル約１２万ボリバル）まで上昇する可

能性がある。 

 

PDVSA がオペレーションの問題を解決しない限り、産

油量は減少を続ける。その影響で本来、ベネズエラに入

ってくるはずの８０億ドルの輸出外貨を取り損ねる。 

 

この影響で２０１８年の原油輸出額は２１０億ドル程

度になると予想している。他方で、食料品や医薬品の輸

入により１６０億ドルが必要になる。 

 

 

 

つまり、このままだと５０億ドルしか外貨が残らないが、

１８年の対外債務の返済は８３億ドル予定している。つ

まり、食料品や医薬品の輸入は更に絞られるだろう。」 

と説明した。 

 

「ガソリン販売に制限 最大３５リットルまで」        

 

全国的（特にタチラ州、スリア州などコロンビア国境の

州）にガソリンが不足しているという報道はこれまでに

紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ No.73」１２月１６

日付の記事参照）。 

 

PDVSAは１２月２４日からガソリンの販売量に制限を

設けていることが確認された。 

 

PDVSAがバリナス州、コヘーデス州、ポルトゥゲサ州、

ララ州、アプレ州のガソリンスタンドに通達した文章に

よると、セダンタイプの車種へのガソリン販売は３０リ

ットル／回まで、ピックアップタイプなど大型車へのガ

ソリン販売は３５リットル／回まで、バイクは５リット

ル／回までに制限されている。 

 

２５日にはマニュエル・ケベド総裁がガソリンの供給状

況について打ち合わせをしているツイッターが投稿さ

れた。 

 

 

（写真）PDVSA ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
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社 会                       

「ボリバル州、ヌエバエスパルタ州で略奪」          

 

クリスマス当日の１２月２５日夕方から夜にかけて、ボ

リバル州のエレス市で複数の店舗を対象に略奪が発生、

治安維持のため軍部が出動した。 

 

損害の全容は明らかになっていないが、数十人の市民が

略奪により襲われている。また、店舗も破壊された。 

 

ボリバル州の新聞記者パブレイサ・オストス氏は、 

「総合量販店マクロや近隣の店舗が襲われた。軍部の出

動により、１８名（１６名の成人と２名の未成年）が逮

捕された。」とツイッターで投稿している。 

 

実際の略奪時の動画も流れており、店舗の壁に穴があけ

られて中から大量の商品を持ち逃げする人が映し出さ

れている。 

 

この地域では、１２月１９日、２０日にかけて CLAP に

よる食料供給の遅れに対して抗議行動が起きていた。 

 

 

（写真）Pableysa Ostos 氏ツイッター 

 

他、１２月２４日の深夜にマルガリータ島の食肉貯蔵庫

で略奪が起き、３トン超の食肉が奪われた。この略奪に

は３００人程度が関与していると報道されている。 

 

 

生活改善を求める市民の行動はエスカレートしている

印象を受けている。 

自然発生的な抗議行動、略奪は反政府デモよりも無差別

な被害が出るため危険と言えるかもしれない。 

 

２０１７年１２月２６日（火曜）             

政 治                        

「ラミレス元国連大使 再び現政権を非難」        

 

ラミレス元国連大使がベネズエラ情報サイト Aporrea

で、マドゥロ政権を非難する趣旨のオピニオン記事を投

稿した。 

 

なお、Apporea は与党系のマスコミと認知されている。

マドゥロ政権に反旗を翻したラミレス氏のオピニオン

記事の投稿を続ける姿勢は興味深い。 

 

文章は長いので、いくつか特筆するような内容を紹介す

る。 

 

1. 現在、マドゥロ政権の行っていることは故チャベス

元大統領が望んでいたこととは違う。これは２１世

紀型社会主義とは言えない。 

2. PDVSA ばかりを汚職の標的にしているが、外貨管

理当局（CADIVI・CENCOEX）、国営銀行の汚職に

ついてはなぜ触れない？外貨管理制度で利益を享

受していたのは PDVSA ではなく、彼らの方だ。 

3. インフレ、為替制度、通貨政策、モノ不足、生産量

の減少など悲惨な経済状況だ。行政は本来の役割を

果たさず、国内の経済活動を麻痺させている。 

4. 中央銀行は経済指標や経済見通しを示さない。自分

たちの都合の良い数字さえも出てこない。中央銀行

は何もしていない。 

5. 私が２０１４年に警告したように現在の為替管理

制度は持続可能ではない。２０１２年の時点から為

替管理制度はすでに崩壊していた。 
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「ブラジル政府 ベネズエラ大使館に対抗措置」           

 

１２月２３日 ベネズエラ政府は度重なる内政干渉を

理由に、カナダ大使館の経済担当官とブラジル大使を

「ペルソナ・ノン・グラタ（好ましくない人物）」に認

定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.76」１２月２３日

付の記事参照）。 

 

これを受けて、ブラジル外務省は同等待遇の原則に従い、

同様の措置を講じると発言していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.76」１２月２４日付の記事参照）。 

 

１２月２６日 在ブラジル（ブラジリア）ベネズエラ大

使館の経済担当官ヘラルド・アントニオ・デルガード氏

を「ペルソナ・ノン・グラタ」に認定した。 

 

なお、ベネズエラ側はブラジル大使を「ペルソナ・ノン・

グラタ」に認定した。一方でブラジル側は経済担当官を

「ペルソナ・ノン・グラタ」に認定している。 

 

同等待遇の原則に反していると思われるかもしれない

が、これで良い。 

 

ベネズエラ政府はブラジルのジルマ・ルセフ元大統領の

罷免プロセスについて抗議の意を示し、２０１６年５月

に在ブラジル・ベネズエラ大使を帰国させている。 

 

それ以降、経済担当官ヘラルド・アントニオ・デルガー

ド氏は事実上のベネズエラ大使館代表として活動して

いた。 

 

「カラカス大首都区庁職員が抗議デモ」              

 

１２月２０日 制憲議会はカラカス大首都区庁の解体

を決定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.75」１２月２

０日付の記事参照）。 

 

１２月２６日 制憲議会の決定に抗議するため、カラカ

ス大首都区庁の労働組合らが抗議デモを行った。 

 

労働組合の代表グスターボ・ロドリゲス氏は 

「我々は労働権を侵害されている。２０日間、基本給や

賞与、福利厚生を受け取っていない。家庭に持って帰る

お金がない。 

 

大統領は我々が受けている被害を認識しなければなら

ない。６，０００人の労働者の給料２００億ボリバルが

未払いだ。今回の労働権侵害を国内外に訴える。」とコ

メントした。 

 

経 済                        

「CENDAS  基礎バスケット価格調査が混乱」            

 

ベネズエラの生活物価調査を行う団体 CENDAS-FMV

の公表値が混乱している。１１月の数字がこれまでの公

表値と連動していない。 

 

恐らく過去にさかのぼって計算手法を変更したと思わ

れるが、報道ではそのような説明が無いので確証がない。 

 

CENDAS は５人家族が１カ月生活をするために必要な

食費および生活費（賃料や医療費、交通費などを含む経

費）を、毎月公表している。 

 

２０１７年１１月の数字が報道会社によって異なって

いる。経済系の報道サイトとしては最も有名な

「BancayNegocios」では CENDAS が実施した１７年１

１月の生活コストは７１９万ボリバルだったと報道し

ている。 

 

一方で野党系情報サイト「LaPatilla」などでは CENDAS

の１１月の生活コストが１，３８８万ボリバルで先月比

１４８．２％上昇したと報道している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c68d5d127d09016e119417a504c6d05.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
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オリジナルのレポートを確認できていないので何とも

言えないが、先月比１４８．２％というのは一カ月で物

価が２．５倍に上昇したことを意味する。仮に毎月の物

価上昇率が１４８．２％だったとすると、１２カ月後の

物価は前年比で５４０万％増になる。 

常識的な数字には思えず、流石に「LaPatilla」側の報道

が誤報のように思える。 

 

計算指標を変えた反動で数字が大きく動いたのであれ

ば理解できるが、１２月の数字を見ないことには情報の

成否について判断できない。 

 

「デジタル通貨団体 ペトロ運用を支持」         

 

全国デジタル通貨連盟（Asonacrip）のホセ・アンヘル・

アルバレス代表は、ベネズエラ政府の進めるデジタル通

貨「ペトロ」の運用を支持するとコメントした。 

 

「ベネズエラは国際的に価値を認められている原油を

信用の支えとする政府通貨を運用しようとしている。世

界の先駆者と言える。 

 

ベネズエラはデジタル通貨の分野では進んでいる。ベネ

ズエラが置かれている政治経済情勢を鑑みれば、デジタ

ル通貨の運用を前向きに検討するのは正しいことだ。 

 

デジタル通貨ペトロが適切に機能すれば、ベネズエラが

２０１８年には現金を使用しない初めての国になるか

もしれない。」とコメントした。 

 

「ガソリン価格の値上げを検討」               

 

制憲議会でガソリン価格の値上げを検討しているとい

う報道は前回紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ No.71」

１２月１１日付の記事参照）。 

 

 

制憲議会のデビッド・パラビシーニ氏は、 

「コロンビアで販売されているガソリン価格と同じ水

準、１リットル０．７ドルで販売することを検討してい

る。新価格の適用は１８年の第一四半期を予定している。 

 

ガソリン価格を適正な値段にすればガソリン不足は解

消される。また、石油セクターは適切なオペレーション

をするだけの現地通貨の収入を得られる。 

 

我々の見通しではガソリン価格の改定により、国内の精

製施設の稼働率を８０％に回復させることが出来る。」 

とコメントした。 

 

社 会                        

「生活苦を理由に各地で抗議行動続く」          

 

１２月のこの時期は企業や公共施設は休業に入る。政治

経済的な動きは少ない。生活困窮を理由に国民のフラス

トレーションがたまっていることに加えて、特に目立っ

た報道がないことが一因なのか各地で起きている抗議

デモに関する報道が特に多い。 

 

ここ数日で少なくともミランダ州スクレ市、グアレナ市、

カティア地区で抗議行動が起きた。他、スクレ州のクマ

ナ市やスリア州のマラカイボ、バリナス州のバリナスな

どでも抗議行動が起きている。 

 

理由は CLAP の遅延、全般的な物資不足、ガソリン不

足、CLAP で送られてきたクリスマス用のおもちゃが不

満など。 

 

「ウィークリーレポート No.26」でも紹介したが、１８

年のベネズエラ経済は改善を予見できず、国民生活は一

層きびしくなりそうだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8224c665f0a1270beba4dc2bdda7b14a.pdf

