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（写真）大統領府 “１月１４日 マドゥロ大統領 制憲議会に出席し、最低賃金改定など発表” 

 

 

２０１９年１月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領  制憲議会で１８年年次報告 

～野党に対話テーブルにつくよう要請～」 

経 済                     

「投資呼び込み、外貨制度改革、ペトロ建取引」 

「最低賃金改定 月額 BsS.１８，０００」 

「ペトロ為替レート改定 １ペトロ BsS.３．６万 

～パスポート発行費用は BsS.７．２万～」 

「経済担当副大統領 自動車産業開発担当に」 

「Good Year 労働者 抗議行動」 

「８２回目 DICOM １ドル BsS.９４９．４７」 

２０１９年１月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「諸外国 野党に大統領就任求める」 

「Wikipedia グアイド議長の役職“大統領” 

～ベネズエラからの Wikipedia 閲覧に障害？～」 

「国会 免罪法を承認」 

「ロペス国防相 マドゥロ大統領への恭順示す」 

「カベジョ制憲議長 １月２３日に集会呼びかけ」 

経 済                    

「国会 ４６カ国に個人制裁を要請」 

「米国 軍・石油産業への制裁を検討？」 

「Veppex 国会に Citgo 社長任命の要請」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１４日～１月１５日報道            No.２４０   ２０１９年１月１６日（水曜） 

2 / 8 

 

２０１９年１月１４日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領  制憲議会で１８年年次報告    

    ～野党に対話テーブルにつくよう要請～」         

 

１月１４日 マドゥロ大統領は制憲議会に出席し、２０

１８年の年次報告を行った。 

 

憲法に従えば、本来、マドゥロ大統領は国会で２０１８

年の年次報告をしなければならない。しかし、野党多数

の国会は無効状態にされており、マドゥロ大統領は制憲

議会で年次報告を行うようになっている。 

 

経済分野の発表は経済欄で紹介したい。 

 

政治面では、これまで通り国際社会への非難。社会主義

革命を継続する意欲を示した。 

 

政治面で重要な発言があるとすれば、穏健派野党へ対話

を求めた点だろう。 

 

マドゥロ大統領は、過激派の野党がベネズエラの憲法を

無視し、大統領選で当選した事実を無効にしようと米国

と共謀していると主張。 

 

「私は誠実な野党に対して、平和と安定のため対話テー

ブルにつくことを提案する。対話を信じ、憎悪を拡大さ

せる政治的不寛容を信じない。」と発言。 

 

穏健派野党に対して平和のための合意を結ぼうと訴え

た。 

 

マドゥロ大統領が対話を呼びかけたのは、５月の大統領

選に出馬した発展進歩党（AP）のファルコン党首だろ

う。 

 

２０１９年の国会議長に就任したグアイド議長は、現在

のところ「大統領の絶対的な不在」を理由に大統領（代

行）の職務を担うと発表していないが、多くのメディア

がグアイド議長の大統領就任を望むような報道をして

いる。 

 

他方、ファルコン AP 党首は、「対話と合意が無い状態

で、大統領の職務を担っても問題が更に複雑になるだけ

だ。」として、グアイド議長が大統領の職務を担うとい

うアイデアに反対の意を示している。 

 

２０１８年５月に起きたように主要野党、野党支持者ら

の意に反して、ファルコン党首ら穏健派グループが何ら

かの合意を結ぶ可能性は否定できない。 

 

ただ、穏健派野党との合意では事態を改善させる効果は

無いだろう。 

 

経 済                        

「投資呼び込み、外貨制度改革、ペトロ建取引」           

 

マドゥロ大統領は２０１８年年次報告を行った。 

 

年次報告では、通常インフレ率や経済成長率、行政の成

果を説明するが、今回の報告では２０１８年の報告に割

く時間は少なく、今後の経済政策について発表を行った。 

 

以下は主な経済政策。 

 

１．外国からの投資呼び込み               

 

マドゥロ大統領は、 

「２０１９年は公的セクターに対して、外国からの投資

を呼び込むための改革を実施する。公的セクターは生産

的にならなければいけない。そのために、抜本的な改革

を行う。 
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ベネズエラ政府が民営化を勧めるということではない。

私は裏切り者ではない。ただし、鈍感でもない。 

 

Venalum、Alcasa、Bauxilum など合弁会社のオペレーシ

ョンを回復させるために中国、ロシア、カタールなど外

国の助言が必要であれば、そのために必要な措置を取

る。」と宣言。 

 

民営化ではないが、投資呼び込みのために柔軟な措置を

取る意志があると強調した。 

 

２．外貨システムの改革                     

 

マドゥロ大統領は、 

「私は新たな外貨システムが必要だと感じている。公的

部門の為替レートと民間部門の為替レートだ。これは企

業にとっても健全なことだ。 

 

新しいシステムの検討を継続する。我々が、癌のような

ドル問題から脱却できればベネズエラは安定する。 

米国に先導されたハイパーインフレを克服することも

できるだろう。」 

と言及した。 

 

少し前から、マドゥロ政権が民間セクターに並行レート

を適用することを検討しているとの噂が報じられてい

る。マドゥロ大統領が発言した、「民間セクターの為替

レート」とは並行レートの合法化なのかもしれない。 

 

３．国営企業 １５％はペトロ建て取引を要請      

 

マドゥロ大統領は、国営企業に対して、生産物の１５％

はペトロ建てで販売するよう要請した。 

 

「私は国営企業に対してペトロ建ての取引を行うよう

要請する。 

 

 

それが出来ないという組織は私に直訴しろ。すぐに別の

仕事を与える。我々はペトロ建ての経済システムを構築

しなければいけない。本来であれば１００％ペトロ建て

にするべきだが、とりあえず短期的な目標は最低限１

５％とする。」 

と国営企業に対して、ペトロ建ての取引を増やすようけ

しかけた。 

 

他に、２０１９年の社会開発プロジェクト（農水産品生

産拡大のための事業費、低所得者層に安価な食料品を販

売するための CLAP プログラム、無償住宅供与プログ

ラムの建設予算など）のため、予算を承認したと発表し

た。 

 

「ペトロ為替レート改定 １ペトロ BsS.３．６万      

   ～パスポート発行費用は BsS.７．２万～」                  

 

経済政策発表の中の１つだが、重要なテーマなので別建

てで紹介したい。 

 

マドゥロ大統領はペトロの為替レートを１ペトロ BsS.

９，０００からBsS.３６，０００に改定すると発表した。 

 

実際のところ、中央銀行の統計サイトでは、DICOM レ

ートが発表されるたびに、ペトロ対ドルの為替レートが

変化している。以下の表が１月１５日時点の為替レート。

「PTR」とはペトロの略称で、１PTRO 約５６，８２５

～５６，９６２になっている。 
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２つのペトロの為替レートが存在するため、混乱するが、

少なくともペトロ建てで値段が定められている行政手

数料などは１ペトロ BsS.３６，０００が適用されると

見られている。 

 

例えば、１８年１０月からパスポートの発行費用は２ペ

トロになっている。今回の改定で費用が BsS.１８，００

０から BsS.７２，０００に増える見通し。 

 

「最低賃金改定 月額 BsS.１８，０００」         

 

マドゥロ大統領は、ペトロの為替レート引き上げに伴い、

最低賃金を現在の月額 BsS.４，５００から BsS.１８，

０００に引き上げると発表した。先月比３００％増（４

倍）を意味する。 

 

ベネズエラ政府は２０１８年８月に、最低賃金を０．５

ペトロに固定すると発表している。１ペトロBsS.３６，

０００になったため、最低賃金が BsS.１８，０００にな

ったようだ。 

 

法定福利の食料チケット代は最低賃金の１０％なので、

月額 BsS.１，８００の追加支払いがあり、実質的な最低

賃金は BsS.１９，８００になると見られている。 

 

以下は、２０１８年１月～１９年１月までの最低賃金お

よび食料チケットの推移。 

 

１８年１月の最低賃金は旧通貨で月額 BsF.２４８，５

１０だった。現在の通貨に換算すると BsS.２．４８５１

になる。現在の最低賃金 BsS.１８，０００なので、前年

同期比７２万４，２１６％増になる。 

 

 

 

 

 

 

 

「経済担当副大統領 自動車産業開発担当に」                  

 

マドゥロ大統領は、自動車産業について、 

「タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領を自動車産

業の担当にする。稼働率１００％を目指す。」 

と発表した。 

 

ただし、 

「我々には現在ペトロがある。ペトロによって自動車産

業を再開させよう」と宣言した。 

 

また、交通分野の社会開発プロジェクト「Mision 

Transporte」の規模を拡大し、「Gran mission Transporte」

にすると発表。 

 

州知事、市長らに対して、公共バスを増やすため、少な

くとも２，０００台の自動車を供給すると約束した。 

 

「Good Year 労働者 抗議行動」                   

 

１月１４日、「Good Year」労働者が高速道路を占拠し、

抗議行動を行った。 
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最低賃金 食料チケット（出所）官報

表： 最低賃金と食料補助制度の推移
（単位：ボリバル）

2019年1月14日

最低賃金 BsS.18,000

食品チケット BsS.1,800（予想）

実質最低賃金： BsS.19,800（予想）
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Good Year 労働組合のホルヘ・ロドリゲス代表は、労働

省に対して、即時同社役員を決め、オペレーションを正

常化させるよう求めた。 

 

ロドリゲス代表曰く、「Good Year」の労働者は１２月１

０日から給料支払いを受けておらず、多くの従業員が副

業や私財を売って生活していると訴えた。 

 

「Good Year」は１２月にベネズエラ事業からの撤退を

発表。ベネズエラ政府は、「Good Year」経営者が労働者

に対して適切な対応を取らなかったとして、労働者によ

る工場占拠を肯定する姿勢を示した。 

 

その後、１２月２６日に「Good Year」カラボボ工場の

占拠を官報で発表。官報公布から５日以内に新たな役員

メンバーを決定するとしていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.234」１２月２７日付の記事参照）。 

 

「８２回目 DICOM １ドル BsS.９４９．４７」                   

 

１月１４日、８２回目の DICOM が行われた。 

 

DICOM レートは１ドル BsS.９４９．４７。  

１月１１日の１ドル BsS.８６２．３２から１０．１％ボ

リバル安に傾いた。  

 

DICOM の外貨供給額はドル建てで１１９万４，８９０．

１７ドル。  

 

今回の外貨割り当てはほとんどが法人向けで、法人５３

社に対してドル建てで１１８万３，６７８．１６ドル、

個人３０名に対してドル建てで１万１，２１２．０２ド

ルが割り当てられた。  

 

 

 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Inportadora 

DFCA（業種不明）」で１６万１，７９９．７８ユーロ（約

１８万５，６００．５３ドル）。完成品輸入が目的。  

 

また、スーパーマーケットの「Supermercado Unicasa」

が１０万ドル。資材・部品輸入が目的。  

 

３番目が「Inversiones Tropizul」（業種不明）で８万２

６５ユーロ（約９万２，０７１．９８ドル）。債務返済

が目的だった。 

 

２０１９年１月１５日（木曜）             

政 治                       

「諸外国 野党に大統領就任求める」        

 

諸外国政府が、「大統領の絶対的な不在」を理由に、グ

アイド議長に大統領（代行）を担うよう求めている。 

 

正確には、「グアイド議長が大統領になることを支持す

る」と表明する国が多いが、グアイド議長自身はまだ大

統領代行に就くとは決めていない。 

 

多くの国が前のめりでグアイド議長の大統領就任を支

持することにより、外国政府による国会への圧力とも思

える状況になっている。 

 

米国国務省報道官は、 

「ペンス副大統領がグアイド議長と電話会談を行い、グ

アイド議長の勇気あるリーダーシップを支持する意向

を示した。 

 

米国は民主的に選ばれた国会のファン・グアイド議長を

支持する。憲法２３３条を発動し、自由で公正な選挙を

行うと宣言した彼の勇気を評価する。」 

と発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/525777018f6d3722863112939aee924b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/525777018f6d3722863112939aee924b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１月１４日～１月１５日報道            No.２４０   ２０１９年１月１６日（水曜） 

6 / 8 

 

ＣＮＮは、「トランプ大統領がグアイド議長をベネズエ

ラの大統領と認めるかどうか検討している」と報じた。 

 

また、コロンビアのカルロス・オルメス外相は、 

「我々はマドゥロ政権の正統性を認めていない。ゆえに、

憲法２３３条に基づいた国会の決定を支持する。」 

と、グアイド議長が行政権（政府）を担うことを支持す

る発言をした。 

 

また、米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、OAS

のベネズエラ代表大使を国会が任命することを支持す

る姿勢を示した。 

 

１月１０日 OAS は臨時会合を開き加盟国１９カ国の

賛成によりマドゥロ大統領の大統領就任式を非難。 

マドゥロ大統領を大統領と認めないとする声明を発表

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.238」１月１０日付の

記事参照）。 

 

他方、OAS に加盟している１５カ国は反対、棄権に票

を投じており、OAS として国会が任命する代表大使を

認めることが可能かは不透明。 

 

「Wikipedia グアイド議長の役職“大統領”       

 ～ベネズエラからの Wikipedia 閲覧に障害？～」           

 

インターネット上の百科事典「Wikipedia」はベネズエ

ラから Wikipedia サイトへのアクセスが出来なくなっ

ていると発表した。 

 

国家電気通信局（CONATEL）は、ブロックの理由につ

いて明らかにしていないが、理由はグアイド議長のプロ

フィールとされている。 

 

 

 

 

１月１５日 マドゥロ大統領は演説で、グアイド議長が

Wikipedia で「ベネズエラ大統領代行」と書かれている

と発言。野党と米国グループは、１８年５月に行われた

大統領選挙での民意を踏みにじろうとしていると非難

した。 

 

実際の Wikipedia の情報が以下の写真。第５１代、ベネ

ズエラ大統領と書かれている。 

 

 

 

ただし、先ほど筆者が Wikipedia のグアイド議長のプロ

フィールを確認した限りでは、スペイン語の Wikipedia

は国会議長の肩書になっていた。 

 

ただし、英語のグアイド議長プロフィールには「Acting 

President of Venezuela Disputed（ベネズエラ大統領の

議論あり）」と書かれている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc78226b218f394fa0202857e6757688.pdf
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「国会 免罪法を承認」                  

 

１月１５日 国会は政権交代のために、マドゥロ政権を

大統領と認めず、政権交代に協力する公務員、軍人には

免罪権を与えるとの「恩赦法」を承認した。 

 

同法律の理由について、「スムーズに政権移行をするた

め、本心では政府に協力していない公職者の政権離れを

促す必要がある」と説明している。 

 

グアイド議長は 

「私は中級階級の軍人や、下級階級の軍人らと会話した。

彼らは恐怖に支配されている。恐怖を克服しよう。」 

と政府関係者に離反を呼びかけた。 

 

一方、野党の中には、恩赦法を快く思っていない人物も

いる。 

 

急進野党に属するタマラ・スジュ氏はツイッターで、「犯

罪者に恩赦を与えて良いはずがない」と恩赦法に賛成し

ない意向を示している。 

 

「ロペス国防相 マドゥロ大統領への恭順示す」         

 

国会が軍人に対して離反を呼びかける一方で、パドリー

ノ・ロペス国防相はマドゥロ大統領への恭順の意志を示

した。 

 

「我々は憲法を守るために死ぬ覚悟ができている。そし

て、ベネズエラ国民が指名した国家最高権者のあなた

（マドゥロ大統領）を守るために死ぬ覚悟が出来ている。 

 

我々は帝国主義国の軍隊ではない。植民地主義国の軍隊

ではない。我々は自由なベネズエラ国軍だ。我々は歴史、

正しい憲法、高い倫理観と精神を持ち国軍を構築してい

る。」と発言した。 

 

先週、米国紙「ワシントンポスト」は、ロペス国防相が

マドゥロ大統領に辞任を求めていたと報道。マドゥロ政

権が内部から崩壊する可能性を示唆していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.238」１月９日付の記事参照）。 

 

「カベジョ制憲議長 １月２３日に集会呼びかけ」         

 

１月１５日 カベジョ制憲議長は、１月２３日に与党支

持者による集会を呼びかけた。 

 

１月１１日 グアイド議長はマドゥロ政権を非難する

ため、１月２３日に大規模な抗議行動を起こそうと呼び

かけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.239」１月１１

日付の記事参照）。 

 

同日は与野党支持者が街頭に出ることになり、治安の悪

化が懸念される。 

 

与党は行進ルートを３つに分け、最終目的地を旧市街地

「El Silencio」にする予定。 

 

経 済                       

「国会 ４６カ国に個人制裁を要請」            

 

１月１５日 国会は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ガイアナ、

ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、米国、ブ

ルガリア、ロシア、中国、トルコ、アラブ首長国連邦、

EU 加盟２８カ国の合計４６カ国に対して、ベネズエラ

の資産を守るように求めた。 

 

具体的には、各国金融当局に対してベネズエラの資産を

動かさないよう求める内容のようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc78226b218f394fa0202857e6757688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc78226b218f394fa0202857e6757688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b880542f9244adb77eba1656f969bb7.pdf
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「WSJ 米国政府 軍・石油産業への制裁を検討」         

 

米国紙「The Wall Street Journal」は、米国政府が軍部と

石油産業に対して強硬な制裁を検討していると報じた。 

 

WSJ 記者が、ホワイトハウス高官から入手した情報に

よると、ベネズエラ産原油の米国向け輸出を制限するよ

うな手段を検討しているという。 

 

ロイター通信は、２０１８年のベネズエラの米国向け原

油・石油製品輸出は日量５０万バレルで同社の統計史上

最も少ない水準になったと報じていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.237」１月７日付の記事参照）。 

 

現在でもベネズエラにとって米国は主要な原油輸出先

で、原油輸出が減れば新たな市場を探す必要がある。 

 

ただし、ベネズエラで産出される原油は超重質油と呼ば

れ、不純物が多く混入したものが多く、どの製油所でも

容易に対応できるものではないとされている。 

 

ただし、ベネズエラ産原油の輸入制限は米国内の燃料供

給と精製会社にも影響を与えるため、制裁後の影響につ

いて評価・検討していると報じた。 

 

「Veppex 国会に Citgo 社長任命の要請」              

 

マイアミに住むベネズエラ人を中心に組織されている

「ベネズエラ政治迫害亡命組織（Veppex）」は、声明を

発表。 

 

グアイド議長に対して、大統領代行に就任し、PDVSA

の米国子会社 Citgo の社長を任命するよう要請した。 

 

 

 

 

本稿「諸外国 野党に大統領就任求める」の通り、米国

政府は国会が発足する新政権をベネズエラの正当な政

府と認識する可能性がある。 

 

その場合、新政府と国会が承認した人物が Citgo 社長に

就任する可能性は十分にありそうだ。 

 

ただし、そのような状況でマドゥロ政権が黙っているわ

けはない。 

 

野党が軍部をうまく取り込むことが出来なければ、国内

ではグアイド議長が逮捕され、国会の解散総選挙など国

会を解体しようとする動きも予見される。 

 

そうなれば外国はマドゥロ政権に更なる制裁を加え、国

は大混乱になる懸念がある。死者・負傷者は増え、経済

は更に低迷する。 

 

外国に住んでいるベネズエラ人はベネズエラ国内が混

乱しても直接の影響がないので訴えられるが、国内の野

党政治家は生命の危機があるため決断は容易なことで

はないだろう。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf

