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（写真）米州機構公式ツイッター “第８回 米州首脳会議初日” 

 

２０１８年４月１３日（金曜） 

 

政 治                     

 「米州首脳会議開始 

～各国代表らのベネズエラへの見解～」 

「サンブラーノ議員 投票棄権は自殺行為」 

経 済                     

「３つの並行レート公開サイトが停止」 

 「DICOM９回目 １ドル５９，５００ボリバル」 

「独立記念日を前に１００万ボリバルを給付」 

社 会                     

「国民の５５％ 食事が１日に２回以下」 

２０１８年４月１４日（土曜） 

 

政 治                    

 「米州首脳会議 OAS 加盟１６カ国 

マドゥロ政権を非難する声明に賛同」 

「選挙日を１２月に延期するとの情報流れる」 

 「ProCiudadanos 党首 第一正義党を非難」 

「バルボサ議長 欧州連合への出張を中止」 

経 済                    

 「石油省に対する権限強化の政令を公布」 

 「原油価格 １バレル６１．０８ドル」 

 「ジャマイカ PETROJAM 株式購入交渉を継続」 
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２０１８年４月１３日（金曜）             

政 治                       

「米州首脳会議開始                 

    ～各国代表らのベネズエラへの見解～」       

 

４月１３日、１４日で米州首脳会議が実施された。 

 

同２日間の様子を簡単に紹介する。 

 

まずベネズエラ政府への攻勢を強めたのは、アルゼンチ

ンのマクリ大統領、チリのピニェラ大統領。両国は５月

に行われる大統領選を公式なものと認めないとの認識

を示した。 

 

米国のペンス副大統領も、民主主義国に回帰させるため

に国際的にマドゥロ政権を孤立させる必要があると主

張。制裁強化を訴えた。 

 

他、ブラジルのテーメル大統領は前述の国と比較すると

若干非難のトーンは落ちるものの、ベネズエラが民主的

な状況ではないとマドゥロ政権の運営を非難し、民主主

義の回帰を求めた。 

なお、４月１３日にベネズエラと国境を接するロライマ

州の知事が流入するベネズエラ難民の対策として、国境

封鎖を求めたが、テーメル大統領はこの訴えを退ける見

解を示した。 

 

また、パナマのバレロ大統領はベネズエラ政府を非難す

る一方でベネズエラ政府が同会議に出席していない点

について「残念に思う」と発言した。また、「選挙後に

大量のベネズエラ難民が各国へ押し寄せる」と警鐘を鳴

らし、加盟国に対して難民対策を行うよう促した。 

 

難民問題に関して、４月１０日にノルウェー政府がベネ

ズエラ難民に対処するため隣国政府に１００万ドルを

寄付すると発表していた。 

 

また、米国のペンス副大統領は同様の趣旨で１，６００

万ドルを寄付すると発表。同資金はベネズエラ人と難民

問題に対処するコロンビアやブラジルに飲料水、教育、

労働機会を提供するために使用すると述べた。 

なお、１７年から米国はベネズエラ危機の人道支援とい

う名目で２，１００万ドルを寄付していると補足した。 

 

無策に物資をベネズエラに送ると経済問題が緩和して

マドゥロ政権を延命させることになるため、難民支援に

注力している。 

 

米州機構の米国代表大使はベネズエラ政府に利益をも

たらす支援は行わないとコメントしている。 

 

 

 

 

２０１８年４月１５日（日曜） 

 

政 治                    

 「Datincorp ファルコン AP 党首の勝利を予想」 

 「マリア・コリナ・マチャド党首 

報道団体会合でマドゥロ政権を非難」 

経 済                    

 「リベルタドール市 独自紙幣カリベを発行」 

 「１８年末に日量１１０万バレルを予想」 

社 会                    

 「犯罪が多い日と時間帯の調査レポート公開」 
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他方、ベネズエラ政府を非難する各国の主張を明確に非

難したのはキューバ、ボリビア、スリナム、ドミニカ国

にとどまった。ベネズエラ政府の友好国として知られる

ニカラグアのオルテガ大統領は参加していない。 

 

「サンブラーノ議員 投票棄権は自殺行為」          

 

新時代党（UNT）を離党し ProCiudadanos に移籍、同

政党の幹事長に就任したティモテオ・サンブラーノ議員

は、大統領選の棄権を訴える野党連合（MUD）の方針

について「集団自殺」との見解を示した。 

 

「少なくとも６８～７４％の有権者が投票したいとの

意志を示している。私は５月２０日の大統領選に参加し

なければいけないと考えている。 

 

国民は賢い。最終的には正しい結論に至ると信じている。

エリートは間違っている。一般の国民が置かれている状

況は異なる。最小限の合意であったとしても選挙に参加

した方が良い。 

 

我々は２０１８年に大統領選が行われることを知って

いたが、準備を怠った。政治的な合意と選挙以外の問題

解決手段は存在しない。」 

と論じた。 

 

経 済                         

「３つの並行レート公開サイトが停止」          

 

４月１２日 サアブ検事総長はウェブサイトで並行レ

ートを掲載している情報サイト DolarPro の運営者カル

ロス・エドワルド・コルメナレス氏を逮捕したと発表し

た。 

そして、その翌日の１３日 並行レートを公開している

３つの情報サイト（＠dTbTc、BTC_Plycom、DolarPro）

がハッキングされ、閲覧できなくなったようだ。 

 

一方で、他にも多くの情報サイトが並行レートを公開し

ている。最も有名なのは DolarToday だが、それ以外の

サイトは以下の通り。 

 

@BTC_Play、TheAirTM、@DolarTrue、＠LudixPay、

@VeneBloc、@Cotizaciones_、@Mercados y Accion、

@BolivarCucuta、@MoviCambios。 

これらのサイトはコロンビア、メキシコ、パナマで運営

している。 

 

それぞれのサイトが掲載している公開レートは異なる

が、最近は DolarToday よりも他のサイトの方がボリバ

ル安になっている。 

 

なお、１５年に DolarToday の運営者が米国でベネズエ

ラ中央銀行に訴えられたことがあったが、最終的に両者

の示談が成立した。当時の合意内容は未だにナゾのまま

だ。 

 

「DICOM９回目 １ドル５９，５００ボリバル」        

 

ベネズエラ中央銀行は第９回目の DICOM の結果を公

表した。 

 

為替レートは１ユーロ７３，３１５．９ボリバル。 

ドル建てで１ドル５９，５００ボリバルになる。 

 

前回の DICOM のレートは１ドル４９，５００ボリバ

ルだったので１０，０００ボリバル、ボリバル安になっ

たことになる。 

 

今回、落札された外貨の合計は前回から２１．８％減の

８９．６万ドル。うち、法人に対して３７．１万ドル、

個人に対して５２．４万ドルが割り当てられた。 

個人の方が多く外貨割り当てを受けたのは今回が初め

てになる。 
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割り当て金額が多かったのは前回に引き続き、ポルトガ

ル資本のスーパーマーケットチェーン「セントラル・マ

デイレンセ」で８．８万ドルだった。 

 

グラフ：法人向け外貨割り当ての推移 

（単位：米ドル） 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「独立記念日を前に１００万ボリバルを給付」             

 

５月の大統領選に向けて政府は人気取りの政策を行っ

ている。 

 

マドゥロ大統領は４月１９日（木曜）の「独立記念日（国

民の休日）」を前に、祖国カードを保有する世帯に対し

て独立記念ボーナスを給付すると発表した。給付額は１

世帯当たり１００万ボリバル。 

 

現在の最低賃金は月額３９．３万ボリバル。食費補助が

９１．５万ボリバルで合計１３０．７万ボリバルである。

貧困世帯にとっては小さくない臨時収入になるだろう。 

 

なお、マドゥロ大統領は「１，０００万の世帯に対して

１００万ボリバルを給付する」と発言したが、ベネズエ

ラの人口は３，０００万人超だ。仮に事実であれば全て

の世帯に独立記念ボーナスが届くことになる。 

 

 

社 会                       

「国民の４５％ 食事が１日に２回以下」          

 

世論調査会社 Delphos のフェリックス・セイハス社長

はエコアナリティカのセミナーで、４５％の国民が１日

に３回の食事をとれていないとのアンケート結果を公

表した。 

 

３５％は一日の食事が２回と回答、１０％は一日に一度

しか食事を食べていないと回答した。 

 

セイハス社長は食事の頻度も減っているが、食事の中身

も栄養素が低く品質が悪いものになっている 

 

なお、別の調査会社 Consultores 21 も同様の調査結果を

発表している。同社によると、一日に３回の食事をとれ

ていないと回答した世帯は５０％だったようだ。 

また、回答者の９０％は必要な医薬品が購入できていな

いと答えている。 

 

２０１８年４月１４日（土曜）             

政 治                       

「米州首脳会議 OAS 加盟１６カ国          

     マドゥロ政権を非難する声明に賛同」        

 

米州首脳会議では多くの代表がベネズエラの状況につ

いて懸念を表明した。 

 

OAS は「汚職に対する民主主義の統治」と題したタイ

トルの共同声明を発表した。 

 

内容はベネズエラとキューバを強く意識した内容にな

ったが、ベネズエラ政府を名指しで非難するような文言

は加えられなかった。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年４月１３日～４月１５日報道            No.１２４   ２０１８年４月１６日（月曜） 

5 / 11 

 

しかし、OAS の共同声明とは別にマドゥロ政権を強く

非難するリマグループの１４カ国に米国、ベリースを加

えた１６カ国がマドゥロ政権を非難するための声明を

発表した。 

 

１６カ国では加盟３５カ国の過半数に満たず、OAS と

してベネズエラ政府を非難する姿勢を打ち出すことが

出来なかったため、独自に声明を公表したと思われる。 

以下、共同声明を簡単に紹介する。 

 

 

ベネズエラに関する宣誓 

 

アルゼンチン、バハマ、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、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー、サンタ

ルシアの代表と米国副大統領は、８回目米州首脳会合に

おいて、憲法規律を逸脱し、政治対立と経済社会問題が

混迷化するベネズエラの状況について懸念を表明する。 

 

１．ベネズエラ政府に対して自由で透明で民主的な選挙

を実施することを求める。政治犯を解放し、全ての

政治アクターの参加が無ければ選挙の新体制を保

証することは出来ない。 

２．米州機構の場において、民主主義の回帰を求める、 

３．憲法に準じたベネズエラ国会への支援を表明する。

経済、財政に関する問題は国会の承認が不可欠であ

るとの認識を確認する。 

４．国連、市民団体、基金などに対して即時の人道支援

を行うことを求める。 

５．ベネズエラ難民の急激な増加に対して懸念を表明す

る。 

６．国際社会に対してベネズエラの民主主義回帰に努力

する姿勢を支持するよう求める。 

７．ベネズエラの経済問題、民主主義回帰の解決には国

際社会の協力が必要であることを強調する。 

 

なお、ベネズエラ政府もキューバ政府関係者らとともに

この期間リマで「Cumbre de Los Pueblo（国民の首脳会

議）」というイベントを行っていた。写真を見る限りで

は、そこまで多く参加したわけではないだろう。 

 

（写真）在ペルー・ベネズエラ大使館ツイッター 

“Cumbre de Los Pueblo の様子” 

 

「選挙日を１２月に延期するとの情報流れる」           

 

ベアトリス・アドリアナ記者は自身のツイッターで、 

「非公式な情報によると、５月２０日に選挙は実施され

ない。政府は国際的に選挙結果を認めてもらうため、選

挙を延期する。」と投稿した。 

 

（写真）ベアトリス・アドリアナ記者のツイッター 
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「ProCiudadanos 党首 第一正義党を非難」              

 

４月１１日に MUD を構成する主要政党の一つ新時代

党（UNT）の議員１０名が離党し、ProCiudadanos に移

籍した（「ベネズエラ・トゥデイ No.123」４月１１日付

の記事参照）。 

翌１２日に現地紙「Quinto Dia」が ProCiudadanos の

レオヘニス・ガルシア党首、ティモテオ・サンブラーノ

新幹事長、その他移籍した議員らの黒い噂を報じた。 

 

報道では、ガルシア党首は麻薬関係者と付き合い、外国

に巨額の資産を持っていると報じ、またサンブラーノ議

員は第１回目の与野党対話を破壊した張本人で、野党を

陽動するためにマドゥロ大統領が送り込んだ人物だと

報じている。 

 

本件について、ガルシア党首は第一正義党（PJ）の広報

担当が ProCiudadanos の党員の悪い噂を拡散するよう

指示している Whatsapp のやり取りを掲載し、PJ がネ

ガティブキャンペーンを仕掛けていると批判した。 

 

 

「バルボサ議長 欧州連合への出張を中止」           

 

オマール・バルボサ国会議長は、今週予定されていた欧

州連合のフェデリカ・モゲリーニ外務・安全保障政策上

級代表との面談をキャンセルすると通知した。 

 

キャンセルの理由は４月１７日（火曜）に国会で亡命最

高裁が決定したマドゥロ大統領の職権乱用罪に関する

議論を行うためと説明している。 

 

４月９日、亡命判事らにより組織された最高裁判所は

マドゥロ大統領に対して職権乱用罪を調査することを

承認し、軍部に対してマドゥロ大統領を拘束するよう

命じた（「ベネズエラ・トゥデイNo.122」４月９日付

の記事参照）。 

 

経 済                       

「石油省に対する権限強化の政令を公布」            

 

PDVSA と合弁会社を組む外国企業がケベド総裁と

PDVSAボードメンバーの交代を求めているとの記事を

「ベネズエラ・トゥデイ No.123」４月１１日付で紹介

した。 

 

ベネズエラ政府は反対に石油省の権限を強化する政令

を発行した。ケベド PDVSA 総裁は石油相を兼務してい

るので、ケベド総裁の権限が拡大することを意味する。 

 

現時点では、石油省への権限拡大を承認する官報はタイ

トルが公開されているだけで、原文は公開されていない。 

 

ただ、報道では同政令は石油省が PDVSA の規則で定め

られた入札手続きを省略し、財・サービスの購入契約を

結ぶことが出来るようにするようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/515c17cabadf6b84828f907836f02646.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
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また、石油産業に関連する法律や規則などを石油省が変

更する権限が与えられることになるようだ。この政令の

有効期間は１８年末までと報道されている。 

 

ケベド総裁の権限が拡大することで、更に透明性の低い

組織運営を行うことが懸念される。 

 

「原油価格 １バレル６１．０８ドル」         

 

１８年４月９日～４月１３日のベネズエラ産原油の平

均価格は３８３．９８人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６１．０８ドル／バレル。前週の５９．６

８ドルから１．４ドル上がった。 

 

 

 

「ジャマイカ PETROJAM 株式購入交渉を継続」         

 

クラサオの現地紙「Crasao Chorinicle」によると、ベネ

ズエラ政府団が PETROJAM の株式売買交渉のため、近

日中にジャマイカを訪問するようだ。 

 

 

PDVSA はジャマイカ政府と共同で設立し た

PETROJAM という合弁会社の４９％の株式を保有し

ている。PETROJAM は製油所があるが、制裁によりオ

ペレーションに支障をきたしているという。 

 

ジャマイカのエネルギー相は 

「我々はペトロカリベの枠組みで恩恵を受けた。ベネズ

エラへの感謝の意を持っている。株式購入後もジャマイ

カは引き続きペトロカリベに加盟する。PETROJAM の

株式４９％の購入は、将来にわたり自国のエネルギー政

策をコントロールするためである。」 

と説明した。 

 

２０１８年４月１５日（日曜）             

政 治                        

「Datincorp ファルコン AP 党首の勝利を予想」              

 

世論調査会社 Datincorp は１８年４月９日に全国１，１

９６名のベネズエラ人男女を対象に実施したアンケー

ト結果を公表した。 

 

仮に国外に移住する機会があればベネズエラを出たい

かとの質問について、５７％が「出たい」と回答した。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年４月）

（出所）ベネズエラ石油省
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ドル化政策に賛成か、反対かとの質問について、「賛成」

との回答は全体の６３％だった。 

 

 

 

現在のベネズエラの危機をどのように解決するべき

か？との質問について、最も多かった回答は「選挙」で

６８％、次いで「抗議行動・軍事行動」が１６％、「その

他の手段」が８％、「不明・無回答」が８％だった。 

 

 

 

なお、同アンケートは思想別でも回答を分けている。 

 

与党支持者（７４％）、野党支持者（６７％）、無党派（６

５％）、いずれも選挙で解決するべきだとの意見が多数

を占めた。 

 

 

 

 

 

 

また、野党支持者と無党派層のみを対象に 

「現状の条件で選挙に参加するべきか、条件が変更され

た場合にのみ選挙に参加するべきか、選挙は棄権し圧力

で政権を追い出すか、３つの選択肢のどれに賛成する

か？」 

という質問について最も多かった回答は「現状でも選挙

に参加する」で５１％、「条件が変更した場合のみ選挙

に参加する」で２３％、「選挙は棄権し圧力で政権を追

い出す」が２０％だった。 
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他、選挙への投票意欲に関する調査では６２％は「必ず

参加する」、１１％は「参加する」、１１％は「おそらく

参加しない」、１１％は「絶対に参加しない」だった。 

 

同調査では１７年１２月、１８年２月にも同様の質問を

しているが、当時よりも参加意欲が高まっている。 

 

 

 

また、誰に投票したいかとの質問について、最も多い回

答はファルコン AP 党首で３４％、マドゥロ大統領と回

答したのは２２％だった。また、ハビエル・ベルトゥッ

シ氏も支持も比較的高く９％との結果が出ている。 

 

 

（データ）全て Datincorp 

 

 

 

「マリア・コリナ・マチャド党首            

     報道団体会合でマドゥロ政権を非難」           

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首はコロンビアのメデジンで行われた米州国際プレス

協会（SIP）でマドゥロ政権がベネズエラを奴隷と亡命

者の国にしたがっていると訴えた。 

 

と言っても、コロンビアは外国でマチャド党首は国外に

出ることができないため、彼女の訴えはビデオで流され

た。 

 

マチャド氏は 

「マドゥロ政権はベネズエラの現状を外国に知ってほ

しくない。写真レポート、ビデオなどベネズエラで起き

ている現状を報じることを制限している。 

 

ベネズエラの社会状況は悲惨だ。ジフテリアで１１３名

の子供が命を失った。栄養問題も深刻。テロや麻薬など

の犯罪組織をかくまう政権だ。 

 

現政権が選挙を通じて政権を降りることはあり得ない。

これは過去の経験を経てベネズエラ人が学んだことだ。 

 

今の政府は選挙で勝てると確信しなければ選挙は実施

しない。暴力、貧困、空腹はベネズエラ政府の政策にな

っている。ベネズエラ人を屈服させるまで続ける。 

 

ただし、ベネズエラの危機はもはやベネズエラだけの問

題ではなくなった。ベネズエラの痛みは難民という形で

外国にも波及している。また、ベネズエラで疫病が発生

すれば他国にも派生する。また、犯罪者をかくまう現政

権は、外国に犯罪を拡散させることになる。」 

と警鐘を鳴らした。 
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経 済                       

「リベルタドール市 独自紙幣カリベを発行」            

 

ベネズエラの首都リベルタドール市で新しい紙幣が発

行された。紙幣の名前はカリベ。１カリベは１，０００

ボリバルと同様に扱われる。つまり、デノミネーション

後のボリバル・ソベラーノと同等の価値を持つ。 

 

紙幣は５カリベ、１０カリベ、２０カリベ、５０カリベ、

１００カリベ札。 

つまり、現在流通しているボリバルで換算すると５，０

００ボリバル、２０，０００ボリバル、５０，０００ボ

リバル、１００，０００ボリバル札と同等の価値。 

 

エリカ・ファリア・リベルタドール市長は、カリベにつ

いて 

「この紙幣は現金を使用した商取引を簡素化すること

ができる。カリベ札はリベルタドール市が主催する路上

市でのみ使用できる。路上市ではフルーツや、根菜類、

野菜、鶏肉、牛肉、魚類、米、とうもろこし、コーヒー、

その他洗剤など日用品も販売している。 

 

リベルタドール市が主催する路上市ではカリベ札とボ

リバル札を交換するための両替所を設置する。」 

と説明した。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

「１８年末に日量１１０万バレルと予想」              

 

ワシントンの Rapidan Energy Group 社は、ベネズエラ

の産油量減産傾向について、このまま減産が進むと１８

年末には日量１１０万バレルまで下がると予想した。 

 

また、仮にトランプ政権がイランに対して制裁を科す場

合、予期しない産油量の減少が起きると分析した。 

 

この状況はサウジアラビアやロシアにとっても悩まし

い問題。減産合意が進み、今後さらに原油価格が上昇す

れば米国が増産させることになる。 

 

仮に減産合意を停止すればベネズエラやイランの自動

的な減産による原油価格上昇を相殺でき、米国のシェー

ル増産を抑えることが出来ると分析した。 

 

また、ニューヨークで現物商品を扱う投資会社「RBC 

Caputal Market LLC」の戦略部長は 

 

「ベネズエラとイランは原油価格に大きな影響を与え

る。米国は再びイランに制裁を科すことは考えられる。

ベネズエラは流血が続いている。」 

と述べた。 

 

社 会                       

「犯罪専門家 日時・年齢など犯罪遭遇傾向を報告」            

 

ベネズエラには様々な問題があるが治安はその問題の

中でも重要な位置づけを占める。 

 

ベネズエラ犯罪組織観測団体（OVCO）のメンバーで犯

罪学者のハビエル・イグナシオ・マヨルカ氏はフェデカ

マラス・ラジオで最近の強盗の傾向について語った。 
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「２０１７年に治安当局は２７，０００件の強盗の訴え

を受けた。しかし、この数字は氷山の一角であることは

周知の事実だ。自動車強盗の件数だけであったとしても

２７，０００件は超えている。 

 

強盗の場合、男性が被害者になる確率は、女性が被害者

になる確率の３倍になる。女性は力が弱いので犯罪の対

象になりやすいと思うが、特に都心部についてはそうな

らない。犯罪者は拳銃、刃物、武器を使用することが一

般的で男性を襲う。武器を持たない強盗は非常に稀にな

っている。 

 

年齢では２５～３５歳が最も犯罪に遭遇しやすい。男性

でも女性でもこの傾向は同様。この年齢の人は屋外で犯

罪に遭遇することが多い。３６歳を境に犯罪遭遇率は減

少する。若年層が犯罪に遭遇しやすい理由は若年層の方

が公共の場を移動する時間が多いので、犯罪に遭遇しや

すいことと関連している。 

 

しかし、４０歳を超えると、自宅の近くで犯罪に遭遇す

る確率が増える。 

 

犯罪が多い曜日は月曜、火曜、水曜、木曜。 

週末になると犯罪遭遇率は減少する。 

強盗が多い時間帯は正午～午後６時の間。しかし、週末

は深夜と早朝に犯罪が増える傾向がある。」 

と答えた。 

 

上記はあくまで統計的な傾向の話。 

ベネズエラの犯罪はいつでも、どこでも起きるというの

が基本。ちなみに、筆者自身も強盗に合ったことがある

が、週末の午前中だった。 

 

以上 


