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（写真）野党連合ツイッター “野党政党・市民団体・カトリック団体で構成された Frente Amplio を結成” 

 

 

２０１８年３月７日（水曜） 

 

政 治                     

 「国連人権高等弁務官 大統領選に否定的な見解 

～ルイス・フロリダ議員 国連の派遣を否定～」 

「AP 党首 国連へ行き選挙への参加求める」 

経 済                     

 「新 DICOM １ドル約４万ボリバル」 

 「新 DICOM 第５回目の公募開始」 

 「価格統制を巡り 多国籍企業と政府が衝突」 

「高波によりタコア発電所の一部が破損」 

社 会                     

 「カラカスは世界で２番目に治安の悪い都市」 

２０１８年３月８日（木曜） 

 

政 治                    

 「野党 Frente Amplio を発足 

～MUD の名前を変えただけとの意見多数～」 

経 済                    

 「米フロリダ州 ベネズエラ政府との取引禁止」 

 「FAO ベネズエラの食糧事情悪化を懸念」 

「UNIDO ベネズエラ農業振興の協定を締結」 

社 会                    

 「３月１２日、１７日に抗議デモ実施予定」 

「米国政府 Glencore らに罰則を検討か」 

「ブラジル国境の町でベネズエラ人９名が強盗」 
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２０１８年３月７日（水曜）             

政 治                       

「国連人権高等弁務官 大統領選に否定的な見解       

 ～ルイス・フロリダ議員 国連の派遣を否定～」       

 

３月７日 国連のザイード・アル・フセイン人権高等弁

務官は、５月２０日に予定されている大統領選について

「大統領選として最低限の条件を備えていない。」と発

言した。 

 

フセイン人権高等弁務官は、国連人権委員会による年次

レポートを基にベネズエラの人権問題について述べた。

また、野党２政党を無効化したことについて言及し、政

府、最高裁、選挙当局による野党への攻撃であると非難

した。 

 

「表現の自由、平和を求めるグループの組織を妨げる行

為が確認されている。私の事務所は抗議行動の際に数百

件の法外の殺人行為の訴えを受け取っている。 

私は現在の条件が自由で信頼に足る選挙を行う条件に

なっていないことを深く懸念している。 

 

ベネズエラの食糧問題は劇的に悪化しており、児童、老

人に深刻な影響を与えている。信頼できる情報によると、

政府が提供する社会プログラムを受けるために、国民は

政治的な条件を強いられている。」 

と述べた。 

 

現在のところ、国連が５月２０日の大統領選にミッショ

ン団を派遣するかどうか正式な発表はされていない。 

 

しかし、同氏は国連の人権分野での最高役職者であり、

国連の判断に与える影響は大きいだろう。 

 

 

 

ベネズエラ野党は国会として国連にミッション団を派

遣しないよう要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.107」３月５日付の記事参照）。 

 

３月７日 国会のルイス・フロリダ外交政策委員長は、

「国連は５月の選挙に法的な信頼性がないと発言した。

従って、国連はミッション団を派遣しない。」 

とツイッターで投稿した。 

 

「AP 党首 国連へ行き選挙への参加求める」         

 

国連がミッション団を派遣するかどうかは、５月の大統

領選が最低限の体裁を保つことが出来るかに関わる。 

 

国連のミッション派遣の可能性が低くなる中で、ファル

コン AP 党首はニューヨークへ行き国連にミッション

団の派遣を求めると発表した。 

 

「近いうちに国連本部へ行き、ミッション団を派遣する

よう求める。また、選挙管理委員会（CNE）に対して、

欧州連合も監視団としてミッション団を派遣するよう

要請することを求める。」と述べた。 

 

ファルコン AP 党首は大統領選が適切な条件で行われ

ない場合は、大統領選の出馬を辞退するとの発言をして

いる。 

 

国連のミッション団派遣は大統領選が適切な条件で実

施されるかどうかを判断する重要な要素になる。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b1bf1acaeaea5c9cc16dc608db61844b.pdf
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経 済                        

「新 DICOM １ドル約４万ボリバル」           

 

ベネズエラ中央銀行は第４回目の新 DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ４９，６５６ボリバル。 

ドル建てで１ドル４０，０４５．１６ボリバルになる。 

前回の為替レートが１ドル約３．６万ボリバルだったの

で、ボリバル通貨の価値が１１％下落したことを意味す

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.105」２月２８日付の記

事参照）。 

 

落札された外貨の合計は３回目の１３２万４，０７４．

９４ドルよりも６３％減り４９万４，１８７．５１ドル。 

３９社が外貨を落札した。 

 

有名な企業はセントロ・マデイレンセ（スーパーマーケ

ット）が９万９，０００ドルなど。 

 

第４回目の新 DICOM 目的別の外貨落札額 

（単位：米ドル） 

 

 

「新 DICOM 第５回目の公募開始」          

 

３月７日 第５回目の 新 DICOM 募集要項が公示さ

れた（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：３月８日（木曜）PM６時まで   

■競売実施日時：３月９日（金曜）AM８時   

■結果公表：３月１２日（月曜）   

■決済日：３月１３日（火曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

これまでは応札期間は発表後、２日設けていたが、今回

は３月７日の発表翌日が締め切りとなっていた。 

 

一度、国営銀行のシステム障害が起きた関係で応札期間

を延ばしたことがあった（「ベネズエラ・トゥデイ No.99」

２月１５日付の記事参照）。その時に狂ったスケジュー

ルの調整かもしれない。 

 

「価格統制を巡り 多国籍企業と政府が衝突」                  

 

ベネズエラ政府は急激なインフレの対策として１２月

中旬の販売価格に下げるよう要請していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.82」１月６日付の記事参照）。 

 

ロイター通信は価格統制の分野で多国籍企業と政府が

衝突している現状についてレポートした。 

 

92,314 

64,975 

90,405 

158,395 

12,185 

原材料輸入 完成品輸入

債務支払い 資材・部品

サービス購入

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-005-18/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9b9385f60f39d5ba3533569f6531266.pdf
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歯磨き粉などで有名な生活品メーカー「コールゲート」

は１月に洗剤１リットルを１．４ドル相当で販売してい

た。しかし、価格監督庁（SUNDDE）から価格が高すぎ

るということで９０％（０．１６ドル相当で販売）の値

下げを要請された。 

 

同様の値下げを強要されたのはコールゲートだけでは

なく、菓子メーカーの「ネスレ」や「コカコーラ・フェ

ムサ」も受けた。しかし、多くの企業が SUNDDE の指

示に抵抗しているという。 

 

コールゲートは強制値下げを受けて、工場の稼働を停止

した。２月２日にコールゲート社は今の価格では生産用

の原材料の輸入と継続的な操業は不可能との書簡を政

府に出している。 

 

なお、現在のところ０．５リットルの洗剤を０．８３ド

ル相当で洗剤を販売することになり工場は再開してい

るようだ。１月の時点では１リットルが１．４ドル相当

だったので、実質的には１月当時よりも値段が上がった

ことになる。 

 

ベネズエラ製造業団体 Conindustria 代表は、少なくと

も国内メーカーの１０社のうち２社は操業を停止して

いるとコメントしている。 

 

経済情勢が不安定なことを理由に、多くの多国籍企業が

連結決算からベネズエラ会社を外している。 

 

「高波によりタコア発電所の一部が破壊」                  

 

バルガス州で強い雨が降っておりタコア火力発電所が

高波に襲われ、一部の施設が壊れている。 

現地メディア「Caraota Degital」によると、特に外壁の

損傷が激しいようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“高波で破損したタコア発電所の一部” 
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社 会                        

「カラカスは世界で２番目に治安の悪い都市」           

 

メキシコの非営利団体「Justicia Penal」は、カラカスが

世界で２番目に危険な都市であると報告した。 

 

最も危険な都市はメキシコの観光地 Los Cabos。この都

市は１６年のランキングではトップ１０に入っていな

かったため急激に治安が悪化したと思われる。 

同地域の殺人発見件数は１０万分の１１１．３３。人口

１０万人あたり１１１．３３人が殺人で亡くなっている

ことになる。 

 

カラカスは１０万人あたりの殺人発生件数は１１１．１

９人と Los Cabos をわずかに下回った。 

 

３位はメキシコのアカプルコで１０万人あたりの殺人

発生件数は１０６．６３人。 

 

また、ホンジュラスのサンペドロ・デ・スーラは治安の

悪い都市として悪名高いが、同レポートでは同都市の殺

人発生件数が急激に下がっていることも言及している。 

 

１６年、サンペドロ・デ・スーラの殺人発生件数は１０

万人当たり１１２．０９人だったが、１７年の調査では

５１．１８人まで減っている。 

 

「Justicia Penal」は、劇的な殺人件数の減少について、

暴力組織の取締りを強化し、裁判の厳格化を進めたホン

ジュラス政府の成果だと分析している。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年３月８日（木曜）             

政 治                       

「野党 Frente Amplio を発足              

 ～MUD の名前を変えただけとの意見多数～」        

 

３月８日 国会議員、離反した与党政治家、市民団体、

カトリック団体などで構成された「Frente Amplio」が

組織された。 

野党連合（MUD）は、大統領選に参加しないと発表し

た際に、政治家だけではなく、より多くの関係組織を含

む組織を結成すると宣言していた。「Frente Amplio」は

その宣言を受けて発足したものだ。 

「Frente Amplio」発足時の宣言は以下の通り。 

 

 

１．我々はベネズエラに民主主義を取り戻し、憲法に準

じない政府を変えるために団結する。過去に考え方

の違いで対立した様々な組織がベネズエラの社会、

経済危機を解決するために結集した。我々は全ての

国民が質の高い生活と平和と相互尊重を享受する社

会を構築する。 

２．政治犯や亡命者がいない政府と、公平で自由な選挙

を求めるために幅広い組織が協力しなければいけな

い。そのためには、５月２０日の偽物の選挙を非難す

る。 

３．我々が欲している民主主義的な未来は一般市民や軍

人も望んでいる。 

４．野党政党はこの偉大な組織で重要な役割を果たして

いる。 

５．一刻も早い人道支援を求める。 

６．我々の人道問題への戦いに協力の姿勢を示す全世界

とラテンアメリカ諸国に感謝する。 

７．新しい組織の発足に尽力したキリスト教会と地域リ

ーダーに感謝する。 
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「Frente Amplio」については賛否両論あり、どちらか

と言えば非難の声が多い。 

 

参加している組織は特に新しいメンバーがいるわけで

はなく、主張もこれまでと特に変わっていない。実態は

野党連合（MUD）が名前を変えただけだとの批判は多

い。 

 

また、ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチ

ャド党首と発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党

首は参加しなかった。 

共に MUD の方針よりも急進あるいは穏健なグループ。 

異なる考えを尊重する社会の構築を訴えながら、考えが

異なるグループは組織に入っていないとの声も多い。 

 

また、発足のための会には招かれざる客も来た。

「Resistencia」に加盟する若者ジョスマン・オルティス

氏だ。 

 

「Resistencia」とは政府を倒壊させるためには暴力も辞

さないという団体。VV よりも更に急進グループと言え

る。 

 

会の途中で突如、オルティス氏は壇上に上がり、演説を

始めた。一時、発表を止めさせようとする動きもあった

が、最終的に同氏の発言が許可された。 

 

彼は「現政権は伝統的なやり方や穏健な方法では国を明

け渡さない。Resistencia は引き続き戦い続ける。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）El Pitazo ツイッター 

“Frente Amplioイベントに乱入したResistenciaの若者” 

 

経 済                         

「米フロリダ州 ベネズエラ政府との取引禁止」            

 

米国の中で最もベネズエラ人が多く住むフロリダ州で

ベネズエラ政府との取引を禁止する法律が議会を通過

した。 

リック・スコット・フロリダ州知事がサインすれば正式

に州法になる。ただし、本法が施行されるのは１８年７

月１日からになる。 

 

具体的にはフロリダ州の法人はベネズエラ政府系企業

の株式と債券の購入、その他融資を禁止する。また、フ

ロリダ州の公的組織はベネズエラ政府と商取引、金融取

引をしている企業との取引を禁止する。 

 

１７年５月にゴールドマンサックスがベネズエラ政府

から PDVSA２０を購入してから、ベネズエラ政府との

取引を行う企業を規制しようという議論が進んでいた。 
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「FAO ベネズエラの食糧事情悪化を懸念」         

 

国連の食糧農業機関（FAO）のホセ・ゴンサレス・シル

バ代表は、ベネズエラの食糧事情が悪化しているとの見

解を発表した。 

 

ジャマイカで実施された地域会合でベネズエラの食糧

事情が悪化していることを確認した。 

 

１４～１６年にかけて空腹で苦しむ国民が１３％増加

した。３年前と比較して貧困層が１３０万人増加したこ

とを意味する。 

 

「ベネズエラはハイパーインフレで通貨価値が著しく

変動している。国民は通貨の価値を信じておらず、物々

交換が増えている。経済が管理された状況では効率的な

経済運営は出来ない。」 

と現政権の政策を非難した。 

 

同時に 

「ジャマイカで開催された会合では在ジャマイカ・ベネ

ズエラ大使から、外国政府による金融ボイコットが国民

の生活に不可欠な食料品やその他生活品の輸入を妨げ

ているとの訴えがあった。政治への圧力として食料品を

使用してはいけない。」 

とも補足した。 

 

「UNIDO ベネズエラ農業振興の協定を締結」              

 

国連の工業開発機関（UNIDO）はベネズエラの農業振

興のための専門家を派遣した。 

 

UNIDO は７つの農産品に重点を置きベネズエラ政府

に農業開発の支援を行う。対象商品は、砂糖、とうもろ

こし、米、大豆、コーヒー、カカオ、食用豆。 

 

 

UNIDO のラテンアメリカ担当のディエゴ・マセラ氏は

「今回のプログラムはベネズエラ政府のイニシアティ

ブによるもので、２０３０年までベネズエラの農業開発

のために UNIDO が支援を行う。 

 

最初のステージはアラグア州のカカオ産業。 

既に生産、流通、販売に関わる関係者との協議を行い、

同産業発展の課題について話し合った。 

 

今後、ポルトゥゲサ州のコーヒー農家へ専門家が訪問し、

栽培過程を分析する予定だ。」 

と述べた。 

 

 

社 会                         

「３月１２日、１７日に抗議デモ実施予定」            

 

「Frente Amplio」のイベントで５月の大統領選への抗

議の意志を示すためのデモ行進が呼びかけられた。 

 

デモ行進を行うのは３月１２日（月曜）と１７日（土曜）。 

 

３月１２日は５月の大統領選にミッション団を派遣し

ないことを求めるためにベネズエラの国連支部に向か

ってデモ行進を行う。参加者の数により、野党連合の主

張に同意している国民の多さを評価できるだろう。 

 

また、３月１７日は、世界的にベネズエラの偽物の選挙

を非難し、選挙に参加しないよう訴えるための抗議行動

を実施すると述べた。 

 

現在のところ、１２日の出発地点や１７日の抗議行動が

どのように行われるかは明らかにされていない。 
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「米国政府 Glencore らに罰則を検討か」              

 

現地紙「El Nacional」のコレスポンデントを務める記者

マイボート・ペティ氏は、米国政府が１６年２月に設立

されたベネズエラの軍部系石油企業 Caminpeg、

Southern Procurement Services（以下、SPS）、Palmat 

International、Glencore などを制裁規定の違反や資金洗

浄の罪で罰することを検討していると報じた。 

 

CAMINGPEG と SPS 社は軍部高官がコミッションを

もらうための組織として汚職の隠れ蓑になっていたと

指摘している。 

 

CAMINPEG は１６年２月１０日付の官報４０，８４５

号、政令２，２３１号で発足した国防省傘下の石油サー

ビス事業者。 

CAMINPEG の業務は石油・ガス分野の企画・調整・監

視・石油サービスの実施、メンテナンスなど多岐にわた

る。 

 

米国政府の調査によると、CAMINPEG はキューバの

GAESA と同じコンセプトで設立されており、目的は石

油の販売事業に軍人を関与させることにあると分析し

ている。 

CAMINPEG の役員職には軍部高官が名前を連ねてお

り、アドバイザーとして GAESA 社長のロドリゲス・ロ

ペス・カジェハス氏も入っている。 

 

カジェハス氏はラウル・カストロ国家主席の元娘婿でパ

ドリーノ・ロペス国防相の師匠のような人物で、

CAMINPEG の設立をロペス国防相に勧めた人物だと

いう。 

 

米国政府は汚職に CAMINPEG と外国企業である SPS、

Glencore が関与していると考えていると報じている。 

 

 

「ブラジル国境の町でベネズエラ人９名が強盗」              

 

ベネズエラと隣接するブラジル側の国境の町ボアビス

タでベネズエラ人９名が強盗で逮捕された。 

 

逮捕されたのは男性６名、女性３名。年齢は１８～２４

歳。時計を盗んだが、翌日には全員が逮捕された。 

 

正確な数は分からないがボアビスタの人口は４万人だ

が、この市内には６００名のベネズエラ難民がいるとさ

れる。 

 

急激なベネズエラ人の流入に地元市民は悩まされてい

る。特に難民は経済的なベースがないため、犯罪を起こ

しやすくベネズエラ人差別が加速しているようだ。 

 

 
（写真）Watcher 

 

以上 

 

 


