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（写真）ベネズエラ外務省ツイッター “マドゥロ大統領と選挙で当選した与党州知事１７名” 

 

２０１７年１０月１６日（月曜） 

政 治                     

 「州知事選に対する野党連合の宣言」 

 「野党選挙不支持グループ 野党に転換を求める」 

「１１月３日まで酒類販売、集会、銃販売を禁止」 

 「州知事選に対する国際社会の反応 

～欧州連合の制裁発動は１１月の見通し～」 

経 済                    

 「州知事選結果と利払い遅延で債券価格が急落」 

 「野村證券 米国の強硬制裁は１８年と予想」 

社 会                    

「ベネズエラ政府 パナマ人にビザを要求」 

２０１７年１０月１７日（火曜） 

 

政 治                   

 「米国 ベネズエラ・北朝鮮の入国禁止令適用」 

 「与野党双方 ボリバル州での勝利を宣言」 

 「州知事 １８日に制憲議会で宣誓」 

 「米州機構 人道に対する犯罪の適用と議論」 

経 済                   

 「IMF 年間３００億ドル超の支援が必要」 

 「中央銀行 DICOM 取引でドイツ銀行を非難」 

 「ゴールドリザーブ社 賠償金の着金を確認」 

 「ベネズエラの E コマース市場」 
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２０１７年１０月１６日（月曜）             

政 治                       

「州知事選に対する野党連合の宣言」          

 

１０月１５日に全国州知事選挙が行われた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.46」１０月１５日付の記事参照）。同

選挙から一夜明けた１６日に野党連合が今回の州知事

選に対する見解を公式に発表した。 

 

 

野党連合は責任をもって１０月１５日に実施された州

知事選の結果を認めないことを宣言する。１０月１５日

に国民が表現した意思を尊重させるための戦いを深化

させる。そして、国政を国民の手に取り戻すために汚職

構造の選挙組織を変える。 

 

選挙プロセスの最初の段階から我々は公権力による法

律無視を訴えてきた。独裁政権で民主主義を逸脱してい

ると国内外から批判される中で、政府が民主主義をベー

スとした戦いを行うと期待したが、政権は別の道を選ん

だ。 

 

今回の選挙には詐欺と暴力とイレギュラー、工作行為、

強要、恐喝と与党の有利性が存在した。誰もがベネズエ

ラの選挙を自由で公正で透明性のあるものと認識しな

い。 

 

本日以降、野党連合は我々の立場を確立するために選挙

前、選挙中に行われた詐欺やイレギュラーを訴える。 

 

1. 野党支持者の多い土地で投票機の故障、開場の遅れ、

説明できない手続きの遅れなど少なくとも１００

万８０人の有権者の投票に影響が出た。 

2. ７０万人以上の有権者が投票実施の４８時間前に

投票会場を変更させられた。人によっては当日に投

票場を変更された。 

3. ３５万の有権者が投票場の外で暴力や強制を受け、

自由意志での選挙を妨げた。 

4. 野党候補者の政党変更を許可しなかったことで、本

来野党候補者に行くはずの９万５３７票が無効票

になった。 

5. 政府による社会開発プログラムおよび祖国カード

を通じて与党の政治家に投票するよう強制があっ

た。 

6. 我が国の“一人一票“の原則に違反し、一人の投票者

が複数回にわたり投票する事象があった。 

7. 会場閉鎖予定時刻後も会場が稼働をし続けた。 

8. 野党代表の集計作業員の入場を妨げられた。 

9. 世論調査や国民の声と大きく乖離した結果が出た。

これまでの通例から見て考えられないほどの乖離

だった。 

10. 野党政治家の迫害や収容、政治活動の禁止をし、政

府予算を与党政治家への投票に裨益させた。 

 

これらの事象を踏まえて野党連合は国内外に対して以

下の通り呼びかける。 

 

1. 国民、世界に対して信頼できる新たな選挙組織の設

置と透明な選挙の即時実施のために戦うことを誓

う。ベネズエラ国民は大統領、市長、州知事を信頼

できる選挙システムの上で決めなければならない。 

2. 選挙専門家によって、今回の選挙のイレギュラーな

事象をまとめた調査レポートを作成する。 

3. 野党の２３州知事候補者および支援グループと緊

急会合を実施し、政治的な方針を定める。 

4. 選挙組織が主導する票の確認作業ではなく、信頼で

きる国際社会による１００％の選挙結果確認作業

を求める。 

5. 政府の方針転換が確認されるまでは交渉、対話には

参加しない。 

6. 国民、国会、国際社会に対して、政府への圧力、制

裁、非難をもって我々への支援を求める。民主国の

代表団に今回の選挙のイレギュラーを説明する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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7. ベネズエラ国民の声を代表する真の組織となるた

めに、根本的な野党の政治方針の転換を検討する。 

8. 選挙結果の信頼できる確認作業を行うために全て

の社会分野と政治家に国民の権利を守るための行

動、戦いを求める。 

 

我々は多数派で、独裁政権は日々その正当性を失い、国

民の拒絶感は強まっている。空腹を招く政府を世界に訴

えていく。 

 

 

 
（写真）オロペサ氏のツイッター 

“野党声明を発表するアンヘル・オロペサ氏” 

 

「選挙不支持グループ 野党に方針転換を求める」         

 

州知事選に参加したことにより、街頭でのデモ行動は鎮

静化し、政府への圧力が無くなり、選挙結果も想定を裏

切られる結果となった。最初から州知事選の参加に否定

的だった野党グループからすれば今回の結果は予想通

りということになるだろう。 

 

州知事選挙への参加に異を唱えて野党連合を離脱した

ベネズエラ主導党のマリア・コリナ・マチャド氏は野党

連合に対して、 

 

 

「選挙管理委員会（CNE）が現状から変わらなければ選

挙での解決は不可能だ。CNE の役員を変更して、大統

領を追い出す必要がある。また、州知事は制憲議会で宣

誓してはいけない。 

 

国民は独裁政権に頭を下げてはいけない。現在の支持率

で与党が２３州中１８州を取れるわけはない。全ては虚

偽によるものである。 

 

野党連合には再び７月１６日に実施した国民の声を聴

いてほしい（「ベネズエラ・トゥデイ No.7」７月１６日

付の記事参照）。 

 

野党は反省し、自らを否定する時期に来ている。米州機

構で新たな選挙管理委員会（CNE）の役員５名を選任す

るべきだ。」と語った。 

 

また、現在自宅軟禁措置となっているアントニオ・レデ

スマ元カラカス大首都区長もツイッターで声明を発表

し、野党連合の決定を非難した。 

 

「国民の街頭での抗議行動は早急な政治変換を求める

ものだった。今回の州知事選は７月に制憲議会選挙で行

われたように不正をされることが事前にわかっていた。」 

 

レデスマ氏とマリア・コリナ・マチャド氏は２０１４年

からレオポルド・ロペス氏と並び街頭での抗議行動によ

る政権移行を求めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
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「１１月３日まで酒類販売、集会を禁止」                 

 

ネストル・リベロール内務司法平和相は 

「アルコール類の使用、販売を禁止する。同様に公共で

の集会と武器の携行を１１月３日まで禁止する」と発表

した。 

また、１５日深夜にパドリーノロペス国防相は、国民の

平和を保証するための活動を継続する。と発表した。 

 

（写真）ベネズエラ国営放送局 VTV 映像の抜粋 

 

「州知事選に対する国際社会の反応」               

 

１０月１５日の州知事選について欧米、南米から見解が

述べられている。一部を簡単に紹介する（１０月１６～

１７日にかけての国際社会の声明を抜粋）。 

 

キューバ、ボリビアはベネズエラの州知事選について平

和的に行われたと祝辞を述べた。 

 

また、CNE の招待で選挙当日に同伴していたラテンア

メリカ選挙専門団体（Ceela）は今回の選挙は問題なく

終了したとのレポートを作成し解散した。 

 

パナマのバレラ大統領は、今回の選挙結果を認識するか

どうかを決めるため、選挙を分析すると発言した。一方

で選挙が平和的な環境で実施されたことは祝意を示す

と述べた。 

 

米国は国務省のヘザー報道官が「選挙は自由で公平なも

のではなかった。」とコメントしている。 

 

カナダのフリーランド外相は 

「州知事選で与党が１７州で勝利した。野党はこの結果

を認めていない。今回の選挙には信頼性を失わせるよう

なイレギュラーがいくつも存在した。」とコメントした。 

在ベネズエラのカナダ大使館も「選挙手続きに違反があ

った。」とツイッターでコメントしている。 

 

マドゥロ政権を非難する１２カ国（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、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、

ペルーの外相）で構成されるリマグループは 

「専門性が高く、広く認知されている国際組織によって

緊急に完全な票の確認作業を行うことを求める。 

選挙プロセスには強制や操作、イレギュラーな事象が起

きたとの認識で一致した。」と声明を発表した。 

なお、同グループの次回の会合は１０月２６日にカナダ

で行われる。 

 

 

(写真)ペルー外務省発表 
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コロンビアのサントス大統領は 

「ベネズエラでの選挙結果の認識を解決する方法は、独

立した選挙管理組織と国際組織の監督による大統領選

を含む一斉選挙だ。」とツイッターに投稿した。 

 

１０月１７日 欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ安全

保障政策代表は今回の選挙結果を議論する会合で 

「結果は驚くべきもので、見えていない実態を精査する

ことを求める。また、CNE に透明性を証明するための

手段を講じるよう求める。」と発言。ポルトガルやイタ

リアの代表団も同声明に賛同した。 

 

フランス外務省の報道官は 

「フランスはベネズエラの州知事選の結果に懸念を持

っている。欧州連合と共同で今回の選挙について議論を

したい。」と答えた。 

欧州の中で最もベネズエラ政府と敵対しているスペイ

ンのアルフォンソ外相は 

「野党に認められていない今回の選挙について、結果を

明らかにする必要がある。加えて、今回の選挙結果は

我々の一連の行動を妨げるものではない。」と答えた。 

 

ベネズエラ政府高官への制裁については同意がなされ

リストの作成作業に入っている。次回１１月にベラルー

シで行われる会合で正式に決定がされる見通しだ。 

 

また、米州機構のアルマグロ事務局長は 

「これまで何度もベネズエラ政府の不正行為を訴えて

きた。民主主義が確立されていない独裁政権下での選挙

結果は認めない。 

 

米州機構が信頼をする組織の監督による選挙の結果で

あれば認識する。ベネズエラの政治体制を改めるために

は野党政治家は統一しなければならない。国民は自由を

求めており独裁政権を求めていないと認識している。」

とベネズエラ政府を強く非難した。 

 

 

経 済                       

「州知事選結果と利払い遅延で債券価格が急落」          

 

１０月１５日に行われた州知事選で与党が大勝した。 

 

選挙結果を受けて、野党による抗議行動が再開する懸念

や、与野党の対立が深化する中で欧米諸国が制裁を科す

可能性が高まるなど今後の懸念材料が増えた。これによ

り、ベネズエラの債券価格は前営業日の取引水準から大

幅に下落した。 

 

PDVSA 社債は平均マイナス２．９％、国債は平均３．

９％下落した。 

PDVSA 社債で特に下落幅が大きかったのは PDVSA２

０２２で５．０２％減。PDVSA２０２１もマイナス３．

１３％、PDVSA２０２４もマイナス２．９８％だった。 

国債で最も激しく下落したのは国債２０２２年満期で

マイナス５．９％。国債２０２８でマイナス５．８％。

国債２０２３年でマイナス５．１７％だった。 

 

「野村證券 米国の強硬制裁は１８年と予想」        

 

野村証券は、最も強硬な制裁は、ベネズエラ大統領選を

見越して２０１８年に科せられるだろうとの見通しを

示した。 

 

「米国政府による最も強硬な制裁措置は２０１８年の

大統領選まで据え置かれると考えている。 

１０月１５日の州知事選について CNE は明らかに政権

に加担し不正を働いた。 

今回の選挙で米国が検討するのは二国間の貿易取引に

影響を与える追加制裁措置を取るかどうかだろう。ただ

し、この制裁はマドゥロ政権に利用される可能性が高く、

石油業界からの懸念もある。外交関係にも悪影響がある

のであまりより方法ではない。」と予想した。 
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社 会                       

「ベネズエラ政府 パナマ人にビザを要求」          

 

１０月１６日付の官報第４１，２５７号により、観光で

訪れるパナマ人は、ベネズエラへ渡航する際にビザが必

要になった。 

 

正確に言うと、ベネズエラ政府が観光用ビザを取らずに

ベネズエラへ入国できる国籍リストを作成しているが、

そのリストからパナマが外された。 

 

今後、ベネズエラに観光として訪問するパナマ人はベネ

ズエラ領事館でのビザが必要になる。官報によると、パ

ナマ人は２００７年３月２７日から観光ビザを取得せ

ずにベネズエラに渡航できていた。ちなみに、官報発効

後に有効とすると書かれており、既に同法令はベネズエ

ラで有効になっていることになる。 

 

既にパナマ政府はベネズエラ人がパナマに入国する際

にビザを要求しており、外交原則に従う同等待遇という

ことになる（「ベネズエラ・トゥデイ No.41」１０月３

日付の記事参照）。 

 

２０１７年１０月１７日（火曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ・北朝鮮に入国禁止令を適用」        

 

ハワイのホノルル地裁は９月２４日にトランプ大統領

が大統領令で発動した米国入国禁止令の一部を取り消

すとの決定を下した（米国入国禁止令については「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.37」９月２４日付の記事参照）。 

入国禁止令の対象はイラン、イエメン、シリア、ソマリ

ア、リビア、チャド、北朝鮮と一部のベネズエラ政府組

織公務員だった。 

 

 

今回ホノルル地裁が取り消しを決めたのはイラン、イエ

メン、シリア、ソマリア、リビア、チャドの６カ国の国

民だけ。北朝鮮とベネズエラ政府組織の公務員は引き続

き入国規制の対象となった。 

同政令は１０月１８日（水曜）から有効となる。 

 

「与野党双方 ボリバル州での勝利を宣言」           

 

１０月１５日の州知事選は全国２３州中２２州の当選

知事が既に決まっている。一方でボリバル州は与野党候

補の得票率が拮抗しており、現時点で結果が CNE から

アナウンスされていない。 

 

しかし、アイサミ副大統領は、ボリバル州は与党が勝利

したと発言。ディオスダード・カベジョ制憲議員も同様

にボリバル州は与党が勝利したと発言した。加えて、マ

ドゥロ大統領も同様の発言をしている。 

 

他方で野党のボリバル州候補であるアンドレス・ベラス

ケス氏（CAUSA R 所属）は、１０月１７日の１３時頃

に CNE が短期間だけアンドレス氏の勝利を示す選挙結

果をウェブサイトに公開したと発表し、CNE の画面を

自身のツイッターに公開。勝利宣言をしている。 

 

（写真）アンドレス・ベラスケス氏ツイッターより 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe492d53b94870e8ed5f6b3d32aadbe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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「州知事 １８日に制憲議会で宣誓」         

 

マドゥロ大統領および与党関係者は制憲議会に宣誓し

ない州知事は知事職に就任できないと発言しているが、

野党連合は制憲議会には宣誓しないとの姿勢を示して

いる。 

 

この宣誓式は、当初１０月１７日を予定していたが、１

８日 11 時からに延期されている。 

 

なお、野党が勝利したスリア州およびタチラ州の州議会

議員が制憲議会に宣誓しない場合は、州知事と認めない

との発表をしている。 

 

 

 

「米州機構 人道に対する犯罪の適用と議論」         

 

米州機構は１０月１６～１７日にかけてベネズエラ政

府が「人道に対する犯罪」を犯しているかどうかの調査

会を開いた。今回の会合は９月に続いて第２回目になる

（「ベネズエラ・トゥデイ No.33」９月１４日付の記事

参照）。 

 

１６日はレオポルド・ロペスの拘束を指示したラレニ

ス・トバル元判事が発言した。同氏は拘束命令を出した

後、政権の意向に従うことを拒みカナダに亡命している。 

 

トバル元判事は 

「ロペス氏の逮捕には最高裁と政府からの明確な圧力

が存在した。政府の意志に従わない者を拘束することは

今後、多くの逮捕者がでることを意味していると思い怖

くなった。」と語った。 

また、政府の意向に従わなかったことを理由に逮捕され

た判事、あるいは亡くなった判事についても言及した。 

 

翌１７日には元国連大使イサイアス・メディナ氏が発言

した。メディナ元国連大使は、ベネズエラ政府は人道危

機に対応していないと非難。 

 

「ベネズエラ政府は罪を犯している。政治的な差別が存

在する。彼らが食料品を配給するのは自身の支持者で祖

国カードを保有している者だけだ。 

 

ベネズエラには債務返済を履行するために食料品や医

薬品の輸入を制限しようとする仕組みがある。ベネズエ

ラ政府は頭からつま先まで「人道に対する犯罪」を犯し

ている。」とコメントした。 

 

他、抗議行動の抑制に適切な対応措置を取らなかったと

いうことで罪に問われ米国に亡命したエル・アティ－ジ

ョ市のスモランスキー市長も発言し、自身と彼以外にも

政府の迫害により国を出た、あるいは逮捕されている野

党の政治家がたくさんいると訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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経 済                       

「IMF 年間３００億ドル超の支援が必要」            

 

フィナンシャルタイムズ紙は、ベネズエラ経済を立て直

すためには年間３００億ドルかそれ以上の支援が必要

になるとの IMF の予想を公表した。 

 

ベネズエラ政府は正式に IMF への支援を求めていない

が、IMF が創立して以来最も大きな支援額になると見

られている。 

 

IMF のダグラス・レディケル氏によると、 

「通常 IMF は、加盟国割当額の４３５％を３～４年間

で融資する。ベネズエラだと、これは２３０億ドルにあ

たる。また多国籍組織は２０億ドルを融資できる。欧州

や米国からの支援があれば年間３２０億ドルにはなる

と推測している。 

ベネズエラが２０１５年の輸入水準に戻すにはそのく

らいの支援が必要になるだろう。これで、国内消費の回

復や資本財を回復するだろう。経常収支ベースで２２０

億ドルの黒字が必要になる。国際社会は年間３００億ド

ルかそれ以上の支援が必要になる。 

 

経済的な問題の解決も困難だが、政治的な問題も大きな

課題だ。 

IMF とベネズエラ政府は交渉テーブルについていない。 

IMF の支援スキームが動くには当該政府の要請が必要

だ。この要請が出されるかは確認が無い。 

支援は政治の移行に関わっている。経済回復のスケジュ

ールが建てられないのであれば、国際社会が救済措置を

取ることは無いだろう」と語った。 

 

ベネズエラは、IMF に加盟しているものの２００７年

から関係を断っている。 

 

 

 

「中央銀行 DICOM 取引でドイツ銀行を非難」         

 

１０月１７日 ベネズエラ中央銀行は DICOM の公式

ツイッターに 

 

「ドイツ銀行に対して米国の制裁で差し止められた第

１５回目の DICOM の支払い資金を返金するように求

めている。」と投稿した。 

 

タレク・アイサミ副大統領は米国の制裁により支払い

が止められていると非難していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイNo.40」９月２９日付の記事参照）。 

 

 

（写真）DICOM ツイッターより抜粋 

 

「ゴールドリザーブ社 賠償金の着金を確認」        

 

ゴールドリザーブ社はベネズエラ政府から接収賠償金

の一部である２，９５０万ドルの支払いを受け取ったと

発表した。 

 

今回の支払いで１億５，７５０万ドルが着金したことに

なる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b62f1ed48a08e3a39c521e6f68faf0ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b62f1ed48a08e3a39c521e6f68faf0ac.pdf
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ゴールドリザーブ社は金鉱区を接収されたことでベネ

ズエラ政府を国際投資紛争解決センターに提訴し、賠償

命令が出ていた。 

 

最終的にゴールドリザーブ社と政府は金鉱区の開発の

ための合弁会社を設立し、政府は事前のスケジュールに

従って賠償金分を支払っている。 

 

「ベネズエラの E コマース市場」              

 

経済危機でインターネット販売は中小企業や個人の取

引手段として一般化している。 

デジタル・トレンド社のカルロス・ヒメネス氏によると、

最近では大企業もインターネットビジネスに参入を始

めているようだ。 

 

詳細は以下のオリジナルサイトで確認可能（西語） 

「Particulares y pequenos comerciantes potencian el 

comercio electronico en Venezuela, motivado a la crisis」 

 

いくつかポイントを紹介する。 

1. ラテンアメリカ全土で３．７億人超の人がインター

ネットにアクセスしている。スペイン語圏に限れば、

ブラジルを除く２．４億人超になる。 

2. ベネズエラは１，７００万人でラテンアメリカ全体

の５％程度。 

3. ラテンアメリカのインターネットの普及率は６

１％程度。毎年９～１２％程度で拡大している。 

4. ベネズエラのネット普及率は５５％程度。 

5. 数年前まではベネズエラ人の携帯電話普及率は高

かった。今でも高いがスマートフォンなど最新型の

携帯所有率でみると他国に劣っている。 

6. ベネズエラ人が携帯でインターネットを利用する

際の目的のうち８３％は政治やニュースを確認す

るためで、他国を大きく引き離している。 

 

 

7. １３％のベネズエラ人はインターネットを通じて

商品を購入したことがある（ラテンアメリカ全体は

平均１６％）。 

8. ベネズエラのインターネット取引で最も売れる商

品は衣類・アクセサリー（４２％）、飛行機など交通

手段（３０％）、イベント類（２９％）。 

 

以上 

http://www.cwv.com.ve/particulares-y-pequenos-comerciantes-potencian-el-comercio-electronico-en-venezuela-motivado-a-la-crisis/
http://www.cwv.com.ve/particulares-y-pequenos-comerciantes-potencian-el-comercio-electronico-en-venezuela-motivado-a-la-crisis/

