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（写真）WikiCommons ”ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首 国会議員の罷免について再び言及” 

 

２０１８年５月１１日（金曜） 

 

政 治                    

 「５月１６日 国連支部前で抗議行動を呼びかけ」 

「Meganalisis マドゥロは独裁者６７．８％」 

「Hinterlaces マドゥロ大統領の執政望む５８％」 

 「CPFC 死者の有権者登録が削除されていない」 

「ニカラグア国軍 抗議者への武力行使を拒否」 

経 済                    

 「PDVSA コノコとの問題解決の意志示す 

プレスリリースはすぐに削除」 

 「１３回目 DICOM １ドル７０，０００ボリバル」 

２０１８年５月１２日（土曜） 

 

政 治                   

 「CARICOM 選挙監視団の派遣を行わない方針 

～VERDE AMERICA 選挙団派遣を発表～」 

「Datanalisis 国会と制憲議会の評価を比較 

～国会が制憲議会を８．６ポイントリード～」 

経 済                   

「クラサオ政府 PDVSA 資産差し押さえ発表 

～問題解決に向けた対話の開始を示唆～」 

社 会                   

 「１８年の抗議行動は平均３１回／日」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年５月１１日～５月１３日報道            No.１３６   ２０１８年５月１４日（月曜） 

2 / 9 

２０１８年５月１１日（金曜）             

政 治                       

「５月１６日 国連支部前で抗議行動を呼びかけ」       

 

野党連合（MUD）を中心に構成される市民団体「Frente 

Amplio」は５月１６日（水曜）にカラカスの国連支部前

で抗議行動を行う。また、カラカスに限らず他の地域で

も抗議行動を行うようだ。 

 

５月１１日、第一正義党（PJ）のファン・レケセンス議

員は 

「抗議行動は死者や負傷者が出る。恐れるのは当たり前

のことだ。しかし、声を上げることは政治家の責任であ

り前線に立たなければいけない。 

動員が少ない時もあれば、多い時もある。大事なことは

抗議に参加することだ。民主的な脱出を求めるために圧

力が必要だ。国連に行こう。 

 

与党は孤立している。制裁により国境を越えられない。

政府は経済がますます悪くなることを望んでいる。 

政府は平和的な解決など望んでいない。我々は条件の整

った選挙を求めている。」と動員を呼びかけた。 

 

また、具体的な内容は発表していないが、レケセンス議

員は５月２０日に全国１００市で独裁政権を非難する。

と発表。選挙当日も抗議行動を呼びかける意志を示した。 

 

 

（写真）ファン・レケセンス PJ 議員ツイッター 

 

「Meganalisis マドゥロは独裁者６７．８％」          

 

世論調査会社 Meganalisis は５月１日～６日にかけてア

ンケート調査を行った結果を公表した。 

 

マドゥロ政権の統治方法について、回答者全体の６７．

８％は「独裁」と認識している。 

 

また、現状の解決手段について、「投票による解決」を

求めたのは全体の２３．４％。「街頭での抗議行動で政

権交代」との回答は３１．５％だった。 

２０１８年５月１３日（日曜） 

 

政 治                    

 「PSUV 副党首 国会議員罷免を再度訴え」 

「ベルトゥッシ牧師 母の日に昼食会」 

経 済                    

 「石油産業専門家 米国制裁よりも被害大きい」 

「原油価格 １バレル６６．５７ドル」 

社 会                   

 「Odebrect 受注案件４０件のうち完成９件」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年５月１１日～５月１３日報道            No.１３６   ２０１８年５月１４日（月曜） 

3 / 9 

 

また、野党連合（MUD）および「Frente Amplio」に対

する信頼感について、７５％が「信頼していない」と回

答した。 

 

５月２０日の大統領選について「民主主義的」と回答し

たのは全体の２７．５％にとどまった。 

 

「投票に参加するか？」の質問について６９％は参加し

ないと回答している。 

 

 

「誰に投票したいか？」の質問について、最も多かった

のは「誰もいない」で７０．９％。次いで「マドゥロ大

統領」が１６．２％、「ファルコン AP 党首」が４．５％、

ベルトゥッシ牧師が３．２％だった。 

 

（写真）Meganalisis ツイッターより抜粋 

 

なお、同社は４月９～１４日にかけて行った世論調査の

結果も公表している。当時の結果は「ベネズエラ・トゥ

デイ No.131」５月１日付の記事参照。 

 

「Hinterlaces マドゥロ大統領の執政望む５８％」                 

 

与党に近い民間世論調査会社「Hinterlaces」は４月２７

日～５月９日にかけて１，５８０名を対象にアンケート

調査を行った。 

 

「現政権に現在の問題を解決してほしいか？」との質問

に対し、５８％はマドゥロ大統領が解決するべきだと回

答。４１％は野党が解決するべきだと回答した。 

 

「今週の日曜に選挙が行われる場合、誰に投票したい

か？」との質問に対して、マドゥロ大統領と回答したの

は４７％、ファルコン AP 党首と回答したのは３４％、

ベルトゥッシ牧師と回答したのは１４％だった。 

 

「自分の政治思想とは別に誰が勝利すると思うか？」と

の質問に対して、マドゥロ大統領と回答したのは７１％、

ファルコン AP 党首と回答したのは１７％、ベルトゥッ

シ牧師と回答したのは８％だった。 

 

また、政府のお抱え調査会社だが、「ICS」という世論調

査会社もアンケート結果を公表している。同調査による

と、「必ず選挙に参加する」と回答したのは６７．５％

（有権者数で見ると１．３９７万９，６６０名に相当）。 

 

マドゥロ大統領に投票すると答えたのは５５．９％、フ

ァルコン AP 党首と答えたのは２５．４％、ベルトゥッ

シ牧師と回答したのは１６．２％との結果だった。 

この回答割合を基にマドゥロ大統領への投票数は７８

１万４，６３０票。ファルコン AP 党首への投票数は３

５５万８３４票、ベルトゥッシ牧師への投票数は２２６

万４，７０５票と予想した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9b58c2768b305f1d2f0154ec05d12b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9b58c2768b305f1d2f0154ec05d12b7.pdf
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（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相ツイッター抜粋 

 

「CPFC 死者の有権者登録が削除されていない」        

 

市民形成センター（CPFC）は、死者が有権者登録を抹

消されず、有権者として有効な状態にあると選挙管理委

員会（CNE）を非難した。 

 

CPFC のカストル・ゴンサレス代表は 

「CNE が信頼できる組織ではないことを訴える。我々

はベネズエラの著名な文化人、政治家、企業家として知

られる人物の有権者登録を確認した。ルイス・ミキレナ

氏、メモ・モラレス氏・（一部省略）・アニバル・チャベ

ス氏などがまだ有権者として有効な状態になっている。 

一体何人の死者が政府へ票を投じるため有権者として

残っているのか分からない。」 

と訴えた。 

 

これは昔から言われている話だが、死者の有権者登録が

抹消されないまま残っており、死者の票を CNE が政府

候補者に投じているとの噂がある。 

 

一方で、当局に死亡届を出さない国民は多くそもそも

CNE が抹消するための手続きを親族が行っていないと

の主張も存在する。 

 

「ニカラグア国軍 抗議者への武力行使を拒否」             

 

ベネズエラの友好国であるニカラグアに異変が起きて

いる。４月下旬に社会保険制度の改革をきっかけに企業

家と労働者の抗議行動が起きた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.127」４月２２日付の記事参照）。 

 

オルテガ大統領は事件の発端となった社会保険制度の

施行を停止すると発表したが、衝突は収まっていないよ

うだ。 

 

ニカラグアで５月１０日の夜にかけて労働組合に所属

する若者を中心とした抗議グループと治安部隊が衝突

し、３名が死亡、多数の負傷者が出た。正確な情報は存

在しないが、抗議行動が起きてからの死者は５１名にな

るようだ。 

 

国民との紛争悪化を受けて、ニカラグアの国軍報道官は

「これ以上、国民を抑圧しない。抑圧する理由がない。

対話が解決策だ。」と発表。オルテガ政権と距離を置く

姿勢を示した。 

 

今のニカラグアの状況は１７年４月のベネズエラとよ

く似ている。大きな違いは国軍が政府と一線を画したこ

とだろう。 

 

ベネズエラも将来的に同様の衝突が再発する可能性が

あるが、その時には国軍が政府の指示にしたがわない意

向を発表するかもしれない。その場合、マドゥロ政権は

強制的に退陣をせまられるだろう。 

 

なお、ニカラグアの反政府デモは米国の金融制裁を理由

にベネズエラからの支援が止まったことが理由の一つ

になっているとの指摘もある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.128」４月２４日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ef8ebef48a4700347fa8021a775641fb.pdf
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経 済                         

「PDVSA コノコとの問題解決の意志示す       

         プレスリリースはすぐに削除」       

 

ロイター通信は、PDVSAが裁判所の命令に従いコノコ・

フィリップスへの約２０億ドルの支払いを履行する意

志があるとツイッターで報じた。 

 

 

（写真）ロイター通信ツイッター抜粋 

 

他、石油省は「裁判に従う用意がある」とツイッターに

投稿したが、その数時間後に削除されたようだ。 

 

非友好的な手法に負けて支払いしてしまうと、清算を受

け取っていない他の外国企業も同様の措置を執ること

が考えられる。 

 

PDVSAとしては問題を解決したいが非友好的な手段に

屈したという印象は与えたくないところだろう。 

 

「１３回目 DICOM １ドル７０，０００ボリバル」        

 

ベネズエラ中央銀行は第１３回目の DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ８３，６７８ボリバル。 

ドル建てで１ドル７０，０００ボリバル。 

前回の DICOM のレートと変わらなかった。 

 

 

 

今回落札された外貨の合計は１６５万８，７３５．７６

ドル。法人８８社に対して１１９万３，２９０．４５ド

ルが割り当てられた。また、１，３３０名の個人に対し

て４６万５，４４５．３１ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が多かったのは、ビールメーカーの

「Cerveceria Regional」で１５万ドル（原材料輸入が目

的）。次いで製鉄業者「Metalurgica Carabobo」で８万５

００ドル（原材料輸入）。スーパーマーケット「Luvebras」

が５万２，１０８ドルだった。 

 

２０１８年５月１２日（土曜）             

政 治                       

「CARICOM 選挙監視団の派遣を行わない方針     

  ～VERDE AMERICA 選挙団派遣を発表～」        

 

サンビセンテ・グラナディン諸島の Ralph Gonsalves 首

相はカリブ共同体（CARICOM）として、ベネズエラの

大統領選には監視団を派遣しないと発表した。 

 

派遣しない理由は示されなかったが、組織内で大統領選

を認めるべきかどうか、について意見が分かれたことは

明らかだろう。 

 

CARICOM の加盟国はアンティグア・バーブーダ、バハ

マ、バルバドス、ベリース、ドミニカ国、グラナダ、ガ

イアナ、ハイチ、ジャマイカ、モンセラート、サンクリ

ストファー・ネービス、サンタルシア、サンビセンテ・

グラナディン諸島、スリナム、トリニダードトバゴ。 

 

カリブ海諸国はマドゥロ政権に比較的友好的な国が多

いとされるが、今回の決定はベネズエラ政府にとって痛

手になりそうだ。 

一方で Ralph Gonsalves首相は任意のカリブ海のリーダ

ーがベネズエラの大統領選に同伴すると補足した。 
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一方で「米州緑の党連合（Federacion de los Partido 

Verdes de las Americas）」が選挙監視団として、５月２

０日の大統領選に同伴すると発表した。 

 

筆者は初めて聞く組織だが、基本的にはファルコン AP

党首を支持する趣旨の団体のようだ。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo “米州緑の党連合” 

 

「Datanalisis 国会と制憲議会の評価を比較       

  ～国会が制憲議会を８．６ポイントリード～」           

 

民間世論調査会社 Datanalisis が１，０００名を対象に

野党多数の国会と制憲議会の評価についてアンケート

を実施した。 

 

結果、（当然ではあるが）国会の方が制憲議会よりも良

いとの評価が出た。一方で、その差が小さいことは問題

と言える。 

 

国会の運営についてポジティブと回答したのは、全体の

２５．８％、ネガティブは６９．６％だった。 

 

制憲議会の運営についてポジティブと回答したのは、全

体の１７．２％、ネガティブは７８．０％だった。 

 

 

＜国会の運営評価＞ 

 

 

＜制憲議会の運営評価＞ 

 

 

また、ベネズエラの現状についてどう思うか？との質問

について９５％はネガティブと回答（とても悪いが６８．

４％、悪いが２２．６％、やや悪いが４．０％）。ポジテ

ィブと回答したのは４．９％だった。 

 

（写真）Venepress（Datanalisis の結果） 
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経 済                       

「クラサオ政府 PDVSA 資産差し押さえ発表      

    ～問題解決に向けた対話の開始を示唆～」            

 

５月１２日 クラサオの現地新聞社はクラサオ政府が

コノコ・フィリップスの申請を受け入れ、PDVSA 資産

の差し押さえを許可したことを明らかにした。 

 

原油、タンカー、口座その他資産などを合わせて、６億

３，６００万ドルに相当するようだ。 

 

４月にコノコ・フィリップスは国際商業会議所（ICC）

の国際仲裁裁判所で PDVSA から２０．４億ドルの賠償

金を勝ち取っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.129」

４月２６日付の記事参照）。 

 

これを受けて、ボナイレ、サン・エウスタキオにある

PDVSA 資産の差し押さえを申請。クラサオ当局にも

PDVSA 資産の差し押さえを申請していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.134」５月８日付の記事参照）。 

 

ロイター通信は、先週金曜から PDVSA がクラサオ製油

所の稼働停止に向けた準備を進めていると報じた。 

 

１３日にクラサオの Steven Martina 経済開発相はロイ

ター通信の取材に対して 

「クラサオにある PDVSA の資産は差し押さえられた。

我々には妨げる手段は無い。我々は来週中に PDVSA と

コノコ・フィリップスが紛争解決に向けた会合を持つよ

う調整している。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「１８年の抗議行動は平均３１回／日」          

 

ベネズエラ社会紛争観測団体（OVCS）は１８年４月中

に全国で９２７件の抗議行動が起きたと発表。 

 

うち３３８件は公共サービスの問題を訴える趣旨。 

水問題を理由とする抗議は１３０件。電気を理由とする

抗議は１１７件。ガスを理由とする抗議は９１件だった。

また、１日平均で３１件の抗議行動が起きていると説明

した。 

 

抗議行動を理由とする死者は１１名（治安部隊の殺人か

その他の理由についてかは言及されていない）。 

 

また話は変わるが、このような経済状況下で、金融機関

で働く労働者も離職が増えている。 

 

全国銀行労働者連合（Fetrabanca）のクラウディオ・リ

バス代表は 

「１７年から現在にかけて、金融機関だけで４，７５５

名の離職者が出た。離職者の大半はより良い労働条件を

求めて外国に移住した。」と発表した。 

 

他、美容業界も苦しい状況に陥っている。 

中小企業美容業界のグレゴリオ・エルナンデス氏は、 

「料金の値上げで利用者が減少している。例えば、カラ

ーリング料金は３カ月で３００万ボリバルから２，１０

０万ボリバルに値上がりした。 

 

ある美容院は一年前には１日で３０人のお客が来てい

た。しかし、今は４名～６名くらいに減っている。３人

の散髪代では１キロの肉も買えない。団体が把握してい

る限りでも２月～４月に１８０名の美容師が離職した。」

と発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d192ec9b20679123ff0f60634b89c78d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/761eb962923ae8ad3229b17ea3c3915b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/761eb962923ae8ad3229b17ea3c3915b.pdf
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２０１８年５月１３日（日曜）             

政 治                       

「PSUV 副党首 国会議員罷免を再度訴え」              

 

先週、与党のディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は

６月から国会議員の罷免手続きを進めるとの考えを示

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.135」５月９日付の記

事参照）。 

 

カベジョ副党首は本気のようで５月１３日に再び国会

議員を罷免するべきだとの主張を繰り返した。 

 

「憲法７２条には全ての公職者は罷免対象になり得る

と明記されている。議員の罷免は法律の枠組みで規定さ

れている。 

 

今の国会は機能していない。国に貢献するようなことは

していない。無効状態にある。憲法は罷免システムを保

証している。 

 

アジュップ（行動民主党（AD）幹事長）は選挙に投票

しないように呼び掛けているが、国会罷免が起きたら選

挙に投票するように呼び掛けるのかが見てみたいもの

だ。」と野党連合（MUD）の姿勢を中傷した。 

 

「ベルトゥッシ牧師 母の日に昼食会」           

 

５月１３日は「母の日」だ。ベルトゥッシ牧師は同日、

母親を対象にカラカスで大規模な昼食会を開催した。 

報道によると５００名を超える女性が昼食会に参加し

たようだ。 

 

昼食会は写真で見る限り新鮮そうなサラダ、スープ、飲

み物などが提供された。 

 

 

 

前日の５月１２日にはカラカス３地域でスープの無料

給付が行われた。 

 

これらの選挙対策は功を奏しているようで同氏の選挙

イベントには多くの人が集まっている。また、世論調査

を見ても同氏の支持率は上昇傾向にあることが確認で

きる。 

 

 

 

（写真）ベルトゥッシ牧師ツイッター 

 

一方、５月１２日にファルコン AP 党首の選挙イベント

でファルコン党首を支持する政党「社会主義行動党

（MAS）」の党員が１００ボリバル札、５０ボリバル札

をばらまいたとの報道が流れている。 

 

とは言え、５０、１００ボリバル札はインフレで価値を

失っている。 

 

５０、１００ボリバル札よりは食事を給付する方が動員

効果ははるかに大きいだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97403785ad941c625e926da60b06227f.pdf
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経 済                       

「石油産業専門家 米国制裁よりも被害大きい」            

 

金融情報配信会社ブルームバーグは、コノコ・フィリッ

プスの PDVSA 資産差し押さえについて、現在、ボナイ

レ、サン・エウスタキオ、クラサオの PDVSA 資産差し

押さえを申請しているが、今後アルーバにも差し押さえ

を申請するだろうと予想。 

 

ベネズエラ人で石油産業専門家のフランシスコ・モナル

ディ教授（米国ベーカー研究所）は、現在の PDVSA に

ついて、 

「完全に崩壊している。コノコ・フィリップスがPDVSA

に講じた措置はカリブ海の原油貯蔵地を使用できなく

させ、PDVSA の原油輸出を停止させる。 

 

カリブ海の施設は PDVSA のインド、中国、米国向け原

油輸出の拠点として機能しており、PDVSA のオペレー

ションに甚大な被害を及ぼすと言及した。現在、米国政

府がベネズエラに科している制裁よりも深刻だ。」 

との見解を示した。 

 

「原油価格 １バレル６６．５７ドル」           

 

１８年５月７日～５月１１日のベネズエラ産原油の平

均価格は４２２．７２人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６６．５７ドル／バレル。前週の６４．１

３ドルから２．４４ドル上がった。 

 

５月８日 米国のトランプ大統領はイランとの核合意

を離脱すると発表。経済制裁を再開することを明らかに

した。これにより原油価格はしばらく高止まりするとみ

られる。 

 

 

 

 

（写真）ベネズエラ石油省公表値より弊社算出 

 

社 会                       

「Odebrect 受注案件４０件のうち完成９件」            

 

５月１３日 非政府団体「Transparencia Venezuela」は、

ベネズエラ政府がブラジル建設最大手 Odebrecht と締

結した契約は４０件。完成が確認できたのは９件だった

と発表した。 

 

そのうち２０件だけで契約額は合計で２９９億７，４０

０万ドルに達し、うち１８件で既に支払った金額は１３

２億６，６００万ドルになると発表した。 

なお、金額の参考としてパナマ運河の新設計画でかかっ

た費用は５０億ドルで、ベネズエラの場合は２０件の契

約でパナマ運河のリニューアルを６回出来ると報じた。 

 

調査レポートは「Transparencia Venezuela」のサイトに

４０件の契約のうち契約内容が確認できたのは３３件

が公開されている。４０件のうち３６件はチャベス政権

時代、マドゥロ政権に入ってからの契約は４件だった。 

 

以上 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年５月）

（出所）ベネズエラ石油省


