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（写真）大統領府 “野党系の知事と政治犯の解放について意見交換するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年５月３０日（水曜） 

 

政 治                     

 「カナダ ベネズエラ政府関係者１４名に制裁」 

「ファルコン党首 最高裁へ再選挙要請を提出 

～新しい野党グループの結成を宣言～」 

 「OAS 人権委員会 タスコンリストは人権侵害」 

「ベネズエラ政府 キューバへ人道支援」 

経 済                     

 「通貨切り下げについて中銀と金融機関が協議」 

 「ポラール社 偽ブランド商品の販売を非難」 

社 会                     

 「コロンビアのベネズエラ人蔑視傾向に警鐘」 

２０１８年５月３１日（木曜） 

政 治                    

 「コロンビア政府 NATO へ正式加盟」 

 「ロペス VP 党首 国外退去検討の噂」 

「軍部でクーデター計画の噂」 

「在米国ベネズエラ外交官 米国亡命か」 

「OAS アルマグロ事務局長 国連に報告書を提出」 

「野党州知事 政治犯解放のため大統領と会談」 

経 済                    

 「FAVENPA 自動車バッテリーDUNCAN 擁護」 

 「国債３４年 債権者が訴訟準備を始める」 

社 会                    

 「モナガス州 食料不足で幼児２６名が死亡」 
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２０１８年５月３０日（水曜）             

政 治                       

「カナダ ベネズエラ政府関係者１４名に制裁」       

 

５月３０日 カナダ政府はベネズエラの政府関係者１

４名に制裁を発動した。 

既にカナダは１７年９月にベネズエラ政府関係者４０

名に対し制裁を発動（「ベネズエラ・トゥデイ No.37」

９月２２日付の記事参照）。 

１７年１１月には追加で１９名に対して個人制裁を発

動していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.55」１１月２

日付の記事参照）。 

 

今回の制裁により制裁対象となったベネズエラ政府関

係者は６３名になる。 

 

制裁対象者の中にはマドゥロ大統領の妻で国会議長の

経験もあるシリア・フローレス氏、タニア・ディアス制

憲議会第一副議長が含まれる。 

 

 

1.シリア・フローレス（大統領夫人） 

2.タニア・ディアス（制憲議会第一副議長） 

3.フィデル・バスケス（副大統領府総括ダイレクター） 

4.エレン・ペレス（元歳入庁長官、現制憲議会副秘書長） 

5.エリカ・ファリアス（首都リベルタドール市長） 

6.ダリオ・ビバス（元制憲議員） 

7.クリスティアン・セルパ（最高裁判事,元 Psuv 党員） 

8.ファニー・マルケス（最高裁判事,元 Cencoex 副代表） 

9.マラキアス・ヒル（最高裁判事） 

10.インドラ・アルフォンソ（最高裁第一副長官） 

11.ジャネッタ・ソティジョ（最高裁判事） 

12.カルロス・キンテロ（CNE 役員代理） 

13.ハビエル・モレノ（CNE 秘書総括ダイレクター） 

14.アルベルト・コバ（社会保険庁（IVSS）元長官） 

 

「ファルコン党首 最高裁へ再選挙要請を提出      

    ～新しい野党グループの結成を宣言～」         

 

５月３０日 ヘンリー・ファルコン発展進歩党（AP）党

首は５月２０日の大統領選で確認された不正行為の証

拠を最高裁判所に提出。同日の選挙を無効とし、再選挙

を実施するよう求めた。 

 

最高裁への申請を終えたファルコン党首は記者に対し

て 

「悪意がある選挙で不正が確認された。最高裁判所は今

回の選挙を無効にするとの見解を示さなければならな

い。選挙は無効だ。 

 

３万４，０００枚の投票サイン書類で不正が確認された。

同様に与党集会所、投票の付添い、投票所の閉鎖時間を

遅らせた。また、賄賂の授受も確認した。 

 

私はティビサイ・ルセナ CNE 代表と話した。投票所の

閉鎖時間について苦情を申し入れたが、彼女は否定した。

しかし、我々は引き続き再選挙の実施を求めるために抗

議を続ける。」 

と訴えた。 

 

また、翌３１日 発展進歩党（AP）のルイス・ロメロ幹

事長は、ファルコン党首が野党連合（MUD）とは異な

る新しい野党グループを組織すると発表した。 

「新たなグループはキリスト教社会党（Copei）、ベネズ

エラ社会主義行動党（MAS）、発展進歩党（AP）、ベネ

ズエラ環境行動党、解決行動党、共同行動党、変化行動

党、独立全国共同党、ベネズエラ前線党、赤旗党で構成

される。我々は投票を政治変化の手段とするグループだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d99b26fc6b7266f83d920fa03a0ccfa.pdf
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新しい組織は“民主主義”と“見解の相違”を尊重する組

織だ。強権的で非民主的で汚職に満ちたマドゥロ政権か

ら民主主義を擁護する抵抗勢力として、国民の求めに答

える。 

 

他の政治グループに対して国民の求めに応じた政策に

回帰、団結するよう求める。」 

と発表した。 

 

また、３１日 ファルコン党首は大統領選が終わってか

ら与野党の政治関係者と対話を持ったとコメントした。 

 

「ホルヘ・ロドリゲス情報通信相と１３６名の政治犯の

解放について協議した。もう一つの求めは人道支援の受

け入れだ。 

 

新しい政治組織を構築するにあたり野党連合（MUD）

の関係者とも協議した。」 

と話している。 

 

「OAS 人権委員会 タスコンリストは人権侵害」                  

 

米州機構（OAS）人権委員会は、タスコンリストが人権

侵害であるとの通達を発表した。 

 

タスコンリスト（ベネズエラ名 Lista de Tascon）はベネ

ズエラでは非常に有名。 

 

０３年にチャベス大統領（当時）の罷免を求めるために

３００万人の署名を集めたことがあった。その署名は

CNE に送られ、罷免の申請内容が正しいものか確認す

ることになった。 

 

チャベス大統領はこの罷免申請の署名リストは偽証で

あると訴え、ルイス・タスコン・グティエレス議員に対

して署名内容を調べるようにと命令。 

 

このリストはウェブサイトに公開され、個人名が国民の

知るところとなった。このリストは議員の名前にちなん

で「タスコンリスト」と呼ばれる。 

 

署名リストには公務員や様々な分野の人間が入ってお

り、リストに入っている人はパスポートの発行が遅れる

など公的サービスの享受に問題が生じたという。 

 

本来、罷免署名の匿名性を確保しなければいけない

CME が、その匿名性を保証していないとして国内外か

ら非難が噴出。 

 

CNE の選挙当局としての信頼性を著しく失墜させた事

件として国民の記憶に残っている。 

 

もはや１５年前の話だが、米州機構の人権委員会はこの

タスコンリストについて人権侵害であるとの通達を発

表した。 

 

「ベネズエラ政府 キューバへ人道支援」                  

 

５月３０日 キューバのカネル・ディアス国家評議会議

長がベネズエラに来訪。マドゥロ大統領と会合を行った。 

 

マドゥロ大統領は 

「工業、農業、鉱業、観光の分野で新たなプロジェクト

を始める。１０年先を見越しての協力だ。強固な経済を

作るための計画を進める。」 

と２国間関係の強化方針を改めて確認した。 

 

また、マドゥロ大統領はキューバがハリケーン「アルベ

ルト」の被害を受けたことについて言及。１２トンの食

料品を人道支援としてキューバに送ると発表した。 

 

食料難に苦しむ国内外の国民から強い非難の声が出て

いる。 
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（写真）大統領府ツイッター 

“マドゥロ大統領とカネル国家評議会議長” 

 

経 済                        

「通貨切り下げについて中銀と金融機関が協議」           

 

５月２９日 マドゥロ大統領は６月４日に予定されて

いた通貨切り下げの施行を６０日間延期すると発表し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.143」５月２９日付の記

事参照） 

 

一方で、マドゥロ大統領は 

「６０日延長する。ただし、全ての懸念事項を洗い出し、

テスト実施などを経て完璧に始めなければならない。２

４時間以内に確実な助言をもらえると考えている。」 

と発言した。 

 

この発言に従い、５月３０日にラモン・ロボ中央銀行総

裁は国営銀行の代表、民間金融機関団体（Asobanca）と

通貨切り下げの施行について議論を行った。 

 

よって、正式に６０日の延長が決定したわけではない。

銀行団体は９０日の延期を求めており、今後９０日に延

長される可能性もありそうだ。 

 

 
（写真）ラモン・ロボ中銀総裁ツイッター 

 

「ポラール社 偽ブランド商品の販売を非難」         

 

５月２８日 ベネズエラ国軍対誘拐不正班（CONAS）

はポラールが正式な工場とは別の隠された場所で

「Rikesa（チーズペースト）」「Mavesa（マーガリン）」

を生産していたと発表。 

生産施設を撮影した映像を公開した。 

 

ポラールの商品が正式な出荷ルートを通ると政府の管

理が入るため、政府の管理を避けて生産していたとの訴

えだった。 

 

  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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公開された映像はどこかの山奥の古い小屋の一角で衛

生基準を全く満たしていない場所だった。 

 

この発表を受けてポラールは 

「映像の生産施設はポラールの許可なくポラール社の

商品ブランド名で製品を製造し、自社ブランドを毀損し

ている。 

犯罪科学捜査班（CICPC）に不正行為の調査を求める。」 

との見解を発表した。 

 

映像を見る限りでは、商品パッケージは本物と同じで目

ためで違いが分からない。注意しても気付かずに購入し

てしまうだろう。駐在員の方も上の写真の商品には十分

注意してほしい。 

 

 
（写真）Jesus Medina（DolarToday のレポーター） 

“ポラール社の偽製品を生産していたとされる施設” 

 

社 会                        

「コロンビアのベネズエラ人蔑視傾向に警鐘」           

 

国連の難民高等弁務官事務所がコロンビアのバランキ

ージャの大学でフォーラムを開催。 

 

ロシオ・カスタニェラ弁務官はベネズエラ難民を差別す

る傾向が拡大していると懸念を表明した。 

 

 

 

「ベネズエラ人であることは話し方やアクセントで分

かる。彼らは商業施設や住居の賃貸で困難を感じている

との報告を受けている。また、就労も困難になっている。 

特に小中学校のベネズエラ児童が、ベネズエラ人である

ことを理由に差別を受けていることに懸念を感じてい

る。 

 

カリブ海諸国はベネズエラ難民に対して連帯の意を表

明している。この地域は多くのベネズエラ難民を受け入

れている。しかし、国民レベルではベネズエラ人に対し

て差別感情があるとの報告を受けている。」 

と述べた。 

 

歴史的に言って、コロンビア人とベネズエラ人は仲が悪

い。筆者のベネズエラ人の知り合いもコロンビア人を良

く思わない人が多い。 

 

ベネズエラが経済的に豊かだった頃、コロンビアは治安

が悪く今とは逆の状況になっていた。当時、コロンビア

人がベネズエラへ大量に押し寄せたときのイメージで、

コロンビア人を下に見る傾向があるのは否定できない

事実だろう。 

 

コロンビア人のベネズエラに対する感情は筆者には分

からないが、概して良くない印象を持っている人は少な

くないだろう。 

 

２０１８年５月３１日（木曜）             

政 治                       

「コロンビア政府 NATO へ正式加盟」        

 

５月３１日 コロンビアのサントス大統領は北大西洋

条約機構（NATO）に正式に加盟した。中南米・カリブ

海地域では初めて NATO に加盟する国になる。 
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NATO は冷戦時代の軍事同盟を背景にしている。米国

を中心とした、対共産圏との闘いに備えたグループ。 

 

ベネズエラ政府はコロンビアの NATO 加盟について、

米国帝国主義の覇権を南米に侵入させることを許した

としてコロンビア政府を強く非難している。 

 

ベネズエラの現地紙「El Nacional」ではコロンビアの

NATO 加盟がベネズエラに与える影響について以下の

ような見解を示している。 

 

「ベネズエラにとってコロンビアの NATO 加盟は軍事、

政治、経済的に重要な意味を持つ。欧米は南米に対して

コントロール力を強化することになる。コロンビアとベ

ネズエラの国境管理には NATO もこれまでよりも積極

的に関わることになる。ベネズエラ政府にとっては明白

な脅威だろう。 

 

マドゥロ政権は外交的な軋轢を生まないため、これまで

よりも開放的で相違を尊重する政権運営を行うべきだ。 

米国はベネズエラの主要な取引相手。現在、ベネズエラ

政府はこれまで以上に米国の重要性を認識しているこ

とだろう。」 

とのオピニオン記事を掲載した。 

 

「ロペス VP 党首 国外退去検討の噂」           

 

野党系の情報サイト「RUNRUN」の運営者ネルソン・

ボカランダ氏は、自身のツイッターで大衆意志党（VP）

のレオポルド・ロペス党首が国外に出る可能性があると

投稿した。 

 

「マドゥロはレオポルド・ロペスを解放するだろうか？

与党系の情報によると、彼はもはや政治的に出馬するこ

とはできず、危険な対抗相手として与党に認識されてい

ない。自宅軟禁措置が取られている。 

 

与党は彼に国外移住のオファーをしている。ロペス党首

はこのオファーを検討しており、他の大衆意志党（VP）

の政治家も知っている。」 

と投稿した。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首は、１４年２月の「学生の

日」の抗議行動を主導し治安を混乱させたとして逮捕さ

れ軍事収容施設に入れられた。その後、１７年７月から

自宅軟禁措置が取られている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.4」７月８日付の記事参照）。 

 

南米独立の父「シモン・ボリバル」の血族と言われてい

る。今でも最も人気のある野党政治家だが、政治的な発

言は禁止されており、彼に関する報道はあまり出ていな

い。 

 

「軍部でクーデター計画の噂」              

 

新聞記者セバスチャン・バラエスは、国軍がマドゥロ大

統領を党首として認めないためにクーデターを計画し

ていると報じた。 

 

「間違いないと思われることは複数の軍人がこのクー

デター計画に関与していること。現在、軍部の中枢を担

う軍人は昔の仲間を密告している。 

海軍の司令官、副司令官がトゥリアモ湾で逮捕されたこ

とは偶然ではない。選挙では政権交代に至らず、平和的

な政権交代の道が絶たれた。」 

と投稿した。 

 

投稿の真偽は不明だが、大統領選の前後にかけて逮捕さ

れる軍人が増加しているのは事実だろう。 

マドゥロ大統領は選挙後に国軍の反逆行為に警鐘を鳴

らし、忠誠を誓う署名をするよう要請した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.141」５月２４日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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マドゥロ大統領の求めに従い５月３０日 国軍は軍人

が署名をしている画像をツイッターに投稿した。 

 

 

（写真）国軍ツイッター 

 

「在米国ベネズエラ外交官 米国亡命か」              

 

５月２０日の大統領選実施を受けて、米国政府はベネズ

エラに対して追加の金融制裁を発動。ベネズエラ政府は

米国大使館の経済担当官らを国外追放した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.140」５月２１日、２２日付の記事参

照）。 

 

米国政府も報復措置としてベネズエラ大使館のカルロ

ス・ラミレス経済担当官、ジャレット・サンチェス在ヒ

ューストン副総領事を国外追放処分にした（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.141」５月２４日付の記事参照）。彼ら

は４８時間以内に米国を出る必要がある。 

 

しかし、５月３１日付の報道によるとジャレット・サン

チェス副総領事はまだ米国にいるようだ。 

 

報道機関が関係者から入手した情報によるとサンチェ

ス副総領事は米国政府に亡命申請を行っているようだ。 

 

移民法１３条によると、在外公館の外交官は申請によっ

て米国の永住権を得られるようだ。冷戦時代に作られた

条文で東欧の政治家の中には同スキームで米国に移住

した人もいるようだ。 

 

ＡＰ通信がサンチェス副総領事の携帯に連絡を取ろう

としたがつながらず、現在の状況は明らかにされていな

い。 

 

「アルマグロ事務局長 国連に報告書を提出」         

 

５月２９日 米州機構はベネズエラ政府が「人道に対す

る罪を犯した」と認識する報告書を公表した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.143」５月２９日付の記事参照）。 

 

５月３１日 米州機構のアルマグロ事務局長は、同報告

書を国連の国際司法裁判所の Fatou Bensouda 判事へ送

ったとツイッターで投稿した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
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国際法の専門家の記事では米州機構のアルマグロ事務

局長は加盟国の承認手続きを経ることなく、国際司法裁

判所に提訴できないと書かれていた。 

 

アルマグロ事務局長の書簡を読む限りでは、彼は提訴し

たのではなく、文字通り「国際司法裁判所に報告書を送

った」ということだと思われる。 

 

「野党州知事 政治犯解放のため大統領と会合」         

 

５月３１日 昨年１０月の全国州知事選で当選した野

党系の４知事（タチラ州、メリダ州、ヌエバエスパルタ

州、アンソアテギ州）がマドゥロ大統領と会談した。 

 

目的は政治犯を解放すること。 

「野党として４知事はマドゥロ政権と会合を行った。そ

こで、政治的迫害を辞めるよう要請した。政治家の自由

を拘束してはいけない。我々はどの政治家を優先的に開

放するかなど順位付けはしない。全ての政治犯を解放す

るよう要求した。閣僚は我々の申し入れを肯定的に捉え、

２４時間後に結果を公表することを約束した。」 

と発表した。 

 

同時に与野党双方に向けた発言と思える声明も発表し

ている。 

「全ての政治アクターは国民に希望を与えなければい

けない。暴力的でない手段で問題を複雑化しないような

手段で政治を行うよう求める。」 

と発表した。 

 

この４知事は１０月の選挙で制憲議会に宣誓し、知事に

就任した（「ウィークリーレポート No.17」参照）。野党

連合は「制憲議会の前で宣誓することを拒否する」との

方針を示し、その方針に従ったファン・パブロ・グアニ

パ氏はスリア州知事に就任できなかった。 

 

 

同４名は知事に就任したが MUD から強い非難にあい

４名が所属していた行動民主党（AD）を除名処分とな

った。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

“野党系４知事と会談するマドゥロ大統領ら” 

 

経 済                       

「FAVENPA 自動車バッテリーDUNCAN 擁護」            

 

１８年４月 大統領選を前に自動車バッテリーを販売

する DUNCAN は価格統制庁（SUNDDE）の査察を受

けて、商品価格を強制的に下げて販売させられた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.125」４月１７日付の記事参照）。 

 

 

ベネズエラ自動車製品生産者商工会（FAVENPA）は、

DUNCAN が生産コスト以下の価格で販売させられた

との抗議の声明を公表した。 

 

 

FAVENPA は DUNCAN の商品価格の値下げ販売の監

視が長引いていることに懸念を表明する。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
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４月１７日に SUNDDE が全国のバッテリー価格の値

下げを強制してから６週間が経過した。 

 

SUNDDEは４月３０日に再び値下げの延長措置をとっ

た。DUNCAN は政府が必要とするコストに関する情報

を適切に提出している。現在の販売価格は製造価格をは

るかに下回っており、赤字を強いられている。 

 

このような状況でも DUNCAN はバッテリーの生産を

継続している。一方で原材料は着実に減っており、会社

の財務状況も圧迫されている。価格統制が長引くと経済

が制限される。 

 

政府当局に適切な対応を求める。企業経営が継続できな

くなれば消費者と数千名の雇用に影響を与える。自動車

産業、特に部品産業について生産が著しく低迷している。

DUNCAN で見られるような手段は状況を悪化させる。 

 

政府はこの結果起きる問題を認識しなければいけない。

輸入バッテリーの価格は国内生産のバッテリー価格よ

りはるかに高額である。 

 

 

「国債３４年 債権者が訴訟準備を始める」         

 

国債２０３４年債の債権者が訴訟を起こすための準備

をしている。 

 

Roubbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner ＆ 

Sauber LLP の弁護士 Mark Stancil 氏はブルームバーグ

に対して、「３４年債を持つ債権団は既に発行額面（１

５億ドル）の１５％を保有している。」と明らかにした。 

 

債権団を組織する具体的な会社名は明らかにされなか

ったが、アルゼンチン債の知見を持っている２社にも今

後の対応について協力を要請していると述べた。 

 

ブルームバーグは３４年債の法的措置を取るには発行

額面の２５％を保有するグループを組織しなければい

けないと報じている。 

 

社 会                       

「モナガス州 食料不足で幼児２６名が死亡」            

 

経済危機が深刻化する中、食料不足で死亡する児童が増

えている。 

 

キリスト教系の人権団体「Caritas Monagas」と「Frente 

Amplio の女性団」はモナガス州では１８年に入り２６

名が栄養失調で死亡したと発表した。 

 

同団体はホセ・アンヘル（生後３カ月）の事例を挙げ、

マニュエル・ヌニェス・トバル病院で、医師の努力にも

かかわらず食品、医薬品が不足しており栄養失調で亡く

なったと訴えた。 

 

医師のマニュエル・ベラスケス氏は全国的に日々、栄養

失調で死亡する幼児が増えていると現状を嘆いた。 

 

以上 

 


