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（写真）ベネズエラ社会主義統一党（PSUV） “PSUV 青年グループの会合で演説するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年８月１３日（月曜） 

 

政 治                     

 「Meganalisis 調査 マチャド人気が拡大 

～マドゥロに政権去ってほしい８３．８％～」 

「ボルヘス前議長のネガティブ映像流れる 

～ボルヘス前議長は政府の印象操作と非難～」 

 「与党支持者行進 映像を見る限り参加者多い」 

経 済                     

 「マドゥロ大統領 経済政策を発表」 

「家族送金 DICOM １ドル４０１万ボリバル」 

社 会                     

 「住環境ランキング カラカス１４０位中１２６位」 

２０１８年８月１４日（火曜） 

 

政 治                    

 「河野外相 リマグループ支援の声明を発表 

～ベネズエラ政府は説明責任を果たすべき～」 

 「最高裁 レケセンス議員の拘束措置を決定」 

 「米国政府 調査協力について見解示す」 

 「軍人幹部含む軍関係者を逮捕 

～少なくとも３４名が直接事件に関与～」 

経 済                    

 「Gold Reserve 社への賠償金支払いを確認」 

 「財務相 DICOM は継続する」 

 「１８年満期国債 ８月１５日が償還予定日」 
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２０１８年８月１３日（月曜）             

政 治                       

「Meganalisis 調査 マチャド人気が拡大         

  ～マドゥロに政権去ってほしい８３．８％～」       

 

世論調査会社「Meganalisis」は８月１日～５日にかけて

人口の多い１６州・３２都市の成人１，１５０名を対象

に世論調査を実施した。 

 

まず、祖国カードを使用したガソリン補助制度の採用に

ついてどう思うか？ 

との質問について、７３．４％は否定的な意見、１６．

５％は肯定的な意見、１０％は回答なしだった。 

 

マドゥロ大統領、チャビスタは政権を去るべきだと思う

か？ 

との質問について、８３．８％は「去るべき」と回答、

１３．５％は「去るべきではない」と回答、２．６％は

無回答だった。 

 

 

（写真）Meganalisis 調査結果 

 

 

 

 

この状況でなぜマドゥロ大統領が政権を維持できてい

るのか？ 

との質問について、７５．３％が「野党連合（MUD）

の政治家が政府と共存しようとしているから」と回答。 

７．５％が「軍部が政権を擁護しているから」と回答。

１０．７％は「国民がマドゥロを支持しているから」と

回答。６．４％は「分からない」と答えた。 

 

軍部はベネズエラ国民の未来のために行動を起こさな

ければいけないと思うか？ 

との質問について、８１．７％は「マドゥロが退陣する

よう仕向けなければいけない」と回答。１４．１％は「こ

れまで同様に振舞わなければいけない」と回答。４．１％

は「分からない」と回答した。 

 

 

何年もの間、政権を変えられなかった野党連合（MUD）

はどのように行動するべきだと思うか？ 

との質問について、８０．３％は「新しい野党リーダー

を生み出すため消えるべき」と回答。６．５％は「引き

続きコントロールを続け対話を模索するべき」と回答。

５．３％は「引き続きコントロールを続け街頭での戦い

を呼びかけるべき」と回答。７．８％は「無回答」だっ

た。 

 

誰が野党の代表になるべきだと思うか？ 

との質問について、４０．７％はマリア・コリナ・マチ

ャド VV 党首と回答。次いで、ポラールのロレンソ・メ

ンドーサ社長が１１．１％。レオポルド・ロペス VP 党

首が７％。アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長

が５．１％と続いた。なお、メンドーサ社長を除き、残

りの３名は急進野党として知られる政治家。 
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マドゥロ政権から脱却しようという意志と国民への忠

誠の観点から以下の人物のうちの誰が最も信頼できる

か？ 

との質問について、マリア・コリナ・マチャド VV 党首

が４５．５％だった。 

 

 

 

以下の人物のうちだれが最も信頼できないか？ 

との質問について、最も信頼できないとの回答が多かっ

たのはヘンリー・ファルコン AP 党首で３１．９％。次

いでラモス・アジュップ AD 幹事長が１３．３％。マニ

ュエル・ロサレス UNT 党首が９．７％。フリオ・ボル

ヘス PJ 幹事長が９．５％だった。 

 

 

 

 

 

 

なお、上の結果が１８年２月に「Meganalisis」が実施し

た「どの政治家が信頼できるか？」という世論調査。 

 

今回と比較するとレデスマ元カラカス大首都区長が２

６ポイントほど下げ、その分をマチャド VV 党首、メン

ドーサ社長に分けたような結果になっている。レデスマ

氏は引き続き急進的な主張を続けているが外国にいる

ため訴求力が減り、支持がマチャド氏に固まったという

ことだろうか。 

同社は急進野党の数字が多くなる傾向があり、結果は脚

色されているかもしれないが無視できない結果だろう。 

 

「ボルヘス前議長のネガティブ映像流れる        

  ～ボルヘス前議長は政府の印象操作と非難～」         

 

正確にはいつ頃からか不明だが、土曜日くらいからフリ

オ・ボルヘス前国会議長のネガティブ映像が流れている。 

 

映像は１７年８月にボルヘス氏の運転手が子供を引い

た事故の映像。子供を引いた後に運転席から運転手が出

てくると、その後ボルヘス氏が助手席から降りる。 

 

ボルヘス氏は倒れた子供のもとに駆けよることなく、急

いで現場から離れ身を隠す。 
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最後に 

「卑怯者！この子供にしたことを彼は国民にしている。」 

というテロップが出る。 

 

実際にこの事件は起きており、一瞬メディアでも取り扱

われたが、事故当時の映像が公開されたのは今回が初め

て。 

 

また、当時（１７年 8 月）ボルヘス議員は以下のツイッ

ターを投稿していた。 

 

「昨日の午後、私を家に送っている際に私のチームメン

バーが事故で子供を引いた。私の自宅の近くの子供で

我々のことを尊重してくれる家族だ。 

その子供は残念ながら病院への搬送中に亡くなった。そ

れから数分後に彼は出頭した。痛ましい事件だ。この件

について家族への尊重を求める。」 

 

（写真）ボルヘス氏のツイッター “事件後の投稿文” 

 

ボルヘス議員は自身のツイッターに 

「一年前に起きた事件で私は当時の状況を説明した（上

記の内容）。SEBIN は私を２４時間追跡している。痛ま

しい事故を政治的に利用している。」 

と投稿した。 

 

「与党支持者行進 映像を見る限り参加者多い」                  

 

８月１１日 暴力的な手段での政権交代を拒否し、マド

ゥロ大統領への連帯を示すための抗議行動が行われた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.175」８月１１～１２日付

の記事参照）。 

 

映像を見る限り参加者は多い。写真は加工が容易なので、

映像の写真を抜粋した。もちろん映像も加工されている

可能性があるが写真よりは難しいのではないか。 

ちなみに参加者の中には食事配給を約束されて参加し

たと話す人もいた。 

 

 

（写真）PSUV ツイッター 

“アルタミラ広場前の映像を抜粋” 

 

（写真）PSUV ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
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経 済                        

「マドゥロ大統領 経済政策を発表」           

 

８月１３日 経済改革始動日（８月２０日）の１週間前

にマドゥロ大統領は一連の経済政策を発表した。 

以下、発表内容の概要。 

 

・現行紙幣と新紙幣の併用期間を設ける。 

 中銀総裁が１，０００ボリバル札以上は２０日以降も

使用可能と説明。 

 

・中央銀行は必要な新紙幣を十分に持っている。既に国

営、民間金融機関に新札が届いている。 

 

・８月２０日は金融機関の祝日だが、他の業種も休日と

する。 

 

・新紙幣はデジタル通貨「ペトロ」と連動させる。ボリ

バル・ソベラーノもペトロも使用可能。 

 

・給料、商品価格はペトロ建てで固定する。 

 

・中銀は毎日ボリバル・ソベラーノとペトロのレートを

更新する。ボリバル・ソベラーノの価値はペトロを基

準に知ることが出来る。ペトロは国際通貨として機能

する。 

 

・PDVSA には強制的に会計上ペトロを使用させる（現

時点でこれが何を意味するのかは不明）。 

 

・ガソリン価格、その他石油製品は国際価格に合わせる。 

 

・交通部門の国勢調査の登録を行った者には補助金が

与えられる。 

 

 

 

・祖国カードと祖国システムを通じて補助金が支払わ

れる。 

 

・８月１５～１７日に再び国勢調査を実施する。 

 

・近日中に新しい為替制度を説明する。 

 

「家族送金 DICOM １ドル４０１万ボリバル」         

 

両替商「ZOOM」は家族用送金レートが１ドル４０１万

ボリバルになったと発表した。 

 

同日の並行レート情報サイト「DolarToday」の公表値は

１ドル約４２０万ボリバルで再び並行レートの数値に

近づいた。 

 

８月２０日の経済政策と同レートがどのように関連し

てくるかが注目ポイントだろう。 

 

 

（写真）Zoom Remesas ツイッター 
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社 会                          

「住環境ランキング カラカス１４０位中１２６位」           

 

英誌エコノミストの調査部門「エコノミスト・インテリ

ジェンス・ユニット（EIU）」は「世界で最も住みやすい

都市ランキング」を発表した。カラカスは１００点満点

中５１．３点で１４０カ国中１２６位だった。 

 

他、プエルトリコは昨年のハリケーンの影響もあり６９．

８点で８９位。パラグアイは６４．３点で１０２位だっ

た。 

 

７年連続で１位を維持してきたオーストラリアのメル

ボルンだったが、今回は２位に転落。代わりにオースト

リアのウィーンが１位に上がった。日本は大阪が３位。

東京が７位にランクインしている。 

 

政治・社会の安定性、犯罪、教育、医療制度などを踏ま

えて順位付けをした。 

 

ちなみにワーストランキングで最下位はシリアのダマ

スカス、次いでバングラディッシュのダッカ、ナイジェ

リアのラゴス、パキスタンのカラチと続く。 

 

２０１８年８月１４日（火曜）              

政 治                        

「河野外相 リマグループ支援の声明を発表       

  ～ベネズエラ政府は説明責任を果たすべき～」        

 

８月１４日 ペルー訪問中の河野外相はペルーのポポ

リシオ外相と会談。その中でベネズエラ情勢について、

リマグループなどペルーのリーダーシップに敬意を表

し、ベネズエラ情勢に対する懸念を共有した（外務省発

表文）。 

 

 

時事通信によると、河野外相は会談後の記者会見で 

「ベネズエラは経済、社会など、あらゆる問題に関して

国際社会に説明責任を果たす必要があり、広範な国民参

加を得た民主主義を回復することを引き続き求めるこ

とで一致した」と答えた。 

 

リマグループは、米州機構の中でも反マドゥロ政権の

国々が組織したグループ。 

日本として同グループを正式に支持することは現政権

と亀裂を生む恐れがある。 

 

 

（写真）外務省サイトより抜粋 

 

「最高裁 レケセンス議員の拘束措置を決定」           

 

SEBIN に拘束されている第一正義党のファン・レケセ

ンス議員の裁判が８月３日～４日にかけて実施された。 

 

最終的に最高裁はテロ犯罪、殺人を理由にレケセンス議

員の拘束を命じた。 

 

裁判官はレケセンス議員に対して、引き続き SEBIN で

収容されること、同氏が持つ資産を差し押さえ、口座は

凍結すると宣告した。現在のところ詳細は不明だが、懲

役刑が確定したわけではないと思われる。 

 

レケセンス議員の弁護人を務めているジョエル・ガルシ

ア氏は今回の決定を不服としている。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/sa/pe/page1_000625.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/sa/pe/page1_000625.html
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「米国政府 調査協力について見解示す」         

 

８月４日に起きた大統領ドローン襲撃事件について、ア

レアサ外相は在ベネズエラ大使館のジェームス・ストー

リー経済書記官と面談。調査の協力を要請した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.174」８月８日付の記事参照）。 

 

 

マドゥロ大統領もトランプ大統領が捜査に協力してく

れると信じていると公言している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.175」８月１１～１２日付の記事参照）。 

 

この件について在ベネズエラ米国大使館はツイッター

でスタンスを表明。 

「もし外国政府が米国政府に捜査協力を求めるのであ

れば定められたルートを経て申請するべきだ」 

と投稿した。 

 

これが何を意味するのかは不明だが、マドゥロ大統領を

含めて多くのベネズエラ政府関係者が個人制裁の対象

になっている状態で、米国政府に正式な申請が出来るの

か不明である。 

 

制裁を理由に米国政府が正式なルートでの申請が出来

ないと認識する可能性もありそうだ。 

 

 

（写真）在ベネズエラ米国大使館公式ツイッター 

 

 

 

 

「軍人幹部含む軍関係者を逮捕              

  ～少なくとも３４名が直接事件に関与～」         

 

８月１４日 サアブ検事総長は、マドゥロ大統領ドロー

ン襲撃事件をめぐり、これまでに１４人を逮捕。 

また、３４名が今回の事件と直接的な関与がある説明。

逮捕者はさらに増える可能性もあると補足した。 

 

国家警備隊（GNB）のアレハンドロ・ペレス将軍、ペド

ロ・サンブラーノ大佐も逮捕したと説明。 

 

また、サアブ検事総長は言及していないがエクトル・ア

ルマンド・ダコスタ地域統合戦略防衛区（REDI）の首

都地域長も拘束されたようだ。彼自身がツイッターで拘

束されると訴える様子を動画で投稿している（軍部の構

造については「ウィークリーレポート No.54」参照）。 

 

動画では自身の無実を訴え、正式な手続きを経ることな

く軍部が自宅に押し入り拘束しようとしている。マドゥ

ロ大統領の命令に違いないと訴えている（Youtube サイ

トで確認できる。）。 

 

経 済                       

「Gold Reserve 社への賠償金支払いを確認」            

 

カナダの金開発業者「Gold Reserve」はベネズエラ政府

から賠償金の支払いとして８，８５０万ドルの国債を受

け取ったと発表した。この支払いは１７年１２月、１８

年１月、２月分の支払いにあたり、まだ５カ月分の支払

いが遅延状態にあると補足した。 

 

国債は現在、額面の２５％前後で取引されており８，８

５０万ドルの国債を受け取ったとしても実質的な価値

は４分の１程度に過ぎない。また、何年満期の国債を受

け取ったのかも明らかにされていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaaa73960e7c8c86b7c93c176b3d7813.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63ff2ff43e72545043ca8620ac79431d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ps6Af3uPth8
https://www.youtube.com/watch?v=ps6Af3uPth8
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１６年に「Gold Reserve」社は賠償金７．９億ドルと鉱

山に関する技術情報量２．４億ドルの合計１０．３億ド

ルの賠償を勝ち取り、最終的に政府と合意が成立。 

毎月２，９５０万ドルを支払うことになっていた。 

 

１７年１１月、「Gold Reserve」社は制裁により返済プ

ランに困難が生じたと説明。 

また、ベネズエラ国債を担保にしていたが、金融制裁で

債券の取引に問題が生じたので別の担保を設定するよ

う政府に求めていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.64」

１１月２４日付の記事参照）。 

 

「財務相 DICOM は継続する」              

 

シモン・セルパ財務相は国営、民間金融機関との会合中

に新しい外貨システムが確立されるまで、既存の外貨制

度 DICOM の運用を続けると発表した。 

 

セルパ財務相は 

「DICOM は公式な両替手段だ。我々が運用してきた外

貨制度の中で最も透明性が高く、効率的に外貨を割り当

てている。」 

と発言した。 

 

「１８年満期国債 ８月１５日が償還予定日」              

 

８月１５日は１８年満期国債（額面利率１３．６２５％）

の償還予定日だ。 

 

元本１０億５，２８０万ドルと利息７，２００万ドルの

合計１１億２，４８０万ドルを支払う。 

 

返済を翌日に控える国債１８の市場価格は２８．５～２

９％。ベネズエラ国債は１７年１０月から利払いが停止

している。債券市場は同国債も支払う可能性はかなり低

いと認識している。 

 

同国債にはグレースピリオドが設定されているため償

還予定日の８月１５日から３０日以内に支払えばデフ

ォルトしたとはみなされない。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf

