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（写真）国営放送局（ＶＴＶ） “選挙管理委員会（CNE）で出馬を表明するヘンリー・ファルコンＡＰ党首” 

 

 

２０１８年２月２６日（月曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 大統領選へ出馬申請行う 

～CNE は出馬申請期間を１日延長～」 

「アレアサ外相 国連人権委員会で制裁を非難」 

 「外国の有権者数は１０万人超の見通し」 

経 済                    

 「米国 大統領選前に制裁を強化か」 

 「ペトロ 全く取引されていないとの報道流れる」 

 「米国投資家 ロシアの Citgo 担保買取りを検討」 

社 会                    

 「ネットでマドゥロビーム拡散」 

２０１８年２月２７日（火曜） 

 

政 治                   

 「ファルコン AP 党首 CNE で正式に出馬表明」 

 「マドゥロ大統領も正式に出馬 

～大統領選に出馬した５名～」 

経 済                   

 「中国系の自動車アッセンブラー 

Chery が生産停止の危機」 

 「オニックスコイン建ての中古車が売却される」 

「ペトロ ３０億ドル、１７万超の取引を実施」 

社 会                    

 「カラカソ暴動から２９年が経過」 
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２０１８年２月２６日（月曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 大統領選へ出馬申請行う     

     ～CNE は出馬申請期間を１日延長～」       

 

２月２６日 元ララ州知事で発展進歩党（AP）のヘン

リー・ファルコン党首は４月２２日に行われる大統領選

に出馬申請を行った。 

 

なお、CNE は大統領選の出馬申請期限を当初の２月２

６日から１日延長し、２７日まで可能にした。 

 

 

（写真）TALQUAL 

“ファルコン AP 党首の出馬申請用紙” 

 

 

 

「アレアサ外相 国連人権委員会で制裁を非難      

    ～制裁が債務再編の障害になっている～」         

 

２月２６日 ホルヘ・アレアサ外相は国連の人権委員会

で人道危機を否定、外国からの介入を拒絶した。 

 

「ベネズエラは、米国と一部の同盟国から内政干渉を受

けている。 

自国の主張を押し付ける欧米諸国から１７年にはベネ

ズエラを非難する７３５の声明が発出されたが、１８年

は２カ月足らずで１０５の声明が発出されている。 

 

１７年にトランプ大統領はベネズエラに対して金融制

裁を科し、その影響でベネズエラの経済が甚大な被害を

受けている。１１月には債務再編を発表したが、米国の

制裁が理由で債務再編交渉も滞っている。 

 

彼らはベネズエラに人道危機が起きているかのような

幻想を諸外国に信じさせようとしている。」 

と欧米諸国を非難した。 

 

また、アレアサ外相は国連のアントニオ・グティエレス

事務局長と面談し、米国など欧米諸国のベネズエラへの

不当な介入を訴えた。 

 

ベネズエラの選挙管理委員会（CNE）は国連に対して選

挙監視団の派遣を申請している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.101」２月２０日付の記事参照）。 

また、２６日に出馬申請を行ったヘンリー・ファルコン

AP 党首も国連に対して監視団の派遣を求めている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.103」２月２３日付の記事参照）。 

 

国連側も CNE から書簡を受け取ったことを認識してお

り、現在ミッション団派遣の可否について評価をしてい

るところであるとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59c500ca9945ce7f1fedecc7c6c8b561.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59c500ca9945ce7f1fedecc7c6c8b561.pdf
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「外国の有権者数は１０万人超の見通し」                 

 

選挙管理委員会（CNE）は１０万人超のベネズエラ人が

４月２２日の大統領選に外国から投票できると発表し

た。 

 

CNE の有権者登録局のダイレクターが 

「今回の選挙では２，０４８万２，１１３人の有権者が

登録されている。そのうち、１０万７，２８４人は外国

居住者。」と報告した。 

 

一方で、メディアは外国に住むベネズエラ人は１０万人

をはるかに超えていると批判的な論調が一般的だ。 

 

世論調査会社 Delphos は、ベネズエラ国籍の成人で国

外に居住している人は１５０～２００万人はいるだろ

うと推測している。 

 

外国に住むベネズエラ人については有権者登録期間を

国内の２月２０日よりも５日間長い２月２５日まで延

長させたが、いずれも短い期間であることは変わりない。 

 

また、外国に居住するベネズエラ人が有権者登録をする

ためには、自身の住所を証明する公的な資料が必要にな

るため、登録のためのハードルが高い。 

 

更にマドリッドの領事館では有権者登録のために５０

０ユーロの手数料がかかるなど非難の声があった。 

 

経 済                        

「米国 大統領選前に制裁を強化か」           

 

米国金融情報会社のブルームバーグは、米国政府が４月

２２日の大統領選の前にベネズエラへの制裁を強化す

るとの国務省関係者からの内部情報を報道した。 

 

 

国務省関係者の話では 

「現時点では最終的な結論は出ていない。制裁が米国の

石油産業に与える影響、ベネズエラ国民に与える影響を

分析している。 

 

制裁の手段として２つの選択肢があがっている。一つは

ベネズエラの石油産業へ直接的な制裁を科す方法。もう

一つは現在の金融制裁を強化する方法。どちらもベネズ

エラ政府の外貨収入を断つことがねらいだ。」 

とコメントしている。 

 

「ペトロ 全く取引されていないとの報道流れる」         

 

ベネズエラ政府の発表ではデジタル通貨「ペトロ」は２

月２０日から初期売却を開始した。マドゥロ大統領はこ

れまでに３０億ドル超の取引が行われたとしている。 

 

一方でペトロを実際に購入したという情報は少なく、ど

の程度のレートで取引されているかなども含めて情報

はほとんど公開されていない。 

 

スペインの情報サイト「Eleconomista.es」ではデジタル

通貨の取引履歴を確認できる“Mirando el Blockchain de 

NEM”というサイトでペトロの取引履歴を確認したが、

購入はほぼ無いと報道した。 

 

また、ペトロのホワイトペーパーでは１億ペトロのうち、

３，８４０万ペトロを初期売却し、４，４００万ペトロ

を徐々に市場へ売却、残りは政府が保有するとしていた

（「ウィークリーレポート No.32」参照）。 

 

しかし、NEM のサイトには３，８４０万ペトロが初期

売却、７，８６０万ペトロがその後の売却と書かれてい

る。合計すると１億１，１７０万ペトロで、ホワイトペ

ーパーで書かれている内容と異なる。 

 

http://explorer.ournem.com/#/s_account?account=NCGBBZKOTERO3EXMPPCNDNDXZQQJXBEMWWO7MB66
http://explorer.ournem.com/#/s_account?account=NCGBBZKOTERO3EXMPPCNDNDXZQQJXBEMWWO7MB66
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
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（写真）NEM “ペトロの取引履歴はほぼ確認できない” 

 

なお、ペトロを発表する前から「ペトロドル（PETRO 

DOLLAR）」というデジタル通貨が存在していた。ベネ

ズエラ政府がデジタル通貨ペトロの発表をする前まで

は全く取引がなかったが、マドゥロ大統領の発表を受け

て、間違えた人たちが大量に購入している。 

 

このペトロドルを作ったグループはサイトに故チャベ

ス元大統領の顔写真を掲載し、意図的に誤った購入を促

そうとしているようだ。 

 

 
（写真）Bancaynegocios 

“偽物の「ペトロドル」サイト” 

 

 

 

「米国投資家 ロシアの Citgo 担保買取りを検討」                  

 

米国の投資家グループがロシアの石油会社ロスネフチ

から PDVSA の米国子会社 Citgo の担保４９．９％を購

入する交渉をしているようだ。 

既にワシントン本部に対して株式購入の申請をしてい

るとの報道が流れている。 

 

Citgo は日量７４．９万バレルの精製能力をもつ米国に

とって大事な企業。この会社の株式がロシアに渡ること

に危機感を持つ米国関係者は少なくなかった。 

 

ベネズエラはロスネフチから１５億ドルの融資（正確に

は石油代金の先払い）を受ける際に、４９．９％の Citgo

株式を担保にしている。 

 

また、残りの５０．１％の Citgo 株式も１６年に発行し

た社債（PDVSA２０２０）の担保となっている。 

 

社 会                        

「ネットでマドゥロビーム拡散」            

 

 
 

ベネズエラ人はジョークが好きだ。特にマドゥロ大統領

は現状に不満を抱く国民の格好の餌食になる。最近では

マドゥロビーム（RAYO MADURIZADOR）が流行って

いる。マドゥロビームをあびると良いものも悪くなる

（？）というジョークだ。 
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◆写真の説明（左上から） 

・（マドゥロビームを浴びると）冷蔵庫が空になる 

・（マドゥロビームを浴びると）街が停電になる 

・（マドゥロビームを浴びると）アメリカのセクシー女

優がデルシー・ロドリゲス制憲議長になる 

・（マドゥロビームを浴びると）スターウォーズのジャ

バザハットがファン・バレット氏になる（与党系政党の

政治家） 

・（マドゥロビームを浴びても）ベネズエラ主導党（VV）

のマリア・コリナ・マチャド党首は変わらない。 

なお、他にも Rayo Madurizador で検索すれば似たよう

な投稿がたくさん出てくる。 
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２０１８年２月２７日（火曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 CNE で正式に出馬表明」        

 

２月２７日 ヘンリー・ファルコン AP 党首は選挙管理

委員会（CNE）に出向き、正式に出馬を表明した。 

これでファルコン氏は正式に４月２２日の大統領選候

補になったことになる。 

 

社会主義行動党（MAS）のセグンド・メレンデス党首は

同日の民放グロボビシオンのインタビュー番組に出演。 

「選挙を棄権することで得られることなどない。」と言

及し、ヘンリー・ファルコン党首を野党のリーダーとし

て応援すると述べた。 

 

キリスト教社会党（Copei）もファルコン AP 党首を推

薦するようだ。これにより穏健派の野党グループはそろ

ってファルコン氏を応援することになる。 

 

ファルコンＡＰ党首は CNE で記者会見を開き、出馬の

理由について 

「国民は飢えている。親は子供を養うこともできない。

医薬品不足も深刻で一刻も早く現状を解決しなければ

いけない。そのためには投票が不可欠。与党の様々な障

害を乗り越えて我々は勝利できる。」と訴えた。 

 

一方で、野党連合および野党支持者からは強い非難を受

けている。 

 

２月２１日には野党連合として大統領選に出馬しない

との声明文を公表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」

２月２１日付の記事参照）。ファルコン AP 党首はこの

声明に従わなかったとして、野党連合からの追放を求め

る声も出ている。 

 

 

 

「マドゥロ大統領も正式に出馬             

        ～大統領選に出馬した５名～」           

 

当然だがマドゥロ大統領も大統領選に出馬する。 

２月２７日 マドゥロ大統領は CNE に出向き正式に出

馬を申請した。 

 

２７日をもって４月２２日の大統領選に出馬するメン

バーが決定した。申請者は５名。 

 

・ニコラス・マドゥロ大統領 

・ヘンリー・ファルコン AP 党首（前ララ州知事） 

・レイナルド・キハーダ氏 

・ルイス・アレハンドロ・ラッティ氏 

・フランシスコ・ビストンティ氏 

 

ファルコン氏を除き４名は与党に属する候補。 

事実上、マドゥロ大統領とファルコン AP 党首の一騎打

ちになるだろう。 

 

なお、出馬を表明していたハビエル・ベルトゥッシ牧師

は結局出馬申請をしなかったようだ（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.100」２月１８日付の記事参照）。 

 

（写真）ベネズエラ国営放送局（VTV） 

“与党幹部らとともに CNE に向かうマドゥロ大統領” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf
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経 済                        

「中国系の自動車アッセンブラー            

          Chery が生産停止の危機」            

 

カラボボ州の現地新聞社「El Carabobeno」は、中国系

自動車アッセンブラーの「Chery」のカラボボ州グアカ

ラ工場が１年以上前からほぼ稼働停止状態にあると報

じた。 

 

Chery の労働者グループは「El Carabobeno」に対して、

同社の労働者の多くは辞職し、残った労働者たちも稼働

を待ち続けていると訴えた。 

また、同社の幹部職は間接的に辞職をすすめるような発

言をしており、人員整理が進んでいるようだ。 

 

Chery で働くルイス・ビスカイノ氏は 

「このままだと工場が完全に閉鎖すると考え、声を上げ

ることにした。仮に工場が閉鎖すれば１００人の労働者

が職を失うことになる。」 

と訴えた。 

 

この組み立て工場は１３年に操業を開始し、最も良い時

期には４５台／日の自動車を組み立てた。 

１６年から急激に稼働率が下がっているようだ。 

 

「オニックスコイン建ての中古車が売却される」         

 

ベネズエラの民間企業がオニックスコインというデジ

タル通貨を開発していることは「ベネズエラ・トゥデイ

No.64」１１月２６日の記事で紹介した。 

 

このオニックスコイン建てで中古車が販売されている

ことが話題になっている。車種は Jeep Cherokee の２０

１０年製、５０万オニックスコイン（７０００ドル相当）

でオファーが出されている。 

 

 

オニックスコインの代表は 

「オニックスコインはボリバル通貨をドルに両替する

目的で使用されており、今回のように商品の売買で使用

されることは珍しい。」とコメントしている。 

 

「ペトロ ３０億ドル、１７万超の取引を実施」              

 

本号「ペトロ 全く取引されていないとの報道流れる」

で紹介した通り、ペトロの取引実態は客観的に見て明ら

かになっていないが、マドゥロ大統領はペトロの好調さ

をアピールしている。 

 

２月２７日 マドゥロ大統領はペトロの取引額が３０

億ドルに達したと発表した。２０日から売却を開始した

ので、１週間足らずで３０億ドルに達したことになる。

また、１７万件を越える取引があったと説明した。 

 

だが、考えてみるとマドゥロ大統領の発言はおかしいの

ではないか。 

 

初期売却の想定販売量は３，８４０万ペトロ（「ウィー

クリーレポート No.32」参照）。 

１ペトロはベネズエラ産原油１バレルで裏付けられて

おり、１ペトロの価値は最大でも約５８ドルになる。 

 

その前提で言えば、３，８４０万ペトロは約２２億３，

０００万ドルで３０億ドル以下だ。情報が出れば出るほ

どペトロの運用実態が疑わしく感じられる。 

 

社 会                        

「カラカソ暴動から２９年が経過」           

 

１９８９年２月２７日は多くのベネズエラ人にとって

忘れられない日だろう。カラカソ暴動が発生した日だ。 

今年でカラカソ暴動が発生して２９年が経つ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04a2032f8a5296b48303734b1f0f0d83.pdf
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当時のカルロス・アンドレス・ペレス大統領がガソリン

の３０％値上げを含む大規模な経済改革を発表し、それ

に反対する国民が蜂起し、治安部隊と衝突した。 

 

カラカソ暴動は２月２７日に発生し、全国に拡散。３月

８日まで９日間続いた。この間の死者は公式発表でも２

７６名。非公式で言えば３，５００人の死者・失踪者が

出たと言われている。 

 

公的組織が国民を虐殺した事例としてはベネズエラ史

上最悪の事件とされている。 

 

現在、モノ不足・インフレはカラカソ暴動が起きた当時

よりもひどいと言われている。 

 

一方で、当時は貧富の差がかなり激しかったが、今はほ

とんどの人が等しく貧しくなったという分析もある。 

 

いずれにせよ、国民の不満は鬱積しており、いつ爆発し

ても不思議ではない状態と言える。 

 

以上 

 

 

 

 


