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（写真）ポラール社公式ツイッター “大統領選出馬の可能性を否定したとの報道が流れるメンドーサ社長” 

 

 

２０１８年２月１４日（水曜） 

 

政 治                    

「マイアミ領事館再開 有権者登録２５日まで」 

「ボルヘス元国会議長 亡命の噂を否定」 

「大統領選参加について政党毎に賛否両論」 

「１７年 World Press 賞候補にベネズエラの写真」 

経 済                    

「シモン・セルパ氏 PDVSA 財務役員を交代」 

「世界悲惨な国ランキング ベネズエラ１位」 

「トリノ ３０億ドルでドル化可能と分析」 

社 会                    

「バレンタインデーでも青花売り上げ伸び悩む」 

２０１８年２月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「メンドーサ社長 大統領選出馬を否定」 

「アジュップ氏 今週末に野党の方向を決める」 

「ファルコン氏 野党統一候補の認定を望む」 

「ペルー 正式に米州首脳会議の招待取り消し」 

経 済                    

「国営銀行で金融システム障害 

～新 DICOM 応札期限延長～」 

社 会                    

「２月１６日 VP 党首の解放を求め抗議集会」 

「アルゼンチンでベネズエラ移民手続き簡素化」 
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２０１８年２月１４日（水曜）             

政 治                       

「マイアミ領事館再開 有権者登録２５日まで」       

 

２月１４日 マドゥロ大統領はアレアサ外相に対して

マイアミの領事館を再開するよう命じた。 

目的は４月２２日に行われる大統領選に向けて外国居

住者が有権者登録を出来るようにするためだと語った。 

 

マイアミ領事館は１２年前期から閉鎖されている。 

 

当時、在ベネズエラ米国大使が 

「ベネズエラ政府が米国大使館のパソコンに対してサ

イバー攻撃を仕掛けた可能性がある。」と言及したこと

に対して、故チャベス元大統領が強く反論。 

米国大使を国外追放し、マイアミ領事館も閉鎖すると発

表した。 

 

同年以来、マイアミ領事館は閉鎖されていたが６年ぶり

に開所することになる。 

 

またマドゥロ大統領は外国領事館での有権者登録期間

は２月２５日までにすると発表した。 

一般的には２月２０日までが有権者登録期間なので多

少期間が長いことになる（ベネズエラ国内の有権者登録

については「ベネズエラ・トゥデイ No.97」２月１０日

付の記事参照）。 

 

「ボルヘス元国会議長 亡命の噂を否定」         

 

第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス幹事長が外国を周

遊するとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.96」２月８日付の記事参照）。 

その際に発表した文章を受けてボルヘス氏が外国に亡

命するのではないかとの噂が流れていたが、ボルヘス氏

自身が噂を否定した。当時の文書の概要は以下の通り。 

 

 

統一のための我が国への約束 

 

外国からの強い圧力によりマドゥロ政権は問題解決の

ための交渉を行う必要に迫られた。 

 

１２月に行われた最初の交渉から我々のスタンスは明

白だった。自由選挙、公平、憲法に準じた制度の回帰、

選挙管理委員会（CNE）の役員交代、緊急的な人道支援

措置、政治犯の解放などベネズエラ人が自分の意志で選

挙に投票することが出来る環境を作ることだった。 

 

２日間に渡る交渉の末、与野党交渉の合意草案が作成さ

れた。当時の合意書は我々の目的が大筋で明記されてい

た。しかし、その後ベネズエラ政府がこの草案に署名で

きないと言い出した。 

政府は野党政党を無効にし、野党政治家に圧力をかけ付

添国としてベネズエラの問題解決に協力する国際社会

を欺いた。 

 

ベネズエラ政府の交渉団は度々、合意が近いと訴えてい

たが、野党交渉団のスタンスは動かなった。 

 

マドゥロ大統領は自由で公平な選挙を実施した場合に、

自分たちが敗北することを認識している。最初から与野

党交渉の実施に否定的な見解をしていた国民が多いこ

とも認識している。我々は国民の側についており、政府

の側についているわけではない。共通の目的のために統

一をしなければいけない。 

 

我々の努力は終わらない。ベネズエラの平和と発展の将

来のために政権交代を実現する。 

一時的にブラジル、チリ、アルゼンチン、メキシコ、パ

ナマなど自由で公平で憲法に準じた大統領選実施を求

める国々を周り、ベネズエラの問題を訴える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57ead130985c52e760647965b86822b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59a1d39586415621eb5e286334e43902.pdf
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「大統領選参加について政党毎に賛否両論」                  

 

野党連合は今週中には大統領選について方向性を明ら

かにすると発表している（「ベネズエラ・トゥデイ No.97」

２月１０日付の記事参照）。 

 

本件について野党内では「大統領選に出馬するべきでは

ない」という主張と「大統領選に出馬するべきだ」とい

う主張が混在している。 

 

急進野党のベネズエラ主導党（VV）マリア・コリナ・マ

チャド党首は「野党が大統領選に出れば、野党として大

統領選を公式な選挙だと認めたことになる。この選挙に

は参加してはいけない。 

選挙に参加する野党政治家は野党内部で孤独な存在に

なるだろう。」と警鐘を鳴らした。 

 

一方で、野党の中でも穏健派の社会主義行動党（MAS）

は 

「４月２２日の大統領選に参加しないという決断は重

大なミスにつながる。このような呼びかけは投票不参加

者が増えることを意味する。今でも十分に選挙に勝てる

可能性がある。 

投票欠席を呼びかけるような活動は控えなければいけ

ない。 

 

ベネズエラの問題はベネズエラ人が解決しなければい

けない。外国政府がベネズエラの状況に注意を払ってく

れていることには感謝しているが、外国がベネズエラの

政治に圧力をかけるべきではない。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

「１７年 World Press 賞候補にベネズエラの写真」         

 

２月１４日にアムステルダムで開催された「World 

Press Photo Fundation」のイベントで AFP 通信の

Ronaldo Schemidt 氏が撮影したベネズエラの抗議行動

の写真が優勝候補作品にノミネートされた。Ronaldo 氏

は AFP メキシコ支社に務めるベネズエラ人カメラマン。 

 

同氏の他にボコハラムの被害者、モスルの写真を撮影し

た４名がファイナリストとして残っている。 

 

同イベントには１２５カ国４，５００名のカメラマンに

よる７万３，０４４枚の写真が応募されたようだ。 

 

最優秀賞受賞者には１万ユーロ（１万２，４００万ドル）

の賞金とカメラに必要な機材が授与される。最優秀賞の

結果は４月１２日に発表される予定。 

 

 

（写真）World Press Photo 賞候補に選ばれた写真 

 

経 済                        

「シモン・セルパ氏 PDVSA 財務役員を交代」           

 

マドゥロ大統領は PDVSA の財務役員にイリアナ・ルッ

サ氏を任命した。今回の任命により経済財務相を務める

シモン・セルパ氏の兼任が外れたことになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57ead130985c52e760647965b86822b5.pdf
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シモン・セルパ氏は１７年１月に PDVSA 財務役員に就

任したが、同年７月に米国から個人制裁を科せられてい

た。制裁の内容として、セルパ氏との契約行為を禁止す

る内容が含まれているため PDVSA との契約に問題が

生じていた（セルパ氏については「閣僚リスト」参照）。 

 

なお、イリアナ・ルッソ氏は PDVSA 財務次官だった。

今回の任命で財務役員に就任したが財務次官のポジシ

ョンも同氏が兼務する。 

 

「世界悲惨な国ランキング ベネズエラ１位」         

 

ブルームバーグは毎年「世界の悲惨な国ランキング」を

発表している。２０１８年度版は昨年と続いてベネズエ

ラが経済的に最も悲惨な国（６６カ国中１位）に選ばれ

た。 

同社のランキングでは１５年から４年連続でベネズエ

ラを最も経済的に悲惨な国と認定している。 

 

 

 

経済的な観点から悲惨な国をランキング化している。 

 

ベネズエラについては高インフレが悲惨の主な原因と

評価しているようだ（右上のグラフ参照）。 

 

 

 

（出所）ブルームバーグ 

 

「トリノ ３０億ドルでドル化可能と分析」                  

 

米投資銀行トリノ・キャピタルのリサーチャー、フラン

シスコ・ロドリゲス氏は政治経済誌「Americas Quartery」

で３０億ドルの外貨があれば、ベネズエラ経済のドル化

を始められると述べた。 

 

３０億ドルという金額は外貨準備の３分の１に過ぎな

い。外貨準備の預金を現金化し、１ドル６．８万ボリバ

ルで両替した場合、市中のボリバル通貨を全てドルに換

えることが出来ると分析した。 

 

他方、並行レートは１ドル２３万ボリバル超なので、１

ドル６．８万ボリバルの方がはるかに割安でドルに両替

できることになる。 

 

またドル化することで為替のゆがみが無くなりベネズ

エラ経済を苦しめるインフレ問題が無くなる。また、ベ

ネズエラの国内産業が競争力を持つようになるため、経

済を回復させることが出来るだろうと分析した。 

 

一方でベネズエラの通貨を米ドルにするには憲法改正

が必要と補足した。 
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社 会                       

「バレンタインデーでも青花売り上げ伸び悩む」            

 

ベネズエラにもバレンタインデーを祝う習慣がある。 

 

ただし、日本のように女性が男性にチョコレートを渡す

ような習慣は無い。ベネズエラでは「Dia del Amor y la 

Amistad（愛と友情の日）」と呼ばれ、男性から女性にも

プレゼントをするし、友人にもプレゼントをする。 

 

しかし、高インフレにより国民の可処分所得は減少して

おり、バレンタインデーの売り上げは大きく落ち込んだ

ようだ。 

 

現地情報サイト「Efecto Cocuyo」によるとバラの花束

は高いところで２５０万ボリバル。４０センチサイズの

ぬいぐるみは３８０万ボリバルなど。 

 

事実上の最低賃金（最低賃金＋食料チケット）は月額約

８０万ボリバルなので、最低賃金と比較するとだいぶ高

いような気がするが、並行レート建てであれば１ドル２

３万ボリバルなので、バラの花束は１０ドル超である。 

並行レートで換算すれば妥当な物価に落ち着くという

ことだろう。 

 

ただし、並行レートにアクセスできるのはベネズエラ全

体で見ればわずかで、この金額は一般的に言えば非常に

高い。どのお店も例年と比べバレンタインデーの売り上

げは低迷したようだ。 

 

街頭のバラ売りにインタビューとしたところ 

「１７年は１１０セットのバラの花束を売った。今年は

昨年より売り上げが悪くなることは分かっていたので

９０セットを調達した。しかし、昼の１２時３０分を過

ぎてもまだ１セットも売れていない。」 

との回答だった。 

 

なお、マドゥロ大統領と妻のシリア・フローレス氏はツ

イッターにバレンタインデーを夫婦で祝う写真を投稿

し、野党支持者の失笑と怒りを買っている。 

 

 
（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

２０１８年２月１５日（木曜）             

政 治                       

「メンドーサ社長 大統領選出馬を否定」        

 

２月１５日 多くの国民に大統領選の出馬を求められ

ている大手食品メーカー「ポラール」のメンドーサ社長

が大統領選出馬を否定したとの報道が流れた。 

 

実際のところ以前から一部メディアではそのような報

道がされていたが、ロイター通信が発信したことで大き

く広がったようだ。 

 

発端はバレンシアで行われたある会議。メンドーサ社長

がその会議の中で大統領選に出馬する気はないと発言

したようだ。 
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このコメントについて同席した他の数名も事実である

と確認しており、真実と考えられる。 

 

野党は今週末にでも大統領選について統一候補の選定

も含めて発表すると言われており、メンドーサ社長が出

馬する可能性は限りなく低くなったと言えるだろう。 

 

「アジュップ氏 今週末に野党の方向を決める」                  

 

２月１５日 ラモス・アジュップ行動民主党（AD）幹

事長が民放グロボビシオンのインタビュー番組に出演

した。 

 

アジュップ氏はインタビューの中で「野党連合は今週末

に大統領選に参加するかどうかを国民に伝えるだろう。」

と答えた。 

また「野党連合が決定した統一候補以外の候補を野党が

擁立してはいけない。誰が統一候補になるのは分からな

いが、私は野党連合の決定に従う」と野党で擁立候補が

バラバラになってはいけないと警鐘を鳴らした。 

 

なお、大統領選に出馬するかどうかは別として、４月２

２日の大統領選については「ニカラグア方式」と非難し、

自由で公平な選挙ではないとのスタンスを改めて示し

た。 

 

（写真）グロボビシオンのインタビュー抜粋 

“ヘンリー・ラモス・アジュップ AD 幹事長” 

 

「ファルコン氏 野党統一候補の認定を望む」                  

 

アジュップ AD 幹事長と並び１８年の野党統一候補と

して名前があがっているヘンリー・ファルコン発展進歩

党（AP）党首も民放のインタビュー番組に出演した。 

 

「現在の問題を解決させるため早急に合意をしなけれ

ばいけない。今の状況は全てのベネズエラ人にとってマ

イナスの影響しか与えない。マドゥロ大統領はいかなる

手段を用いても大統領の座を維持したいはずだ。私は野

党統一候補になりたいのではなく、全てのベネズエラ人

の大統領になりたい。」と訴えた。 

 

彼は他の野党候補と異なる部分が多いが、大きな特徴は

チャビスタが存在していることを認識していることだ。 

 

他の主要な野党政治家はマドゥロ政権を独裁政権と非

難するがゆえに、与党支持者を存在しない者たち、ある

いは犯罪者集団のように扱っている。一方で彼は元々チ

ャビスタだったこともあり与党支持者の存在と与党が

行った実績をある程度認めていることが大きな違いだ。 

 

野党統一候補がアジュップ氏になるかファルコン氏に

なるかは野党にとって大きな岐路になる。 

 

 

（写真）グロボビシオンのインタビュー抜粋 

“ヘンリー・ファルコン AP 党首” 
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「ペルー 正式に米州首脳会議の招待取り消し」                  

 

４月１３日、１４日にペルーのリマで開催される米州首

脳会議について、マドゥロ政権を非難する１４カ国は同

会議にマドゥロ大統領が参加することを認めないと決

定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.98」２月１３日付

の記事参照）。 

 

ペルー外務省は正式に過去にベネズエラ政府に送った

招待状を取り消す旨が書かれた公文書を発表した。 

 

 

 

これを受けて、マドゥロ大統領は 

「米州首脳会合は１４カ国だけではない。一部の帝国主

義国とその属国だけで我々の参加は拒否できない。雨が

降っても雷が落ちてもペルーに行き真実を訴える。」 

と述べた。 

 

経 済                       

「国営銀行で金融システム障害                

        ～新 DICOM 応札期限延長～」            

 

２月１４日から１５日の夕刻にかけてベネズエラ国営

銀行（Banco de Venezuela）で大規模な金融システム障

害が起きた。これにより同行の金融取引が２４時間超に

渡り停止した。 

 

この間、ベネズエラ国営銀行の利用者はクレジットカー

ド、デビットカードを使用できず、現金引き出しも出来

なかった。 

 

当初、新 DICOM の第二回目の応札期限は２月１５日

（木曜）までだったが、応札締め切りは１６日に延期さ

れた。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 新 DICOM 公式サイト 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
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社 会                       

「２月１６日 VP 党首の解放を求め抗議集会」            

 

１８年２月１６日は大衆意志党（VP）レオポルド・ロペ

ス党首が逮捕されてから４年間が経過した日に当たる。 

 

妻のリリアン・ティントリ氏はレオポルド・ロペス VP

党首の逮捕に反対する抗議集会への参加を呼び掛けた。 

 

丁度、外国に亡命したルイサ・オルテガ・ディアス元検

事総長がラジオ番組で「ディオスダード・カベジョ

PSUV 副党首に圧力をかけられてレオポルド・ロペス

VP 党首を逮捕した。」と発言している。 

 

 

 

日時は２月１６日（金曜）１０時から。 

場所は Plaza Los Palos Grandes（駐在員の方は小ガマの

前にある広場と言えば分かるだろう）。この地域は日本

人駐在員も住んでいる地域だ。 

 

昨年と比べて抗議行動の熱が冷めてしまっていること

もあり、どの程度参加するかは予見しづらい。 

 

また、ツイッターではティントリ氏の呼びかけに対して

否定的な意見も多い。 

前回紹介したベイビーシャワーの写真を非難する意見

が多く、彼女のイメージ低下につながったと思われる

（「ベネズエラ・トゥデイ No.92」１月２９日付の記事

参照）。 

 

なお、楽観視させてはいけないがデモ行進よりも抗議集

会の方が治安の荒れる心配が少ないと言える。 

 

ただ、治安部隊と衝突した後に若者たちが散り散りに分

かれて町が騒然とすることも多々ある。外出時は十分に

気を付けてほしい。 

 

 

（地図）Google MAP 

“大きな赤色のマークが抗議デモ集会実施場所” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a2d9364d952eae891be6637949b4354.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月１４日～２月１５日報道            No.０９９   ２０１８年２月１６日（金曜） 

9 / 9 

 

「アルゼンチンでベネズエラ移民手続き簡素化」         

 

２月１５日 アルゼンチン移民局はベネズエラ人の移

住手続きを簡素化すると発表した。 

 

ロゲリオ・フリヘリオ内務相は記者会見で 

「我々は、事実上国を追われアルゼンチンに亡命を希望

するベネズエラ人の移民手続きを簡素化する。彼らには

アルゼンチンで労働につき、アルゼンチンの発展に貢献

してもらう。」 

 

記者から治安悪化の懸念について質問を受けると 

「ここ数年、多くのベネズエラ人がアルゼンチンに移住

しているが、現時点では治安の悪化などは見られない。 

 

移民手続きでは国内の治安対策として、相手国政府が発

行する複数の書類提出を求めているが、ベネズエラ政府

の問題でそれらの書類の発行が著しく遅れている。これ

らの政府発行書類について手続きの簡素化を行う予定

だ。」と答えた。 

 

また、この２年間でアルゼンチンに居住した移民の１

０％はベネズエラ国籍で、経済困窮を受けて彼らの移民

申請が増えていると補足した。 

 

筆者の個人的な見解だが、陸路で移動できるブラジルや

コロンビアは移民の管理が難しいが、アルゼンチンへの

移動は原則、空路になる。 

距離の都合から移民のコントロールが効きやすく、経済

的な資金余力がある知識階層のベネズエラ人がアルゼ

ンチンに流れていると考えている。 

 

なお、ベネズエラ人のアルゼンチンへの移住は１６年と

比較して１４２％増加している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.98」２月１３日付の記事参照）。 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/918a8d0c759dd68f24051e39d8ef48f0.pdf

