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（写真）国会公式ツイッター “国会の解散総選挙を拒否する国会役員メンバー” 

 

２０１８年２月２３日（金曜） 

 

政 治                    

 「CNE ４月２２日の一斉選挙は不可能 

～別の日程で国会議員、市議・州議選を実施～」 

「AP 党首 国連に選挙監視団の派遣を求める」 

「OAS ベネズエラ政府に選挙日程変更を要請」 

 「大統領 VP による中銀前総裁の暗殺計画を非難」 

経 済                    

 「国外移住者の増加で中古自動車の売却が増える」 

 「アセルカエアー ３月１９日まで運休延長」 

 「PDVSA２２（NEW）利息の支払い報道流れる」 

２０１８年２月２４日（土曜） 

 

政 治                     

「与野党 大統領選延期も含めて水面下で交渉」 

「Copei 新連合の結成を提案」 

 「外圧への対抗意志を示すため軍事演習を実施」 

「アレアサ外相 アフリカ連合を選挙に招待」 

経 済                    

 「アメリカン航空 ベネズエラ行きの座席増やす」 

 「原油価格 １バレル５８．３３ドル」 

社 会                    

 「マイアミ領事館 １４．２万ドルを滞納」 
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２０１８年２月２３日（金曜）             

政 治                       

「CNE ４月２２日の一斉選挙は不可能           

 ～別の日程で国会議員、市議・州議選を実施～」       

 

カベジョ PSUV 副党首の提案を受けて、４月２２日の

大統領選に加えて国会議員選、州議会・市議会の選挙も

同時に実施する案が突如浮上した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.101」２月２０日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領も同案に賛同し、２３日には選挙管理委

員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表が前述の提案に

ついて 

「４月２２日の大統領選と併せて国会議員選、州議会・

市議会選挙を同時に開催することは不可能」 

と発表した。 

大統領選は既にスケジュールが進んでおり、他の選挙イ

ベントと日程が合わないので技術的に困難という理由。 

 

他方で、４月２２日の大統領選が実施された後に国会議

員選・州議会・市議会選挙を実施することを検討すると

補足した。 

 

なお、この発表にはデルシー・ロドリゲス制憲議長も同

席している。 

 

仮にティビサイ・ルセナ CNE 代表だけが発表した場合、

オルテガ元検事総長の時のように CNE 代表の離反とメ

ディアに報じられる可能性があるので、ロドリゲス制憲

議長を同席させ、政府としても４月２２日の一斉選挙は

できないことを認識しているというサインを送ったと

思われる。 

 

同発表により４月２２日は大統領選のみを実施するこ

とが決まった。 

同時に１８年中に国会議員選、州議会・市議会選が実施

されることが既定路線になった。 

 

また、４月２２日の大統領選自体を遅らせて、５月に一

斉選挙を実施するという可能性も浮上している。 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス制憲議長ツイッター 

“ルセナ CNE 代表（右）とロドリゲス制憲議長（左）” 

 

２０１８年２月２５日（日曜） 

 

政 治                  

 「５月２０日に一斉選挙を実施か 

～早ければ２７日（月）にも発表～」 

 「アレアサ外相 国連人権委員会に出席」 

 「欧州連合 ベネズエラ情勢について議論」 

 「AP 党首 出馬の方針を未だ検討中」 

経 済                  

 「大統領 ペトロ・プロモーションなど 

のため外国への遊説を計画」 

「オランダのチョコレート見本市に出展」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月２３日～２月２５日報道            No.１０３   ２０１８年２月２６日（月曜） 

3 / 9 

 

「AP 党首 国連に選挙監視団の派遣を求める」          

 

野党連合（MUD）は４月２２日の大統領選に参加しな

い方針を固めた。 

 

一方で野党に属しながら野党連合と異なる見解を持つ

政党も存在する。彼らは引き続き大統領選への出馬を検

討している（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」２月２２

日付の記事参照）。 

 

発展進歩党（AP）は引き続き出馬を検討している代表

政党。 

 

２月２３日 AP は国連のアントニオ・グティエレス事

務局長あてに選挙監視団を派遣するよう要請する書簡

を送った。 

 

書簡ではこれまでベネズエラ政府が行ってきた強権的

な決定を列挙し、政府を非難すると同時に、平和的な問

題の解決には選挙が不可欠で、選挙を通じた解決には国

連の協力が必要、という内容。 

 

また、CNE は与野党交渉で仲介役を務めたロドリゲス・

サパテロ元西大統領を外国監視団のコーディネーター

に任命したいと提案していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.101」２月２０日付の記事参照）。 

 

この提案について、「サパテロ元西大統領は国民の信頼

を失っており、選挙に悪影響が及ぶ」として同氏がコー

ディネーターになることを拒むよう国連に要請した。 

 

なお、大統領選への参加を検討している野党政党は AP

に限らない。 

社会主義運動党（MAS）やキリスト教社会党（COPEI）

も大統領選出馬の可能性を排除していない。 

 

 

「OAS ベネズエラ政府に選挙日程変更を要請」                 

 

２月２３日 米州機構（OAS）はベネズエラの状況につ

いて議論するため緊急会合を開いた。 

 

参加したのは３４カ国中３２カ国の OAS 代表。 

 

議論の主題は「４月２２日に実施されるベネズエラの大

統領選挙について開催を遅らせるよう求める声明を発

表するかどうか」だった。 

 

OAS としての声明の発表には賛成多数が必要になる。 

議論の結果、声明の発表に賛成する国は１９カ国、反対

はベネズエラを含めて５カ国、棄権が８カ国、欠席２カ

国。賛成多数により声明の発表が決定した。 

 

賛成、反対、棄権、欠席国は以下の通り。 

 

◆賛成国： １９カ国 

アルゼンチン、コロンビア、米国、カナダ、チリ、ウル

グアイ、ブラジル、ペルー、メキシコ、コスタリカ、パ

ラグアイ、ホンジュラス、ジャマイカ、ガイアナ、グア

テマラ、バルバドス、バハマ、サンタルシア、パナマ 

 

◆反対国： ５カ国 

ベネズエラ、ボリビア、ドミニカ国、スリナム、サンビ

センテ・グラナディン諸島 

 

◆棄権国（会合に参加したが投票しなかった）：８カ国 

エル・サルバドル、トリニダード・トバゴ、エクアドル、

ニカラグア、サンクリストバル・ネービス、ハイチ、ド

ミニカ共和国 

 

◆欠席国：（会合自体に参加しなかった）： ２カ国 

グラナダ、アンティグア・バーブーダ 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/63b05958c3422db798fdd2742d24d5c6.pdf
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「大統領 VP による中銀前総裁の暗殺計画を非難」        

 

２ 月 ２ ２ 日  マ ド ゥ ロ 大 統 領 は 動 画 投 稿 サ イ ト

Facebook Live で野党、大衆意志党（VP）がネルソン・

メレンテス元中央銀行総裁を誘拐しようとしていたと

告発した。 

 

２３日 VP は党員２名（ルイス・アルベルト・ナバス

氏、メディナ・エリヒオ・アリアス氏）が国家諜報部

（SEBIN）に逮捕されたと訴えた。 

 

同日、グルターボ・ゴンサレス SEBIN 長官が逮捕の経

緯について発表した。 

 

ゴンサレス SEBIN 長官曰く、 

「VP は自身のテロ資金をねん出するため、ネルソン・

メレンテス元中銀総裁の誘拐を企てた。 

メレンテス元中銀総裁の日々の移動ルートを調査し、誘

拐するつもりだった。この誘拐計画にはフレディ・ゲバ

ラ氏が関与している」と発表している。 

 

フレディ・ゲバラ氏は VP 幹部で１７年の国会第一副議

長を務めた人物だ。 

１７年４月～７月にかけて起きた反政府デモの首謀者

で外国の介入を企てた人物として制憲議会から国会の

不逮捕特権を剥奪され、チリ大使館にかくまわれている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.56」１１月６日付の記事

参照）。 

 

経 済                         

「国外移住者の増加で中古自動車の売却が増える」          

 

ベネズエラの経済混乱、政治対立を理由に多数のベネズ

エラ人が国外に出ているとの報道を紹介してきた。 

 

 

 

国外移住者が増えると同時に自動車を売却しようとす

る人も増えているようだ。 

 

これまで中古車の売却は最も利益を出せる商売の一つ

と言われていたが、最近では供給が増えており売値が下

がっている。 

 

ララ州バルキシメトの中古車ディーラーは 

「中古車ビジネスは以前のように儲かる仕事ではなく

なってきている。少し前までは新車の購入価格よりも中

古車の方が高く売れるという現象もみられたが、今では

購入時の価格よりも安く売却するのが一般的。 

 

外国に移動するために中古車を売却するケースが増え

ており、ボリバル建てで中古車を売却する人はめったに

いない。ドルで売買するのが基本だ。 

 

売り手がどれだけ急いで車を売却したいかにかかって

いるが、２００９年製の Aveo（シボレーの大衆車）４

Door をカラカスで売却するのであれば３，５００ドル

くらい。バリナス州であれば２，３００ドルくらいが相

場になる。」 

 

中古車の供給が増加する一方で新車の生産台数は減少

している。自動車部品製造者協会（Favenpa）によると、

２０１７年の新車生産台数は３，５７２台で、前年の３，

６８４台よりも１００台ほど減少したようだ。 

 

「アセルカエアー ３月１９日まで運休延長」        

 

ベネズエラの航空会社アセルカエアーが２月１５日～

２３日まで運行を停止すると発表していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.100」２月１７日付の記事参照）。 

 

同社は運休期間を３月１９日まで延長すると発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf
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運休期間を延ばす理由は、保険の延長などフライトに不

可欠な規定を守れていないことが理由と発表している。 

 

 

（写真）アセルカエアー公式ツイッター 

 

「PDVSA２２（NEW）利息の支払い報道流れる」             

 

金融情報会社ブルームバーグは PDVSA２２（NEW）の

利息９，０００万ドルが Euroclear から支払われたと報

道した。 

 

Euroclear から情報を裏付ける発表はされていないが、

この報道を受けて PDVSA 社債の価格が上昇した。 

 

今回支払いが行われた社債は１７年５月にゴールドマ

ンサックスがベネズエラ政府から約７０％のディスカ

ウントで購入した債券。 

 

現在、ベネズエラ国債、PDVSA 社債含めて１８の債券

が支払い期限を過ぎている。今回は１８年に入って初め

て支払われた債券利息になる。 

 

２０１８年２月２４日（土曜）             

政 治                       

「与野党 大統領選延期も含めて水面下で交渉」        

 

２月２３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は大統領選

の日程を遅らせる提案をするために野党連合と会談を

した。 

 

同会談には AP のヘンリー・ファルコン党首、エンリケ・

マルケス新時代党（UNT）代表、行動民主党（AD）の

ルイス・アキレス・モレノ議員、第一正義党（PJ）のエ

ンリケ・カプリレス元ミランダ州知事らが参加した。 

 

ロドリゲス情報通信相は野党グループに対して大統領

選の５月実施、国連監視団の派遣受け入れなどを提案し

た。野党グループは同氏からの提案を断ったようだ。 

 

「Copei 新連合の結成を提案」           

 

キリスト教社会党（Copei）のミランダ州代表エンリケ・

メンドーサ氏は「野党連合（MUD）は国民の信頼を失

った」と宣言し、MUD に代わる新しい野党グループを

結成するよう呼びかけた。 

 

エンリケ・メンドーサ氏は、新しいグループは現在 CNE

が政党として認めている野党政党を中心に構成するこ

とを提案している。 

 

つまり、AD、UNT、AP、Copei、MAS などが該当する。 

また、政治政党に加えて学生団体、労働団体、企業家団

体など社会組織も構成員にすることを提案している。 

 

つまり、Ｇ４と呼ばれる既存の主要野党（PJ、VP、AD、

UNT）を解体し、より穏健的な野党政党で組織する政治

グループを組織しようとしている。 
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「外圧への対抗意志を示すため軍事演習を実施」              

 

２月２４日 マドゥロ大統領の呼びかけ通り軍事演習

が行われた（「ベネズエラ・トゥデイ No.100」２月１７

日付の記事参照）。 

 

目的は米国、コロンビアなど帝国主義国からの攻撃・介

入に備えるため。昨年８月にも同様の趣旨で軍事演習を

行っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.25」８月２７

日付の記事参照）。 

 

外国メディアではこの種の軍事演習を取り上げがちだ

が、ベネズエラは北朝鮮のように核を保有しているわけ

ではないし、米国への武力攻撃を意図する演習ではない

（米国向けの麻薬の経由地になっているという話はあ

るが）。 

 

ベネズエラの実施する軍事演習は純粋なショーであり、

ベネズエラ国民の反米意識を駆り立てることが目的。 

 

他国への攻撃を前提とするものではないので、そこまで

懸念するべきイベントとは言えない。 

 

 

（写真）Madurada “２月２４日の軍事演習風景” 

 

 

 

 

「アレアサ外相 アフリカ連合を占に招待」              

 

ホルヘ・アレアサ外相はエチオピアの首都アジスアベバ

でアフリカ連合（UA）のビクトール・ハリソン経済担

当委員と会談し、４月２２日の大統領選に UA も同伴す

るよう依頼した。 

 

選挙管理委員会（CNE）は UA 以外に国連、カリブ共同

体（CARICOM）に対しても選挙同伴ミッション団を派

遣するよう要請している。 

 

UAは２００２年に発足したアフリカ諸国の地域連合で、

５５カ国で構成される。 

 

経 済                       

「アメリカン航空 ベネズエラ行きの座席増やす」            

 

アメリカン航空はマイアミ―カラカス、マイアミ―マラ

カイボ間のフライトを２便／日運航している。 

 

アメリカン航空のファン・カルロス・リスカノ氏（ラテ

ンアメリカ地域代表）は、現在の頻度を維持するとコメ

ント。加えて Boing７５７型を使用することで座席数を

増やすと発表した。 

 

現在、ベネズエラを運行している旅客機は Boing７３７

型だが、７５７型に変えることにより座席数が１６０席

から１７６席と１０％増加すると説明した。 

 

「原油価格 １バレル５８．３３ドル」           

 

１８年２月１９日～２３日のベネズエラ産原油の平均

価格は５８．３３ドル／バレルで前週の５５．９２ドル

から２．４１ドル上がった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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社 会                         

「マイアミ領事館 １４．２万ドルを滞納」          

 

マドゥロ大統領は今月に入りマイアミ領事館を再開す

ると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.99」２

月１４日付の記事参照）。 

 

外国でも有権者登録を可能とする間口を広げ、外国から

の非難を緩和させることが目的だったと思われるが、領

事館は再閉鎖の危機に見舞われている。 

 

選挙専門家のエウロヒオ・マルティネス氏は借館料の支

払いが滞っており、閉鎖の危機にあるとツイッターで投

稿した。 

 

「６年越しに再開したマイアミ領事館は１７年８月か

ら支払いが滞っており、閉鎖する可能性がある。延滞し

ている額は１４．２万ドルにのぼる。」 

 

米国の新聞社「El Nuevo Herald」でも借館料の支払い

遅延でベネズエラのマイアミ領事館が閉鎖の危機にあ

ると報じている。 

 

２０１８年２月２５日（日曜）              

政 治                        

「５月２０日に一斉選挙を実施か            

      ～早ければ２７日（月）にも発表～」              

 

スリア州の現地紙「Panorama」（与党寄りメディア）は

２３日に与野党が行った交渉の内容について非公式情

報を報じた。 

 

Panorama が野党関係者から入手した情報によると、政

府は野党グループに対して５月２０日に大統領選を延

期し、同日に国会議員選、州議会・市議会議員選も開催

することを提案したようだ。 

 

野党グループは大統領選と州議会・市議会選を同時に開

催することについては合意したが、国会議員選の実施は

拒否した。また、開催時期についても５月ではなく、６

月あるいは７月下旬での実施を求めた。 

 

野党関係者の話によると、交渉の体裁を取っているが、

実際のところ政府側はこの方針を固めているようで、早

ければ２月２７日（月曜）にでもこの方針を発表する可

能性があるようだ。 

 

なお、デルシー・ロドリゲス制憲議長は来週中に制憲議

会で国会議員選、州議会・市議会選の実施日について議

論を始めるとコメントしている。 

 

「アレアサ外相 国連人権委員会に出席」           

 

２月２６日 ジュネーブで国連人権委員会が開かれる。

同会合にはベネズエラからホルヘ・アレアサ外相が出席

する。 

アレアサ外相は２６日（月曜）欧州時間１２時５０分か

ら演説を予定している。 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年２月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b1f3c9a26ceb5a346cd91fa012fecd9.pdf
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国連の人権委員会は２００６年３月に発足した。国連に

加盟する４７カ国が人権委員会のメンバーとして選出

され、ベネズエラは２０１３年から同委員会のメンバー

に入っている。 

 

１３～１５年は１５４カ国の賛成で人権委員会に任命

され、１６～１８年は１３１カ国の賛成で任命された。 

 

「欧州連合 ベネズエラ情勢について議論」              

 

２月２６日 アレアサ外相がジュネーブで人権委員会

に出席する日と同日、欧州連合の外相はベネズエラ情勢

について意見交換を行う予定だ。 

 

欧州連合として４月２２日に予定されている大統領選

の延期を要請するためとされる。 

 

欧州連合の外交関係者によると、現時点でベネズエラ政

府への追加制裁は検討していないが、制裁が強化される

可能性は排除していない。 

 

大統領選を４月末に実施するとカベジョ PSUV 副党首

が提案したのは欧州連合の制裁を起点（あるいは口実）

としている（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２３

日付の記事参照）。 

 

欧州連合の制裁の結果、大統領選が早まっており、公に

は出ていないが制裁の効力を疑問視する声はある。 

 

「AP 党首 出馬の方針を未だ検討中」              

 

大統領選の出馬申請期間は２月２６日まで。 

 

ヘンリー・ファルコン AP 党首はまだ出馬するかどうか

の決断を下していない。 

 

 

ファルコン AP 党首はツイッターで 

「我々は現在の状況を再評価している。今後の見通しが

定まった段階で最終的な結論を下す。国のために我々は

決断をする。」 

と投稿した。 

 

なお、野党連合は４月２２日の大統領選には出馬しない

との方針を示している（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」

２月２１日付の記事参照）。 

ファルコン氏は「発展進歩党はこの声明文に署名をして

いない。」と発言している。 

 

ファルコン AP 党首は２３日のホルヘ・ロドリゲス情報

通信相との交渉に参加しており、そこで大統領選の延期

と国会議員選を含めた一斉選挙の実施を提案されたば

かりだ。 

 

急遽浮上した多くの出来事を前に決断が遅れている印

象だ。 

 

経 済                       

「大統領 ペトロ・プロモーションなど            

         のため外国への遊説を計画」            

 

２月２５日 マドゥロ大統領はペトロの使用国を増や

すためにアジア諸国を外遊すると発表した。 

 

「私はアジアを周る。ペトロを含め、アジアでいくつか

重要な合意を結ぶ。アジア各国にペトロを使用する環境

づくりをしてもらうために努力する。」と発表した。 

 

また、ペトロの初期売却の状況について、２日間で１０

億ドル相当、２９．２万件の取引があった。取引通貨は

３６％がドルで１５％はユーロ、１８％はイーサリアム

で３１％はビットコインだと説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
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「オランダのチョコレート見本市に出展」            

 

ベネズエラのカカオ、チョコレートを扱う業者８社がオ

ランダ、アムステルダムの「Festival de Cacao Chocoa 

２０１８」に参加した。 

 

同見本市は欧州でも規模の大きいチョコレート見本市

の一つとされている。 

 

同 イ ベ ント に 参加 したベ ネ ズ エラ 企 業は Agricola 

Canoabito、Hada’s Chocolates、Agropecuaria Bogonia、

Procesadora de Cacao Real、Chocolate El Rey、Tricocoa 

Ltd、Cocoa Premium、Esaica、Gedaylace、Hacienda 

Cacao Caribe。 

 

ちなみに、２０１８年３月６日（火曜）～９日（金曜）

に か け て 幕 張 で 行 わ れ る 食 品 見 本 市 「 FOODEX  

JAPAN ２０１８」にはジェトロゾーンに中南米では４

社出展するが、そのうちの３社はベネズエラの企業でカ

カオ業者は２社。 

 

＜ベネズエラから参加する企業名＞ 

・Cream to Cream（カカオ豆）、 

・ESAICA（カカオ豆）、 

・PROAVENCA（ゴマ、ゴマペースト） 

 

他にも JETRO ゾーンで２３カ国から４６社の外国企業

と産品を紹介している（出展企業の詳細はパンフレット

「JETRO WORLD FOOD MARKET」参照）。 

 

ビジネストレードショーなので一般客の来場は不可だ

が、フードサービス、商社・卸、食品系メーカー、ホテ

ル・旅館・レジャー、小売りなどに関係している方であ

れば５，０００円で入場可能（入場には名刺が２枚必要）。 

 

以上 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/faa/foodexjapan2018jzlist.pdf

