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（写真）ベネズエラ制憲議会ツイッター ”制憲議会での宣誓後の与党州知事と制憲議会議員” 

 

２０１７年１０月１８日（水曜） 

 

政 治                   

 「ボリバル州も与党が勝利 

～対応を巡り野党が分裂～」 

「制憲議会で与党１８州知事が宣誓」 

 「州知事選に対する米国ら諸外国の反応」 

 「列国連合同盟 ベネにミッション団派遣を希望」 

経 済                   

 「９月自動車組み立てはトヨタとフォードのみ」 

社 会                   

「マラカイの国軍会社で手榴弾が爆発」 

「CADIVI の外貨申請汚職で更に１１人を逮捕」 

２０１７年１０月１９日（木曜） 

 

政 治                   

 「政令 制憲議会への宣誓拒否者は知事就任不可 

～与党多数の州議会が野党知事を拒否～」 

 「カプリレス元知事 アルップ元議長に苦言」 

 「野党連合 今後の選挙参加について検討」 

経 済                   

 「第１５回 DICOM 別の通貨での清算を検討」 

社 会                   

「Odebrecht オルテガ元検事総長対策求める」 

 「ベネズエラ 在ドイツ領事館を閉鎖」 

 「カベジョ PSUV 副党首 体調不良を公表」 
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２０１７年１０月１８日（水曜）             

政 治                       

「ボリバル州も与党が勝利                

         ～対応を巡り野党が分裂～」       

 

１０月１５日の州知事選の結果発表から２日以上が経

過した１８日深夜に CNE は与党ノリエガ・ピエトリ氏

がボリバル州知事に当選したことを明らかにした。 

 

ピエトリ氏は２７６，６６５票（投票の４９．０４％）、

対抗馬のアンドレス・ベラスケス氏は２７５，１８４票

（同４８．８３％）とその差は１，５００票程度だった。 

 

CNE から発表がなされる前からベラスケス氏は自身の

勝利を訴えていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.47」１

０月１７日付の記事参照）。 

同氏としては、今回の結果は容認できるものではなく、

CNE の姿勢を非難している。 

 

ベラスケス氏は、 

「我々は CNE の詐欺行為を立証する資料を持っている。

彼らはボリバル州の人々の意志を無視しようとしてい

る。」と語った。 

 

州知事選の不正を訴える一方で、同氏は野党連合の姿勢

にも不満を示した。 

「ベネズエラ国民の多くは反対派である。与党派ではな

い。国民は政府を拒絶している。適切な戦略を立てなけ

ればならない。野党連合は何度も失敗をしてきた。団結

を求めながら実際は団結していない。」 

 

ボリバル州の結果を受けて野党は明確な意思表示をし

ていない。野党派弁護士のカルロス・ラミレス氏は、「ボ

リバル州が守ろうしているものは極めて重要である。し

かし、野党連合は沈黙を続けている。野党政治家は彼を

支援していない。」とツイッターに投稿した。 

彼に対して正面から支持を示しているのは新時代党の

エンリケ・マルケス元国会第一副議長（２０１６年）。 

 

エンリケ氏は、ベラスケス氏は２７５，４７７票、ノリ

エガ氏は２７２，８５１票で２，６２６票の差でベラス

ケス氏が勝利している。と訴えた。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV 

“CNE から当選証明書を受け取るノリエガ候補” 

 

「制憲議会で与党１８州知事が宣誓」         

 

１０月１８日 予定より一日遅れで新州知事が制憲議

会で宣誓式を行った。セレモニーに出席したのは２３州

中１８州の知事。全員が与党派の知事だった。 

 

同宣誓式で当選した州知事は制憲議会の決定に従うこ

とを宣言した。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は、同日の宣誓式に出席

しなかった野党派の州知事らに対して、今一度、同議会

での宣誓を求めた。 

 

加えて、各州の議会に対して、当選した野党派の知事を

制憲議会に宣誓させるよう求めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
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なお、同セレモニーには CNE のティビサイ・ルセナ委

員長のほか、与党派の CNE 役員３名は出席したが、野

党派の CNE 役員であるエミリオ・ロンドン氏は出席し

なかった。 

 

マドゥロ大統領は 

「野党派は国民を焚きつけて反政府デモを起こし、国を

混乱させた。国民の平穏を脅かす存在となっている。 

欧米諸国が我々を非難するが、彼らは間違っている。

我々は国民の平和を守る存在だ。 

 

国民の平和を率先して乱そうとする野党派の人間を制

憲議会の承認なしに知事にすることはできない。欧米帝

国主義者から独裁と言われようと国を守るため制憲議

会に宣誓しない州知事を知事に認めるわけにはいかな

い。」 

と改めて政府の方針を示した。 

 

「州知事選に対する米国ら諸外国の反応」                 

 

州知事選後の外国の反応は「ベネズエラ・トゥデイ

No.47」１０月１６日付の記事にて紹介した。その後の

追加情報を紹介する（１８日～１９日中に起きた内容）。 

 

米国トランプ大統領は 

「我々はマドゥロ政権による社会主義の抑圧と対峙し

ている。我々は引き続きベネズエラ国民の自由の戦いに

連帯を示す。」と語った。また、１８日にはアルゼンチ

ンのマクリ大統領と電話で会談し、ともに民主主義を守

るために戦うことで合意した。とも語った。 

 

他フロリダ州のリック・スコット州知事は 

「信頼できない選挙によりベネズエラ国民の民意はゆ

がめられた。引き続き自由と人権を擁護し続ける。フロ

リダ州はベネズエラ国民の真の民主主義を擁護し続け

ることに誇りを感じている。」とコメントした。 

 

米国のマルコ・ルビオ共和党議員は、マドゥロ大統領か

らベネズエラに来て、我々と対話し、真実を確かめろと

宣言されたことに対して、 

「独裁政権で麻薬王のマドゥロ政権ではなく、民主主義

を取り戻したベネズエラに訪問したい。」とツイッター

に投稿した。 

 

１０月１８日 ベネズエラのレスター・トレド議員はブ

リュッセルでアントニオ・タハニ欧州議会議長と対談し

た。 

 

タハニ欧州議会議長は「マドゥロ政権が民主主義的な選

挙を後退させたことを確認した。」と語った。 

一方、トレド議員は「我々は欧州議会および国際社会に

対して民主主義を守るためにマドゥロ政権への抑圧を

強化することを求めに来た。今回の選挙結果を認めず、

行動を起こすようお願いする。」と伝えた。 

 

コスタリカ政府は明確に「今回の不正な選挙を認識しな

い。」とのスタンスを明らかにしている。 

 

他、チリ外務省は野党多数の国会に承認された４名の新

判事の亡命を受け入れたことを発表している。 

 

諸外国の非難が多い中で、エクアドル政府は 

「我々は他国の自主権を尊重し、今回の選挙を認識して

いる。」との立場を示した。 

 

また、ロシア外務省は、今回の選挙が平穏に終了し、６

０％を超える選挙参加率であったこと、国民が選挙を通

じて民意を示したことに祝辞を送った。 

同時に、現政権を支援する国際環境が必要で、欧米諸国

に対して圧力や制裁など介入主義を改めるよう求めた。 

最後に野党政党が選挙結果を認めないことを「残念に思

う」との意向を示し、再び抗議行動など暴力的な動きに

発展しないよう求めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
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「列国連合同盟 ベネにミッション団派遣を希望」             

 

列国議会同盟（IPU）とはスイス・ジュネーブに本部を

置く、多国間政治組織である。基本的には加盟国の議会

議員で構成される組織。 

 

この IPU が 

「IPU は、ベネズエラ政府が国会に対して抑圧を強めて

いることに懸念を感じている。」との声明を発表した。

また、ベネズエラの人権侵害状況を調査するためのミッ

ション団を派遣する方針を示した。 

 

加えて、デルサ・ソロサノ議員が IPU の人権委員会の

副代表に就任することが決まった。 

 

 

（写真）デルサ・ソロサノ議員（新時代党所属） 

 

経 済                       

「９月自動車組み立てはトヨタとフォードのみ」          

 

民間自動車会社で構成されるベネズエラ自動車商工会

（CAVENES）は９月の自動車組み立て台数が公表した。 

 

２０１７年は１～９月までで加盟企業の合計組み立て

台数は１，４０９台で、２０１６年同期の２，２９５台

から３８．６％減少している。 

 

２０１７年９月の生産台数は全社合計で９６台。前年同

期の３３２台と比較して、７１％減少した。各社の内訳

ではトヨタ社が６０台、フォードが３６台だった。 

 

残りの３カ月間、現在の組み立て台数を維持した場合、

２０１７年の自動車組み立て台数は１，７００台になる。

２０１６年の２，７６８台から３８％の減少となる。 

 

販売台数についても同様に減少した。２０１７年１～９

月の販売台数は１，８６０台。多くは２０１６年に生産

した自動車。前年同期の２，３６２台と比べて２１％減

少している。 

 

GM は差し押さえ（GM に訴えを起こしたスリア州の企

業が勝訴し、工場の差し押さえを命じられた）を受けて、

２０１７年４月に稼働を停止し、CAVENEZ の統計から

外されている。同工場について政府から再稼働が認めら

れたとの情報が流れている。 

 

社 会                        

「マラカイの国軍会社で手榴弾が爆発」          

 

１０月１８日１４時２５分ごろにアラグア州マラカイ

にある国防相傘下の企業「ベネズエラ軍事産業会社

（Cavim）」で手榴弾と思われる爆発が起きた。今回の爆

発が起きる前にパドリーノ・ロペス国防相が視察に訪れ

ていたとことは確認されている。 

 

カラボボ州の元治安対策官は、爆発したのは 105 ミリ

の手榴弾で２つの弾薬で暴発したものだと答えた。 

 

アラグア州の治安対策部隊の情報によると、爆発による

負傷者は出ていないが、建物や自動車が破壊されたよう

だ。２０１１年１月３１日にも同様の爆発事件が起き、

当時は３名の死者がでた。 
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（写真）ツイッターより抜粋 

 

「CADIVI の外貨申請汚職で更に１１人を逮捕」         

 

州知事選の最中も検察庁では汚職者の逮捕を続けてい

たようだ。 

 

１０月１８日 サアブ検事総長は選挙当時の１５日に

外貨申請の汚職容疑で１１名を逮捕したと発表した。 

今回の逮捕で合計２１名を逮捕したことになる。 

 

逮捕者はアラグア州Biodavica社のオーナーで２０１１

年～１３年にかけて１，１２０万ドルを不正申請した。

同氏は本来の商品価格から１９，０００％（１，９００

倍）の値段で外貨申請をしていた。 

 

 

他、ボリバル州 Embasadora Aguas del Orinoco 社の役

員４名。彼らは２００４年～２０１１年にかけて１，５

００万ドルを不正申請した。 

 

ミランダ州の Importaciones Mia 社の役員２名は６３０

万ドルの不正申請。 

 

Corpomedica 社の役員は２０１２年に１９０万ドルを

不正申請。 

 

Constructora BJL 社の役員３名も３２０万ドルの不正

申請。外国にある自身名義の会社を通じて輸入を行って

いた、と明らかにした。 

 

２０１７年１０月１９日（木曜）             

政 治                        

「政令 制憲議会への宣誓拒否者は知事就任不可      

    ～与党多数の州議会が野党知事を拒否～」      

 

１０月１８日に与党１８名の新知事が制憲議会で宣誓

した（本号「制憲議会で与党１８州知事が宣誓」参照）。

一方で５名の野党新知事は宣誓式を欠席した。 

 

１０月１８日付の官報第４１，２５９号にて制憲議会は、

前日に宣誓した１８名の州知事を知事として認めた（当

該政令第１条）。 

 

加えて、第２条で、州議会は制憲議会にて宣誓をしない

当選者を知事と認めてはいけないとの決定を示した。 

 

２０１２年の州知事選で野党が勝利したのはミランダ

州、ララ州、アマゾナス州の３州。今回の選挙では、同

３州は全て与党候補が勝利した。 

つまり、野党が勝利した５州の州議会は基本的に与党派

の議員が多数を占めている。 
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早速、スリア州、タチラ州、ヌエバエスパルタ州、メリ

ダ州、アンソアテギ州でそれぞれ州議会が新知事を受け

入れない、あるいは新知事の補佐グループを州庁舎に入

れないという騒動が起きている。 

 

「カプリレス元知事 アルップ元議長に苦言」        

 

制憲議会への宣誓議論で野党内が混乱している。 

 

行動民主党（AD）のアルップ幹事長（元国会議長）は、 

法的に見て州知事に就任するために制憲議会に宣誓す

る必要はない。と言及する一方で、制憲議会への宣誓は、

当選した各自の判断で決めれば良い。とコメントした。 

 

加えて、同政党のアントニオ・エカリ副代表は、 

「個人的には制憲議会で宣誓することを否定しない。制

憲議会で宣誓することは制憲議会を正当なものだと認

めることを意味しない。制憲議会は憲法に準じない手段

で作られた組織だ。」と制憲議会での宣誓は特に問題な

いとの見解を示した。 

 

今回、野党が当選した５州のうちスリア州を除く４州は

行動民主党の党員で、政党としては制憲議会での宣誓に

ゴーサインを出していることになる。 

 

実際にヌエバエスパルタ州で当選したアルフレッド・デ

ィアス氏は 

「制憲議会への宣誓の問題で、長い時間を費やすことは

できない。このままだとヌエバエスパルタ州の民意が無

駄になってしまう。民意を反映させるために制憲議会で

宣誓する用意がある。だが、これは制憲議会に頭を下げ

ることを意味しない。」と発表した。 

 

今回の行動民主党の動きについて、第一正義党のカプリ

レス・ミランダ州知事は強いトーンでアルップ元議長を

非難した。 

 

「アルップ氏の見解を聞いて驚いている。同氏は制憲議

会への宣誓は当選した個人の自由だと発言した。制憲議

会への宣誓を個人の自由の問題で済ませるのであれば、

憲法に従う必要があるかどうかも個人の自由というこ

とになる。 

 

どうしてそのような立場が取れるのか。行動民主党は民

主主義の原則よりもポジションを優先するつもりなの

か。制憲議会に宣誓したものは国の裏切り者だ。 

 

そもそも今回の選挙は選挙システムが間違っている。投

票への不参加率が原因だったと国民を責める前に選挙

システムを変える努力をするべきだ。」と語った。 

 

カプリレス氏以外にも行動民主党の方針を非難し始め

る者が出てきている。 

最初から州知事選への参加に反対していたベネズエラ

主導党のマリア・コリナ・マチャド党首は、再び民意を

尊重する方針に回帰する必要があると訴え、マドゥロ政

権と対立姿勢を前面に示す米州機構のアルマグロ事務

局長のスタンスに賛同した。 

 

大衆意志党のフレディ・ゲバラ国会第一副議長もマリ

ア・コリナ・マチャド党首に賛同するコメントをツイッ

ターで投稿している。 

 

他、スペインと米州の元大統領らで組織される「スペイ

ン米州民主主義イニシアティブ（IDEA）」もアルマグロ

事務局長のスタンスを支持している（アルマグロ事務局

長のスタンスは「ベネズエラ・トゥデイ No.47」１０月

１６日付の記事「州知事選に対する国際社会の反応」を

参照）。 

 

なお、州知事選挙後に、アルップ元議長はテレビのイン

タビュー番組に出演し「アルマグロ事務局長の見解は現

在のところ我々の問題の助けにならない。」と答えてい

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
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「野党連合 今後の選挙参加について検討」           

 

今回の州知事選を通じてベネズエラ国民（特に野党支持

者）は選挙制度に対して、強い不信感を抱いたと言える。 

 

野党連合は選挙管理委員会（CNE）役員を変え、信頼で

きる組織による選挙運営を目指す方針を示したが、実現

は不透明だ。 

 

アルップ元国会議長は、「今後の選挙で参加率が更に下

がると懸念している。市長選挙、大統領選挙に野党とし

て参加するべきかどうか方針を決めよう。」と各政党に

訴えた。 

 

ミランダ州で敗北したカルロス・オカリス候補は「現在

の CNE の体制では選挙に参加しても意味がない。」と

の見解を示している。 

他、アラグア州で敗北したイスマエル・ガルシア候補も

同様の見解を示している。 

 

なお、マドゥロ大統領は自身の演説でスクレ市の市長選

にはホセ・ビセンテ・ランヘル氏を送ると早くも市長選

について言及を始めた。 

 

経 済                       

「第１５回 DICOM 別の通貨での清算を検討」            

 

ラモン・ロボ経済担当副大統領は第１５回目の DICOM

について、米ドル以外の通貨で清算が出来るか検討して

いることを明らかにした。 

 

「我々は米国の金融ブロックの被害者だ。国内製造業は

米国に苦しめられている。国内産業がこれ以上の被害を

受けないように別の清算手段を検討しており、おそらく

米ドル以外の通貨で清算されることになるだろう。」と

発表した。 

 

第１５回目の DICOM は８月３１日に実施され、２３

３社と１６，９５５名の個人が２，２７３万ドルを落札

したが清算が滞っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.28」

９月１日付の記事参照）。 

 

中央銀行は清算が止まっている理由はドイツ銀行にあ

るとして DICOM の公式ツイッターで非難したばかり

だった（「ベネズエラ・トゥデイ No.47」１０月１７日

付の記事参照）。 

 

社 会                        

「Odebrecht オルテガ元検事総長対策求める」          

 

１０月１８日 Odebrecht がブラジル最高裁に対して

オルテガ元検事総長へ賠償金を科すよう求めた。 

 

理由は司法契約により公開してはいけない機密情報を

オルテガ元検事総長が外部に漏らしたこと（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.46」１０月１４日付の記事参照）。 

 

同訴えに対して１０月１９日にオルテガ元検事総長が 

 

「全てのベネズエラ国民が政府の汚職の被害者である。

よって、彼らには問題の実情を知る権利がある。ベネズ

エラ政府には正義を裁くシステムが存在しない。犯罪者

が法を支配しているからだ。 

 

透明性を尊重せず、汚職を促進する Odebrecht の訴え

を残念に思う。」 

との声明を発表した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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「ベネズエラ 在ドイツ領事館を閉鎖」         

 

ベネズエラ外務省はドイツ・ミュンヘンにある領事館を

閉鎖することを決定した。同様に１０月１６日付けの官

報でマリアナ・サンチャス氏に対して、ミュンヘン領事

館の職を解くことを決定している。 

 

外務省は９月にフリオ・ボルヘス国会議長とメルケル首

相が面談したことについて抗議していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.30」９月６日付の記事参照）。 

 

「カベジョ PSUV 副党首 体調不良を公表」        

 

１０月１８日に行われた制憲議会での州知事宣誓式に

カベジョ PSUV 副党首（兼制憲議会議員）の姿がなかっ

た。 

 

また、毎週水曜 PM８時に国営放送 VTV で放送してい

る自身のテレビ番組「Con el Mazo Dando」も延期され

た。 

 

本件につき、カベジョ氏は自身のツイッターで 

「ひどい咳が出て医者と家族から安静を求められて参

加できなかった。」と投稿した。 

 

ただの風邪かもしれないが、具体的な病状は不明だ。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf

