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２０１７年７月２８日（金曜） 

 

政 治                   

  「７２%は制憲議会選挙に反対」 

  「国際社会から制憲議会に反対の声」 

  「市内のどこでも投票可能」 

  「副大統領 米国に約５億ドルの資産」 

経 済                   

  「コンビアサ他 航空会社が運航停止」 

「米精製会社 ベネズエラ産原油の輸入縮小」 

「並行レート １ドル１０，０００ボリ突破」 

「原油価格 １バレル４４．４２ドルに上昇」 

社 会                   

「コロンビア １５万人のベネズエラ人受入」 

（写真）ベネズエラ国営放送 写真ギャラリー ”制憲議会選挙で投票場に並ぶ有権者” 

２０１７年７月２９日（土曜） 

 

政 治                   

  「西元大統領 与党に姿勢転換を要請 

マドゥロ大統領は撤回を要求」 

  「抗議行動 各地で投票場破壊」 

  「野党 ７月３０日の抗議行動を発表」 

  「新判事 チリ大使館に保護要請」 

 

経 済                   

  「鉱業省 中央銀行に金を引き渡し」 

  「第１０回目 DICOM の結果公表」 

  「通貨供給量が３週間で２１％増加」 
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２０１７年７月２８日（金曜）           

政 治                      

「７２%は制憲議会選挙に反対」          

 

民間調査会社ダタナリシスによる世論調査によると７

２．７％の回答者が制憲議会選挙の実施に反対している。 

 

調査は２０１７年７月８日～１９日にかけて全国１，０

００世帯への聞き取りを行った結果。 

 

制憲議会選挙の実施に「強く賛成」「賛成」と回答した

人は全体の２０．４％、「強く反対」「反対」と回答した

人は７２．７％であった。特に「強く反対」との回答は

４８．３％と半数近くを占めた。 

 

 

 

なお、自身を「チャビスタ」と自称するもので制憲議会

選挙の実施に反対した人は「チャビスタ」全体の８．９％。

一方で「チャビスタ」を自称する全体の８９．７％は制

憲議会選挙の実施に賛成している。 

自称「野党派」の９１．８％は制憲議会の選挙に反対。

５．６％は賛成している。 

自称「中立派」の７４．０％は制憲議会の選挙に反対。 

１２．３％は賛成している。 

 

また、野党が制憲議会選挙に参加するべきかとの質問に

ついては半数以上が参加するべきではないと回答して

いる。 
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図： 憲法改定のための制憲議会選挙の実施に賛成ですか？

（出所）ダタナリシス

（単位：％）
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図： 野党は制憲議会選挙に参加するべきだと思いますか？

（単位：％）

（出所）ダタナリシス

２０１７年７月３０日（日曜） 

 

政 治                   

  「制憲議会選挙の結果公表 

投票率は４１．５３％」 

  「治安部隊との衝突で１０名が死亡 

アルタミラ広場で爆発 警官怪我」 

  「ルビオ議員 現政権への経済制裁を要請」 

「野党 制憲議会選挙の参加率は１２％」 

  「野党 今週の反政府デモの予定を公表」 

経 済                   

  「PDVSA 現地企業との提携を模索」 

「CLAP による選挙対策」 
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３０日の選挙についての参加意思を確認したアンケー

トでは「絶対投票しない」「投票しない」の回答は６６．

６％。「投票する」「必ず投票する」の回答は２５．１％

との結果が出ている。 

 

 

「国際社会から制憲議会に反対の声」         

 

７月３０日を直前に控え多くの国際社会が制憲議会選

挙の実施に反対している。 

 

２８日～２９日にかけて確認された諸外国の批判は以

下の通り。 

 

国連の人権委員会、チリ、スイス、スペインは制憲議会

選挙の開催停止を要請。プエルトリコ、メキシコ、米国

大使館は自国民に対して可能な限りこの時期にベネズ

エラへ行かないよう勧めた。また、カナダ大使館がベネ

ズエラに居住する自国民に対して国外退避を進めた。 

 

他、米国、欧州連合（EU）、コロンビア、ペルー、パナ

マ、コスタリカ、チリ、アルゼンチン、グアテマラ、ブ

ラジル、メキシコ、スペイン、カナダは制憲議会選挙の

結果を認めないと発表。米国による制裁に支持を示した。 

 

 

「市内のどこでも投票可能」            

 

７月２８日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表は３０日に開催される制憲議会選挙について、

有権者登録がされている市であれば、どの選挙会場でも

投票を可能にすると発表した。 

 

また、ミランダ州ロス・サリアス市、カリサル市の市民

は、ロス・テケス市のフランクリン・ヒルスポーツセン

ターで投票することとした。 

 

投票当日は暴動や道路が封鎖されるなど投票に不都合

が生じる可能性が高いための特別な措置とした。 

 

一方で、CNE の役員で唯一の野党派であるエミリオ・

ロンドン氏は、会場を限定しない特別措置に対して、二

重投票などが行いやすくなるため、特別措置はとるべき

ではないとコメントした。 

 

なお、制憲議会選挙の詳細についてはベネズエラ・ウィ

ークリー・レポート No.1 を参照されたい。 

 

「副大統領 米国に約５億ドルの資産」      

 

米国ミハエル・フィッツパトリック米国秘書官はコロン

ビア系の報道局 NTN24 にて、タレク・アイサミ副大統

領およびタレク氏に名義を貸していた人物の総資産は

米国だけで５億ドル近くになるとコメントした。 

米国はこの資金は中東系の麻薬組織を支援して得た資

金だと考えている。 

 

アイサミ副大統領はそもそも５億ドルの資産の存在自

体を否定。仮に、そのような大金を持っていれば国に寄

付するだろうと答えた。 
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図： ７月３０日にあなたは投票に行きますか？

（単位：％）

（出所）ダタナリシス

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c52a794d11422fc22b938734a3a87a19.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c52a794d11422fc22b938734a3a87a19.pdf
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経 済                      

「コンビアサ他 航空会社が運航停止」       

 

制憲議会選挙を前に多くの国際航空会社がベネズエラ

の運行を停止、あるいは運休を検討している。 

 

コロンビアのアビアンカ航空がボゴタ―カラカス間、リ

マ―カラカス間の運行を突然停止したことはベネズエ

ラ・トゥデイ No.12 で報じた。 

 

アビアンカ航空への対抗措置としてベネズエラの国営

航空コンビアサがボゴタへの運行を停止した。コンビア

サの国際線はリマとパナマシティのみとなる。 

 

この措置によりカラカス―ボゴタ間の運行は、一日一便

運航しているウィンゴ航空（コパ航空系でコロンビアを

拠点とする格安航空会社）のみとなる。 

 

制憲議会選挙を前にコンビアサ以外にエールフランス

航空とイベリア航空が８月１日までパリ便、マドリッド

便をそれぞれ運休するようだ。 

 

「米精製会社 ベネズエラ産原油の輸入縮小」    

 

ロイター通信は米国政府によるベネズエラへの経済制

裁を前にメキシコ湾の精製施設がベネズエラからの原

油輸入を減らすことを検討していると報じた。 

 

Valero Energy、Marathon Petroleum Corp 関係者は今

期から、これまでよりも軽質の原油の使用増やすことを

検討していると回答した。また、６月の Citgo 社による

ベネズエラ原油の輸入は日量７万バレル。Citgo 社は、

通常２０万バレル前後を輸入しており、輸入量が減って

いる。６月の米国向け輸出は日量４９．１万バレル。先

月比３２％減とのこと。 

 

 

「並行レート １ドル１０，０００ボリ突破」    

 

制憲議会選挙を前に並行レートが上昇を続けている。 

 

７月２８日、「DolarToday」が更新している並行レート

がついに１ドル１０，０００ボリバルを超えた。 

 

ベネズエラの公式な為替レートは２つ存在する。１つは

食料や医薬品、政府系組織の外貨需要を満たすための

DIPRO（１ドル１０ボリバル）と、それ以外の目的で外

貨を得る DICOM（７月３０日時点、１ドル２，８７０

ボリバル）。 

 

並行レートは公式な為替レートではないので、定まった

数字があるわけではないが「DolarToday」がウェブサイ

トで公開しているこの為替レートは政府を介さずに外

貨とボリバル通貨を両替する際の参考値となっており、

物価を上昇させる要因の一つと言われている。 
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「原油価格 １バレル４４．４２ドルに上昇」    

 

７月２４日～２８日のベネズエラ産原油の平均価格は 

４４．４２ドル／バレルで前週よりも０．９４ドル上 

がった。  

  

２０１７年の平均原油価格は４３．５６ドル／バレ 

ル。２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．４１ 

ドル高く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも 

１．０９ドル低い。 

 

社 会                       

「コロンビア １５万人のベネズエラ人受入」    

 

コロンビア外務省はベネズエラ人に対する特別滞在許

可措置を発表、２８日から有効となった。 

 

コロンビアへの一時滞在許可証（PTP）の有効期限が切

れていたとしても９０日間はコロンビアに滞在できる

というもの。１５万人のベネズエラ人を対象としている。 

対象者はコロンビア移民局のウェブサイトで申請する

必要がある。 

 

２０１７年７月２９日（土曜）            

政 治                       

「西元大統領 与党に姿勢転換を要請        

       マドゥロ大統領は撤回を要求」    

 

７月２９日 与野党の対話の仲裁役を担っていたロド

リゲス・サパテロ元スペイン大統領がマドゥロ大統領に

姿勢を変えるよう要請する文章が公開された。 

 

「今週は多くの与野党代表者と意見交換を行った。この

間の抗議行動により１００名を超える命が奪われた。 

 

 

この問題は対話でしか解決できないという主張を再度

繰り返す。対話の再開は多くのベネズエラ人が望んでい

るものだ。 

 

私自身は与野党代表者との対話を通して対話には具体

的な合意が必要であると認識した。そして、私は両者の

望みを理解した。 

 

決めなければいけないことは 

① 市長選挙、大統領選挙の実施スケジュールを決定す

ること。 

② 政治犯を解放するために与野党による真実の対話

を再開すること。 

③ 国会の無効状態を撤回すること。 

④ 憲法に準じた制憲議会選挙の新たな実施方法を決

めること。 

⑤ 公権力の合法性を確保するために自由で透明な選

挙を実施すること。 

⑥ 与野党が共同で経済問題を解決するための約束を

すること。 

 

これらがベネズエラの平和に必要。暴力行為を否定し、

民主主義的な権利の行使を支持する。 

 

問題の主要な責任者は政府である。現政権は姿勢を変え

ることが必要である。」 

 

マドゥロ大統領は上記の声明について、事前にサパテロ

氏から発表の相談を受けていなかったと苦言を呈し、内

容の撤回を求めた。 

 

「抗議行動 各地で投票場破壊」          

 

与野党の衝突が過激さを増している。治安部隊について

はいつも通り催涙弾やゴム弾、放水などで野党支持者の

抑圧を続けた。 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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野党支持者は街頭に出て、催涙弾を投げ返す、火炎瓶を

投げるなどの方法で対抗している。 

 

特に最近では制憲議会選挙を阻止しようという意図か

ら選挙会場に運ばれる投票機を破壊する、投票場を放火

するなどの行為が散見される。 

 

正確な数字は確認できないが、２９日の夜間に３名の死

者が確認されている。 

 

制憲議会選挙が終われば、選ばれた憲法改正メンバー５

４５名は新憲法を起草するために８月２日あるいは３

日から国会議事堂を占拠することになりそうだ。 

当然、野党および野党支持者が容認するわけはなく混乱

は８月も続くだろう。 

 

「野党 ７月３０日の抗議行動を発表」       

 

エンリケ・カプリレス・ミランダ州知事は７月３０日に

反政府デモを呼びかけた。 

 

同日１０時にサンタフェ、アルタミラ、ウニセントロ・

エルマルケス、カウリマレ、プラサブリオン、ベジョモ

ンテから出発し、フランシスコ・ファハルド高速道路の

ロス・ルイセスに集合する。他州も主要な道路を占拠す

るよう求めた。 

 

また、野党連合は３０日の AM４時から全国の道路を封

鎖するよう呼びかけた。 

 

「新判事 チリ大使館に保護要請」         

 

チリ外務省によると、国会に承認されたバジェ・ロドリ

ゲス最高裁判所新判事は２０１７年７月２９日にカラ

カスのチリ大使館に保護を求めた。 

 

 

バジェ・ロドリゲス氏は在カラカス・チリ大使の公邸を

訪れ直接身体の保護を希望した。 

 

経 済                      

「鉱業省 中央銀行に金を引き渡し」         

 

ホルヘ・アレアサ鉱業開発・エコロジー相は、ボリバル

州のオリノコ鉱物地域から３カ月間で３，００７キロの

金を採掘したと発表した。 

 

この約３トンの金は中央銀行に保管される。ベネズエラ

の国営金採掘会社Minervenと鉱物系の大企業との合弁

会社が採掘した。 

 

４月１８日に２３８キロ 

５月４日に３１３キロ 

５月１８日に４５３キロ 

６月２日に４０７キロ 

６月３０日に２５０キロ 

７月７日に５７７．５キロ 

７月２９日に７６９キロ 

 

採掘された金は軍の輸送会社（Emiltra）が搬送するとの

こと。３トンの金は現在の評価額で約１．２億ドルにな

る。 

 

なお、金の売却が理由かどうかは不明だが７月２１日に

外貨準備が１．８億ドル増加し、７月２７日時点の外貨

準備高は１００．８億ドル（暫定値）。 

 

「第１０回目 DICOM の結果公表」         

 

中央銀行の外貨競売委員会は第１０回目の  DICOM 

の落札結果を公表した。 

今回も特別競売。国内で製品を生産するための原材料、

資材を輸入する企業に対して外貨を割り当てた。  
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落札レートは１ドル２，８７０ボリバル 

（前回から６０ボリバル上がった） 

落札総額は２，６９９万ドル。  

法人への外貨割り当ては３６１社、１，８６１万ドル。 

個人は２９，０８６人に８３８万ドルが割り当てられた。 

 

法人については、農業部門に３５．４％、工業部門に５

２．６％に外貨が割り当てられた。また外貨を割り当て

た法人の申請理由は６４．６％が原材料輸入のため。２

７．３％が設備・部品輸入のためであった。 

  

詳細は DICOM 専用ウェブサイトより確認できる。 

 

「通貨供給量が３週間で２１％増加」        

 

ベネズエラ・ウィークリー・レポート No.4 で、ベネズ

エラの通貨供給量が１７年６月末時点で２２兆ボリバ

ルと説明した。 

 

この通貨供給量が７月に急上昇しており、７月２１日時

点では２７兆ボリバルになった。国内に流通している現

金（金融機関が保管している現金を除く）と預金残高の

合計が３週間で２１．１％増加したことになる。 

 

選挙対策でのバラマキが行われたと思われるが、数字だ

けで正確なところは確認できない。通貨供給量の増加は

インフレを加速させるため、今後一層のインフレが懸念

される。 

 

２０１７年７月３０日（日曜）            

政 治                       

「制憲議会選挙の結果公表 投票率は４１．５３％」     

 

制憲議会選挙の結果について、７月３０日 PM１１時３

０分にティビサイ・ルセナ CNE 代表から第一報が公表

された。 

 

選挙への参加率は４１．５３％ 

投票数は８，０８９，３２０票 

 

第一報の時点で当選者全員が決まっているわけではな

く、詳細は追って CNE のウェブサイトで公表される。 

速報として発表された当選者の中で主な人物は以下の

通り。 

 

・シリア・フローレス 

・デルシー・ロドリゲス 

・イリス・バレラ 

・ヘスス・ファリア 

・アリストブロ・イストゥリス 

・カルメン・メレンデス 

・ディオスダード・カベジョ 

・ダリオ・ビバス 

 

なお、先住民枠は彼らの方式に則り８月１日に決定され

るため、先住民枠８名はまだ決まっていない。 

 

暴力行為により場所を変える必要があり、一部の地域で

は PM１０時３０分まで投票が完了しなかった。 

 

 

（写真）国営放送 ティビサイ・ルセナ CNE 代表 

“７月３０日 制憲議会選挙結果を公表” 

 

 

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-010-17/
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「治安部隊との衝突で１０名が死亡          

     アルタミラ広場で爆発 警官怪我」       

 

検察庁は反政府デモの結果、７月３０日に１０名の死者

が出たことを公表した。 

 

死者が確認されたのはメリダ州、タチラ州、スリア州、

ララ州、スクレ州。 

 

確認できた情報では、タチラ州で国軍のロナルド・ラミ

レス氏（１７歳）、民間人のホセ・カルデナス氏（１３

歳）が殺害された。 

 

メリダ州では２名が死亡。うち１名は３０日の早朝に選

挙が行われる前に死亡が確認された。ララ州バルキシメ

トで１名が銃殺。 

 

また、スクレ州の民主行動党（Accion Democratico）に

所属するリカルド・カンポ氏が殺害された。 

 

スリア州でも 1 名の死者が確認されたが詳細は語られ

なかった。 

 

また、日本人駐在員が多く住むチャカオ市のアルタミラ

広場で午後に大きな爆発が起きた。警官が負傷したと報

じられている。 

 

「ルビオ議員 現政権への経済制裁を要請」     

 

制憲議会選挙の実施を受けて、マルコ・ルビオ米国共和

党議員はトランプ大統領に対してベネズエラ政府への

経済制裁を行うよう要請した。 

 

既に米国の制裁について多くの報道が流れており、経済

制裁は早ければ７月３１日（月曜）にも発表される見通

しだ。 

 

ウォール・ストリート・ジャーナル紙が米国の政府関係

者に確認した情報によると、追加でベネズエラの政府関

係者が米国内の資産の凍結やビザを停止される見通し。 

 

他、米国からベネズエラへ石油製品や精製用の材料など

を輸出することは禁止される可能性があるとのこと。 

また、PDVSA へ何らかの金融制裁が科される可能性が

ある。一方で、原油輸入の禁止措置は行われないだろう

と報じているようだ。 

 

「野党 制憲議会選挙の参加率は１２％」      

 

野党連合は自身が入手した情報によると、７月３０日の

選挙参加率が１２％、投票数は２４８．３万票だったと

報じた。 

 

この数字は CNE の報じた数字と大きく異なっている。 

 

また、野党が７月１６日（日曜）に実施した国民投票の

数字よりも多かったことも野党には受け入れがたい。 

 

野党及び欧米諸国からは CNE の公表値が否定されるこ

とが予想される。 

 

なお、フレディゲバラ国会第一副議長は３０日の反政府

デモによる死者数は１７名に上ったと発表している。 

 

「野党 今週の反政府デモの予定を公表」      

 

フレディゲバラ国会第一副議長はツイッターで今週の

反政府デモの予定を公表した。内容は以下の通り。 

 

・７月３１日（月曜）正午０時～ 行動を停止 

      （運転していたら運転を停止するなど） 

       同日  PM１７時～ デモ行進 

（フランシスコ・デ・ミランダ通り） 
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・選挙実施から７２時間後（つまり、８月２日あるいは

３日と思われる）に反政府デモを実施する。 

具体的な内容は現在のところ不明。 

 

経 済                        

「PDVSA 現地企業との提携を模索」          

 

PDVSA のデル・ピノ総裁はスリア州で開かれた企業と

の会合で 

 

「マラカイボ湖近隣には５０億バレルの原油が埋蔵さ

れており、潜在性が高い地域。ベネズエラの現地企業と

石油プロジェクトを深化させたい。」と発言した。 

 

「CLAP による選挙対策」                    

 

マルコ・トーレス食糧相は７月だけで４３万６，１３８

世帯にCLAPの下部組織ALIMCA,C.A.を通じて食料を

販売したと発表した。 

 

ALIMCA 社のミゲル・フローレス社長は７月にカラボ

ボ州で５．４万世帯が CLAP に登録された。今後彼らに

は CLAP を通じてバランスのとれた食料が供給される

と発表した。 

 

なお、選挙会場の一つであったポリエドロ（展示会など

が開催される大規模会場）では CLAP が食料を販売し

ており、大勢の市民が並んでいたようだ。 

 

野党支持者らは、選挙に来させるために CLAP を利用

していると政府のやり方を非難している。 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

野党側の写真 

 

（写真）Primero Justicia 投稿写真 

「ポリエドロ大投票会場の写真」 

与党側の写真 

 

 

（写真）ベネズエラ国営放送 

「ポリエドロ大投票会場の写真」 

以上 


