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（写真）大統領府 “３月５日に開催された ALBA 首脳会合に参加する反米左派政権代表ら” 

 

 

２０１８年３月５日（月曜） 

 

政 治                    

 「野党連合 国連に監視団派遣しないよう要請」 

 「急進野党 民主主義回帰のための９の提案」 

「ALBA 加盟国 米州首脳会議への 

ベネズエラ受け入れ拒否を非難」 

経 済                    

 「国会 １７年の経済成長率は△１３．２％」 

 「PDVSA は５月から ONGC VIDESH へ不払い」 

社 会                    

 「ＢＢＣ ベネズエラへの送金は１５億ドル」 

 「３月５日はチャベス没５周年」 

２０１８年３月６日（火曜） 

 

政 治                   

 「Smartmatic サービス提供を停止」 

 「マドゥロ政権 離反軍人らを処分」 

 「市民団体 大規模な抗議集会を組織」 

 「ファルコン AP 党首 NYT に記事投稿」 

経 済                   

 「副大統領 新 DICOM を通じてペトロを売却」 

 「国会 ペトロ発行は違法行為と批判」 

 「ボリバル紙幣のブラックマーケット」 

社 会                    

 「FORBES ベネズエラから２名の億万長者」 
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２０１８年３月５日（火曜）             

政 治                       

「野党連合 国連に監視団派遣しないよう要請」       

 

国会の外交政策委員会は、国連に対して５月２０日の選

挙に監視団を派遣しないよう要請する書簡を発送した。 

 

 

国会は１５年１２月６日に１，４００万人超の有権者の

声を受けて選ばれた組織である。 

 

国会の外交政策委員会は１８年２月２７日に１８年４

月２２日の選挙を非難することで合意した。 

 

ベネズエラの選挙当局により発表された選挙は適切な

プロセスを経ておらず、詐欺の選挙で真の意味で自由で

はない。 

 

ドミニカ共和国で与野党対話に参加した与党に認識さ

れた野党連合（MUD）の交渉団のうち第一正義党（PJ）、

大衆意志党（VP）、MUD の３党は不当に政党を無効化

された。 

 

国連に対して、真の意味で競争的で自由な選挙ではない

ことを理由に５月２０日に予定されている見せかけの

選挙に監視団を派遣しないよう求める。 

 

国会 外交政策委員長 ルイス・フロリダ 

 

 

野党４党が野党の主要政党として認識されている根拠

は１５年１２月の国会議員選挙だ。 

他方、発展進歩党（AP）、キリスト教社会党（Copei）、

社会主義行動党（MAS）は少数政党で民意の意味では明

らかに劣る。民意で選ばれた国会として、５月の大統領

選に参加しないように求めた意味は決して小さくない。 

「急進野党 民主主義回帰のための９の提案」         

 

急進野党で構成される団体「Soy Venezuela」は、民主主

義会議のために必要な９の提案を発表した。 

 

１．大統領選の再選の禁止 

２．大統領選の決選投票を実施する 

３．独立性の高い司法システムを構築する 

４．軍部の規律を取り戻す 

５．中央銀行の独立性を確保する 

６．全てのベネズエラ人が平等な権利を持つ開かれた経

済を構築する 

７．国民の治安を守る仕組みを構築する 

８．国と地方自治体の適切な関係を再構築する 

９．自由と人権を重んじる国の仲間入りをする 

 

「ALBA 加盟国 米州首脳会議への              

       ベネズエラ受け入れ拒否を非難」                  

 

３月５日 カラカスで米州ボリバル同盟（ALBA）の首

脳会合が開催された。 

 

ALBA はアンティグア・バーブダ、バルバドス、ボリビ

ア、キューバ、ドミニカ国、エクアドル、グラナダ、ニ

カラグア、サンビセンテ・グラナディン諸島、スリナム、

ベネズエラの１１の国からなる同盟組織。 

 

とは言え、首脳クラスが出席したのはキューバ（ラウル・

カストロ国家主席）、ボリビア（エボ・ボラレス）、ニカ

ラグア（ダニエル・オルテガ）、ドミニカ国（ルーズエ

ルト・スケリット首相）に留まった。 

 

会合では４月１３、１４日に予定されている米州首脳会

合でベネズエラの参加を拒否する決定を下した一部の

国を非難する声明を承認した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年３月５日～３月６日報道            No.１０７   ２０１８年３月７日（水曜） 

3 / 8 

 

また、同会合に出席したサンビセンテ・グラナディン諸

島のカミロ・ゴンサレス財務相は、ベネズエラが４月の

米州首脳会合に参加できるようにするためにグループ

を組織すると発表した。 

 

４月の米州首脳会議へのマドゥロ大統領参加を巡る議

論はまだ続きそうだ。 

 

なお、後述するが３月５日はチャベス元大統領の亡くな

った日でもある。マドゥロ大統領はチャベス大統領の没

５周年を記念し、各国の関係者に対してチャベス大統領

をかたどった記念メダルを贈呈した。 

 

 

（写真）報道を抜粋 

 

経 済                        

「国会 １７年の経済成長率は△１３．２％」           

 

３月５日 国会は２０１７年の経済成長率が△１３．

２％だったと発表した。 

 

ホセ・ゲラ議員とラファエル・グスマン議員は 

「ベネズエラで起きている不況は普通の不況ではなく、

構造的に問題があることを証明している。１７年の経済

成長率は△１３．２％で、前年の△１２．５％から更に

悪化した。 

 

国内経済が大きく後退した一番の要因は原油価格が上

昇したにもかかわらず、石油産業が崩壊してしまったこ

と。 

 

また高インフレにより、国民の購買力が減退し、国内消

費が落ち込んだ。民間セクターへの外貨割り当てが十分

ではなく、国内生産が停止してしまった。政府が主導し

ていた住宅建設も停止しており建設業界は著しく落ち

込んだ。」 

と政府の政策を非難した。 

 

「PDVSA は５月から ONGC VIDESH へ不払い」         

 

ブルームバーグは PDVSA が１７年５月からインドの

ONGC VIDESH への支払いが遅れていると報じた。 

 

ONGC VIDESH は０９年にオリノコ石油地域サンクリ

ストバル鉱区４０％の権益を得るため、２億ドルを投資

し、PDVSA と合弁会社を設立した。 

 

１６年１１月に署名された協定よると PDVSA は

ONGC VIDESH へ５億３，７００万ドルの配当金を支

払うところを８，８００万ドル支払うことで合意してい

る。 

 

同じく１６年１１月にエルロヒオ・デル・ピノ当時

PDVSA 総裁が ONGC VIDESH の社長と面談し、未払

いの配当金を原油で支払うことを提案したが、合意に至

らなかったと報告している。 

 

 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年３月５日～３月６日報道            No.１０７   ２０１８年３月７日（水曜） 

4 / 8 

 

社 会                        

「ＢＢＣ ベネズエラへの仕送りは１５億ドル」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.106」３月３日付の記事で

紹介したが、最近ではベネズエラ向けの仕送りに関する

報道を多く目にする。 

 

BBC MUNDO のレポートによると、１７年のベネズエ

ラ向けの仕送りは１２～１５億ドルに達すると書かれ

ている。一回の送金は７５～１００ドル相当と決して大

きな金額ではない。また、上記仕送りの８０％は並行レ

ートで換金されていると予想した。 

 

同レポートではコロンビアに隣接するタチラ州サンク

リストバル市のランドルフォ・エルナンデス氏（３４歳）

の生活を取材している。 

 

エルナンデス氏は１カ月前からコロンビアの親族から

１８．５万ペソ（約６５ドル）の仕送りを受け取ってい

る。親族が１カ月で稼ぐ収入の４分の１にあたるようだ。 

 

並行レートでボリバル通貨に両替され、エルナンデス氏

の口座に１，１００万ボリバルが着金した（つまり、１

ドル約１７万ボリバルで両替した）。 

 

エルナンデス氏はこの仕送り金額は、同氏が１カ月働い

て得られる収入の５０倍だと答えた。現在の最低賃金は

１カ月前であれば２５万ボリバル弱だったので、５０倍

くらいになる。 

 

「３月５日はチャベス没５周年」                  

 

３月５日は故チャベス元大統領が亡くなった日だ。彼が

亡くなったのは１２年１０月に行われた大統領選で当

選した直後の１３年３月だったので５年経ったことに

なる。 

 

本当は３月５日よりも前に亡くなっていたという噂も

あるが、直前まで癌の治療のためキューバにいたことも

あり真相は分からない。 

 

マドゥロ大統領はカデナ（国内のテレビ、ラジオを強制

的に政府の放送に切り替える放送）を流し、チャベス大

統領の死を悼んだ。 

 

 

（写真）大統領府 

“チャベス大統領の死を悼むマドゥロ大統領” 

 

２０１８年３月６日（水曜）              

政 治                        

「Smartmatic サービス提供を停止」          

 

３月６日 ベネズエラの選挙サービスを提供している

Smartmatic 社は選挙システムを保証できないとして、

ベネズエラでの事業を停止すると発表した。 

 

同社は１７年７月末に実施された制憲議会選挙の結果

が不正に操作されている可能性が高いと非難した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.15」８月２日付の記事参照）。 

 

Smartmatic 社は自社のサイトで 

「１５年の間に１４回の選挙をサポートし、ベネズエラ

の公平で監査された選挙を保証してきたが、弊社はベネ

ズエラでの事業を閉鎖する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/82b7f507192890910d52c4ab3e25875d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
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閉鎖の理由は制憲議会選挙が我々のもつ数字と異なる

結果であったこと。弊社は１７年１０月、１２月の選挙

には参加しておらず、選挙結果の正確さが保証できない。 

 

Smartmatic は世界４０カ国で選挙当局向けのサービス

を提供している。弊社は安全で公平で透明性の高い選挙

が実施されることを願っている。」 

との文章を発表した。 

 

「マドゥロ政権 離反軍人らを処分」           

 

マドゥロ大統領は反逆を企てた罪で２４名の軍人を罰

した。 

 

本決定は２月２８日付の官報で明らかになった。官報に

は２４名を罰する理由として「暴力的な手段で政権交代

を企てた罪」を挙げている。 

 

誰もが認識している秘密だが、軍人の中でもベネズエラ

政府の振る舞いに不満を感じているグループは存在し

ており、クーデターの可能性は常にある。 

 

罰則を受けた２４名のうち１３名は士官クラス。中には

ずいぶん前から公に政府に反旗を翻した軍人や、実際に

クーデターを行った軍人も含まれる。士官クラスの１３

名は役職を剥奪されたが、除隊は命じられていない。一

方で残りの１１名は除隊処分となった。 

 

０９年から自宅軟禁措置を受けているラウル・バドゥエ

ル将軍。大衆意志党（VP）に転身し米国に亡命したアン

トニオ・リベロ将軍。閣僚を経験し現在は米国で情報提

供者となっているエルベルト・ガルシア・プラサ将軍。

１７年８月にバレンシアでクーデター未遂事件を起こ

したカグアリパーノ隊長などが含まれる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.16」８月６日付の記事参照）。 

 

 

「市民団体 大規模な抗議集会を組織」          

 

３月６日 民主主義の擁護を訴える政治家、大学教授、

一般市民らをベネズエラ中央大学の講堂に集め集会を

実施。会場には大勢の人が参加した。 

 

このイベントは市民団体の呼びかけで行われた集会で

はあったが、第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、行動

民主党（AD）、新時代党（UNT）などの主要政治家も多

く参加していた。 

 

グロボビシオンの元記者アルバ・セシリア・ムヒカ氏は

演説で現政権を非難した。 

１．マドゥロ政権は民主主義と自由と進歩の敵である。 

２．制憲議会は憲法で保障された人権、自由な投票と公

権力の機能をゆがめる存在である。 

３．食料品と医薬品をベネズエラに普及させるための緊

急的な人道支援を求める。 

４．質の良い教育を受ける権利と治安のよい社会、安全

で効率性のある医療サービスを求める。 

５．権力が分離した公権力をもとめる。 

６．より組織だった国民に支持される問題の解決手段を

考える。 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

“ベネズエラ中央大学講堂に集まる野党支持者ら” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
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「ファルコン AP 党首 NYT に記事投稿」         

 

米国メディア「ニューヨークタイムス」は５月の大統領

選に出馬したヘンリー・ファルコン AP 党首の記事を投

稿した。 

 

 

２月２７日 私は大統領選への出馬登録をした。ベネズ

エラ国民は今の政府を望むのか、違う政権を望むのかを

決める権利があると考えるからだ。 

 

私の仲間である野党連合の一部は、公平で自由な選挙を

求めるため大統領選に参加しないことを決めた。政府の

職権乱用を告発することは正しい。マドゥロ政権は野党

のリーダーを迫害し、政党を解体した。 

公権力は歳出を選挙キャンペーンのために気まぐれに

使用している。ベネズエラの選挙は政府に有利にできて

いる。 

 

我々が選挙に参加することを懸念する者たちは、まやか

しの選挙を公式に認めることになると考えている。同様

に我々の決断が国際社会の支持を失墜させるかもしれ

ないと考えている。 

 

彼らの懸念はもっともだ。ただし、マドゥロ政権を６年

続かせる機会に選挙を棄権するべきではない。公平では

ない選挙に参加することが、不正な選挙を認めることに

はならない。我々がしたいのは国民の投票という権利を

行使させることだ。もし、政府が選挙を奪うのであれば、

その時は我々とともに街頭に出よう。 

 

私は投票を棄権する方針には反対だ。これまで選挙をボ

イコットして得られたものはほとんどない。選挙を放棄

するほど、野党の力は失われる。Brookings 研究所の調

査では、世界で起きた１７１の選挙ボイコットの９６％

は失敗している。 

 

それに対して、チリのピノチェト政権など投票を通じて

抵抗の意志を示す手段はより成功する可能性が高い。 

 

２００８年のジンバブエ以外、ハイパーインフレーショ

ンが起きている最中に投票で政権が勝利した国はない。

この機会に投票をボイコットするのは完全に選択ミス

だ。 

 

世論調査はベネズエラ人が大統領選に投票したいとの

意見が多いことを証明している。米国のアトランティッ

クカウンシルの調査では６９％が投票の意思があると

回答している。野党支持者でも５８％は現在と同じ投票

制度だったとしても投票したいと考えている。 

野党支持者の多数が投票を志向しているにもかかわら

ず野党連合はボイコットをしようとしている。 

 

我々が選挙に参加したことで野党が分裂しているとい

う非難に同意する。しかし、ベネズエラ国民の多数派が

投票を求めているのであれば、私の責任は政党の求めで

はなく国民の求めに従うことだ。 

 

この６年間でマドゥロ政権は経済を壊滅的な状況に追

いやった。ラテンアメリカの歴史で最もひどい状況だ。

最低賃金で生活している労働者は日々の生活を営むこ

とが出来ない。２７％の国民が一日３食を食べることが

出来ない。ベネズエラ人は更に６年も今の政権下で空腹

と汚職と非効率にさいなまれることは出来ない。 

 

私の政策の最優先事項は、食事を食べることなく寝る子

供を無くすことだ。国際社会からの支援の方策を探す。

二国間、多国間での協力スキームを検討する。食料品、

医薬品を普及させる。空腹を無くすため条件付きの現金

給付も行う。また、考えが異なるという理由で投獄され

た全ての政治犯を解放する。 
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今日のベネズエラの恥ずべき状況は２０年に渡る非効

率な経済運営のせいだ。ベネズエラは世界一の原油埋蔵

量を誇る国だ。９８年～１２年にかけて原油価格高騰を

享受した。 

 

残念なことに過去の幸運は無駄に支出され奪われてい

った。ベネズエラ人は持続可能な社会を構築するために

自国の財政を誠実に管理することを求める権利がある。 

 

過去にさかのぼれば、ベネズエラは難民の受け入れ国だ

った。今は我々の隣人が救いの手を差し伸べてくれてい

る。 

 

私はラテンアメリカのベネズエラに生まれたことに誇

りを持っている。今、我々は大事な戦いの時期に来てい

る。ベネズエラ国民の投票意思は政府のこん棒よりも強

い。 

 

経 済                       

「副大統領 新 DICOM を通じてペトロを売却」            

 

３月６日 タレク・アイサミ副大統領は新 DICOM の

競売を通じてペトロを売却すると明らかにした。 

 

「ペトロは新 DICOM を通じて競売にかけることを決

定した。ボリバル経済アジェンダを推進するための取り

組みだ。 

 

ペトロが合法的に使用できるようにするために制度、規

則の変更を検討している。 

 

経済アジェンダに含まれる１５の経済原動セクターは

ペトロの事前売却に参加することが出来る。」 

と発言した。 

 

 

 

気になるのは 

「経済アジェンダに含まれる１５の経済原動セクター

はペトロの事前売却に参加することが出来る。」という

部分だろう。 

 

ペトロの購入マニュアルでは事前購入が出来る人に限

りがあるという説明はされていなかった。だが、現状を

考えれば一般の人が購入できないのは明らかだ。数人の

ベネズエラ人にペトロを購入できたか聞いてみたが、何

かしらの理由でペトロを購入した人はいなかった。 

 

３月２０日からは事前売却の次のステージに入るよう

だ。２０日以降は実際に購入できたと言う記事がみられ

るかもしれない。 

 

「国会 ペトロ発行は違法行為と批判」          

 

３月６日 国会で財政委員会のラファエル・グスマン氏

はペトロの合法性について議論することを提案した。 

 

「ベネズエラではボリバルのみが憲法が定める通貨で

ある。政府は新しい通貨を発行することはできない。仮

に通貨を発行するとしても、それは政府ではなく中央銀

行でなければならない。」 

 

また、ボリバル州のフランシスコ・スクレ議員は、 

「埋蔵されている地下資源を担保にすることを禁止し

た鉱山採掘法１２条に違反している。ペトロは完全に無

効であることを国会として訴えるべきだ。」と主張した。 

 

最終的に以下の３点が国会で合意された。 

 

１．ペトロは憲法に違反した存在であり無効 

２．ペトロへの投資が不法行為であると警告する 

３．ペトロの使用を強制する政府を非難する 
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「ボリバル紙幣のブラックマーケット」              

 

物価の高騰に伴い現金価値がどんどん下がっている点

についてはこれまでも紹介してきた。 

 

現金で支払うことができる財が減っている一方で、現金

でないと支払うことが出来ないものもある（例えばゴル

フのキャディーフィーなどのチップ）。 

 

高額紙幣を欲しがる人が増えているため、高額紙幣にプ

レミアムがついているようだ。 

 

例えばＡ氏から１０万ボリバル札をもらうために、Ａ氏

の口座に２０万ボリバルを送金するなど。 

 

経済調査会社 Sintesis Financiero のタマラ・エレラ氏は

現金の違法マーケットは中央銀行の無秩序な金融政策

のせいだと訴えた。 

 

社 会                        

「FORBES ベネズエラから２名の億万長者」           

 

米国の雑誌 Forbes は世界の億万長者リストを発表した。

同リストによると、２名のベネズエラ人の名前があがっ

ている。 

 

１人目は Juan Carlos Escotet 氏。ベネズエラの金融機関

バネスコのオーナーだ。Forbes によると彼の資産は４

４億ドルで世界ランキング４８０位（昨年は５０１位）

だという。 

 

２人目はメディア業界で有名な Cisnero グループのオ

ーナーGustavo Cisneros 氏。総資産は１１億ドルで１，

９９９位。昨年から１０００位以上も順位が下がったよ

うだ。 

 

 

なお、大統領選出馬が望まれていたポラールのロレン

ソ・メンドーサ社長は、２０１６年は１５億ドルで１，

１９８位だったが、１７年、１８年はリストから名前が

外れている。最も多いときは２００７年で当時の総資産

は４０億ドルと予想されていた。 

 

以上 

 


