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（写真）ヘンリー・ファルコン元ララ州知事 “与党のカルメン・メレンデス候補に敗北したと宣言” 

 

２０１７年１０月２０日（金曜） 

 

政 治                   

 「制憲議会で宣誓しない場合、再選挙を示唆」 

「Smartmatic 社 CNE の未払いを訴え」 

 「今月２６日にリマグループ会合を開催」 

 「キリスト教団体 CNE を非難」 

 「ボリバル州野党候補 国際社会に不正を訴え」 

経 済                   

 「米国議員 石油取引の停止を示唆」 

 「PDVSA Petroindependencia を視察」 

「Nestle 社、Monaca 社 材料不足で生産停止」 

２０１７年１０月２１日（土曜） 

 

政 治                   

 「欧州連合 CNE の不透明な州知事選を非難」 

 「ボルヘス議長 不正を訴えるため外国訪問」 

 「トーレアルバ 野党連合急進派を非難」 

 「元ララ州知事 大統領選出馬について言及」 

経 済                   

 「Nustar 社 PDVSA の貯蔵施設の使用を停止」 

 「ベネズエラ公社債投資についてコメント」 

 「原油価格は１バレル５０．４９ドル」 

 「経済担当副大統領 大企業の査察を強化」 
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２０１７年１０月２０日（金曜）             

政 治                       

「制憲議会で宣誓しない場合、再選挙を示唆」       

 

１０月１５日の全国州知事選で当選した５名の新知事

は制憲議会での宣誓を拒んでいる（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.48」１０月１９日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は、制憲議会に知事就任を宣誓しない場

合は、再び選挙を実施すると発言している。 

 

前スリア州知事アリアス・カルデナス氏の秘書官を務め

るジョバーニ・バジャラボス氏は、 

「もし、スリア州知事として当選したファン・グアニパ

氏が制憲議会で宣誓しないようであれば、CNE が３０

日以内に新たな州知事選を行うまでスリア州議会のマ

グデレイ・バルブエナ議長に一時的な知事職を担っても

らわなければいけない。」 

 

 

 

他、アンソアテギ州も同様の発言が出ている。 

 

アンソアテギ州のフリオ・ミジャン州議会議長はラジ

オのインタビュー番組で、 

「バレット・シラ氏は法律に従い、制憲議会に宣誓しな

ければいけない。宣誓がなければ州議会規則第１２８

条に基づいた知事の就任手続きを行うことが出来ない。 

シラ氏が宣誓をしないで１０日が経過した場合は州議

会議長が一時的に知事職を担う。」と発言している。 

 

基本的に他の３州（ヌエバエスパルタ州、メリダ州、タ

チラ州）も状況は同じであろう。当選した野党知事は宣

誓の是非をすぐに決めなければならない。以下は、当選

した野党知事５名の顔写真と名前、得票数と得票率。 

 

アンソアテギ州 

メリダ州 

ヌエバエスパルタ州 

 
タチラ州 

 

スリア州 

 

 

２０１７年１０月２２日（日曜） 

 

政 治                   

 「ハウア教育相 市長選は今年の１２月末」 

 「ボルヘス議長 制憲議会での宣誓を拒否」 

 「不正行為は３５０万人の票に影響」 

経 済                   

 「中国・ベネズエラ政府が会合」 

 「ボルヘス議長 人道支援と債務再編を訴え」 

 「ホセ・ゲラ議員 債務返済についてコメント」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
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「Smartmatic 社 CNE の未払いを訴え」         

 

１０月２０日 投票システム会社 Smartmatic 社はマド

ゥロ政権が２０１５年の国会議員選挙から支払いを履

行していないことを明らかにした。 

 

また、１０月１５日に実施した州知事選挙は

Smartmatic 社によるサポートはほとんど無く、投票シ

ステム用のソフトウェアを CNE に提供したくらいだっ

たと明らかにしている。 

 

同社は制憲議会の選挙で不正があったことを告発し、契

約関係を解除されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.15」

８月２日付の記事参照）。 

 

Smartmatic 社のプレスリリース 

「 Smartmatic no participo en las eleccion regionals 

Venezuela 2017」 

 

「今月２６日にリマグループ会合を開催」                 

 

カナダのフリーランド外相は、ベネズエラの民主主義問

題を議論するため、１０月２６日（木曜）オタワにリマ

グループ１２カ国が集まると発表した。 

 

カナダのフリーランド外相は 

「カナダはベネズエラの政治経済情勢の悪化に強い懸

念を持っている。 

我々（リマグループ）の目的は明確。平和的にベネズエ

ラの危機的な状況を解決し、全てのベネズエラ人の民主

主義と人権の尊重を再び取り戻したいと考えている。」 

 

リマグループは、８月にペルー外相の呼びかけで集まり、

マドゥロ政権への非難を発表した１２カ国で構成され

る。 

 

 

グループ参加国はアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チ

リ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラ

ス、メキシコ、パナマ、パラグアイ、ペルー。 

 

参加国の中でもマドゥロ政権への非難の度合いは異な

るが、カナダは特にマドゥロ政権を強く非難する立場に

ある。 

 

９月にはマドゥロ大統領と他３９名のベネズエラ政府

高官に個人制裁を科している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.37」９月２２日付の記事参照）。 

 

「キリスト教団体 CNE を非難」             

 

キリスト協団体は選挙管理委員会（CNE）が州知事選の

際に与党に裨益するような決定をしていたことを非難

した。 

 

「CNE は国内外の様々な団体の求めを無視し、再び政

治的に不平等な決定を行った。CNE は与党へのサービ

スを行うための組織になっている。 

 

選挙を通じた新知事の選定は、希望の道に光をともした

が、結果は新たな懸念と更なる緊張、将来の対立を生み

出すだけだった。 

 

州知事選では野党派の候補者の変更を妨げ、投票直前に

選挙会場を変えるなど、複数の不正行為が行われた。外

国からの監視団もいなかった。これらの不平等な行為は

選挙への参加意欲を失わせる結果となった。 

 

国民が自由に表現できると信じられるような、倫理と正

義を取り戻す必要がある。与党に有利な選挙システムが

出来ているが、それでも投票という平和的な解決手段を

放棄してはいけない。」 

と声明を発表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
http://www.smartmatic.com/es/noticias/articulo/smartmatic-no-participo-en-las-elecciones-regionales-venezuela-2017/
http://www.smartmatic.com/es/noticias/articulo/smartmatic-no-participo-en-las-elecciones-regionales-venezuela-2017/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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「ボリバル州野党候補 国際社会に不正を訴え」         

 

ボリバル州の野党候補だったアンドレス・ベラスケス氏

は引き続き選挙の不正を訴えている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.47」１０月１７日、「ベネズエラ・トゥデイ

No.48」１０月１８日付の記事参照）。 

 

アンドレス・ベラスケス氏は CNE と発表値が異なる投

票会場の集計資料など証拠を提示し、偽証行為を訴えた。

また、国際社会に今回の不正行為を訴えると発言してい

る。 

 

また、ベラスケス氏の選挙サポートを務めていたダニエ

ル・ピエトリ氏は 

「CNE はボリバル州の投票結果をひっくり返すために

何枚も投票者リストを偽造した。CNE の罪は公文書偽

造に当たる。」と発表した。 

 

例えば、ボリバル州カロニ市のカロニ小学校の投票機

No.1 について、CNE はベラスケス候補４５票、ノリエ

ガ候補５００票と発表した。 

しかし、我々が持っている証拠資料ではベラスケス候補

６１票、ノリエガ候補１３８票となっている。など、他

にも複数の証拠を提示している。 

 

 

（写真）YOUTUBE 公開動画を抜粋 

“証拠を提示し、CNE の不正を訴えるベラスケス候補” 

 

一方で野党連合としてはベラスケス氏の訴えをサポー

トしているとは言い難い。 

 

元チャカオ市長で現在は米国に亡命しているラモン・ム

チャチョ市長は、野党連合が不正を前に対抗意志を示さ

ないことを非難している。 

 

「間違いなく不正は行われた。どうして野党連合はもっ

と強く不正を訴えないのか理解できない。不正で被害を

受け、民意のために戦う野党候補者はどこにもいない。

アンドレス・ベラスケス氏が唯一政府と戦っている。な

ぜ野党連合の主要人物は選挙結果を否定しないのか。 

 

選挙の参加率が低かったことは間違いない。だが、選挙

に参加する人が少ないと不正を隠すことができるのか。」

と発言した。 

 

ラモン市長は１７年４月～７月に発生した反政府デモ

でチャカオ市の治安を抑える努力を怠ったとして有罪

判決が出ており、米国に亡命している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.17」８月８日付の記事参照）。 

 

経 済                       

「米議員 石油取引の停止を示唆」          

 

フロリダ州２５区選出のマリオ・ディアス議員（キュー

バ系移民）は、「エル・ナシオナル」の電話インタビュ

ーに対して、ベネズエラの選挙システムを非難し、米国

の追加制裁の必要性を説いた。 

 

「ベネズエラ政府は自身の国の選挙システムは素晴ら

しいと言っているが、日増しに独裁政権だとの声は強ま

っている。 

 

今回の選挙は不透明で不平等なものだった。米国は引き

続きベネズエラ政府に制裁を科す。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0dc706212c6624c007946400f6b9b8bd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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既に米国は金融制裁を科している。次の制裁は石油産業

に関連する制裁だと考えている。 

 

石油収入を国民のために使用しているわけではない。自

分たちが不正に蓄財し、抑圧するために使用している。 

 

トランプ政権が実施している対ベネズエラ政策を評価

している。あらゆる選択肢を排除しない姿勢は素晴らし

いが、軍事介入のオプションは支持していない。 

 

対話はベネズエラに民主主義を取り戻すためのもので

なくてはいけない。」とコメントした。 

 

「シェブロン Petroindependencia を視察」              

 

シェブロンのラテンアメリカ代表 Geoff Strong 氏は同

国の石油産業の状況を確認するため、PDVSA（CVP）

とシェブロン、ベネズエラ資本 Suelopetrol 社、日本企

業との合弁会社 Petroindependencia を視察した。 

 

Petroindependencia はアンソアテギ州とモナガス州に

現場を持っている。 

 

 

（写真）Petroindependencia（赤丸の部分） 

 

 

「Nestle 社、Monaca 社 材料不足で生産停止」           

 

（１０月２０日 現地紙「エル・ナシオナル」の記事） 

 

外貨アクセスが制限され、原材料が購入できず工場の稼

働に支障をきたしている。 

 

食品メーカーのNestle-Gerber工場とMonaca社は生産

を継続するための原料が不足していることを理由に生

産を停止した。 

 

Nestle ベネズエラ社はプレスリリースで、９月２８日か

らカラボボ州バレンシア市の Gerber の菓子工場を無期

限で稼働停止させていると報じた。 

 

全国労働組合連合のファン・クレスポ代表は 

「Gerber 工場は化学品の原料が無くなったこと、容器

が無くなったことを理由に生産ラインが停止した。労働

者の雇用を継続できるのか心配している。 

 

モナカ社は、ボリバル州工場のとうもろこし粉の製造が

停止した。２０１６年から定期的に原料の供給が滞って

おり、何度か一時的な稼働停止を繰り返している。同工

場では労働者を１６０人雇用している。」と答えた。 

 

モナカ社ボリバル工場の労働組合ジーン・ディアス代表

は 

「ボリバル工場では６カ月間ゆるやかにオペレーショ

ンを継続するだけでも２．５万トンのとうもろこしが必

要になる。生産の８０％は CLAP、PDVAL、MERCAL

に供給される。 

 

これまで原材料の調達のために公的機関と対話を続け

たが有効な対応は見られなかった。とうもろこし粉はベ

ネズエラ人の主食であり、最低限の生活にも影響を与え

る。」と工場の稼働停止に警戒感を示した。 
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匿名の労働組合関係者からの情報によると、２０１５年

に政府が接収したガラス容器メーカー（元 Owens llinois

社）の稼働率が著しく悪く今後、容器不足問題は更に悪

化するのではないかとコメントしている。 

この容器工場の従業員は原材料不足を理由に２０１８

年１月まで休暇を取らされているようだ。 

 

一方でロシアからの定期的な小麦の輸入によりパン業

界は稼働を維持している。 

 

２０１７年１０月２１日（土曜）             

政 治                       

「欧州連合 CNE の不透明な州知事選を非難」        

 

１０月２０日 アントニオ・タハニ欧州議会議長はオー

ストリアのフェリペ４世のセレモニーに出席した際に

ベネズエラの状況について訴えた。 

 

「我々は国境に関係なく常に欧州連合の重視する価値

を守ってきた。ベネズエラの現状を受け入れることはで

きない。ベネズエラは民主主義、自由、平等、人権擁護

の精神など様々な問題を抱えている。」 

 

タハニ欧州議会議長もスペイン政府と並びマドゥロ政

権への制裁を求めるスタンスの人物。 

 

欧州連合は先週の会合にて、ベネズエラ政府高官への制

裁に合意した。１１月には制裁が適用される見通し。 

 

「ボルヘス議長 不正を訴えるため外国訪問」              

 

１０月２１日 フリオ・ボルヘス国会議長と国会のルイ

ス・フロリダ外交委員長は、マドゥロ政権と CNE の不

正を訴えるために、近日中に外国政府を回ると発表した。 

 

 

 

今週２６日（木曜）にカナダで開催されるリマグループ

の会合にも出席する予定。 

 

なお、ボルヘス議長はロシアのサンクトペテルブルクで

開催された列国議会同盟（IPU）に出席する予定だった

が、ベネズエラ政府に渡航を拒否されたと訴えている

（IPU については「ベネズエラ・トゥデイ No.48」１０

月１８日付の記事参照）。 

 

１０月１２日にボルヘス議長はロシアの議員からベネ

ズエラの深刻な人道危機、職権乱用の実態を訴える機会

をもらったと語っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.45」

１０月１２日付の記事参照）。この列強議会同盟を意味

していたと思われる。 

 

「トーレアルバ 野党連合急進派を非難」          

 

ヘスス・トーレアルバ氏は２０１４年９月～１７年２月

まで野党連合の代表を担っていた。当時は野党を代表す

る組織は野党連合しかなく、トーレアルバ氏のマスコミ

の露出は多かった。 

 

しかし、２０１６年１月からは国会が野党多数になった

ことで国会議長が野党の代表のような位置付けになっ

ていたため、同氏のポジションの必要性は失われていた。 

 

最終的に１７年２月にトーレアルバ氏は代表職を降り、

同時に野党連合の代表職はなくなった。その後、トーレ

アルバ氏がテレビに登場することはほとんどなかった。 

しかし、州知事選を終えて、トーレアルバ氏が再びマス

コミに登場している。 

 

トーレアルバ氏は、最近の野党の分裂に強い危機感を示

している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
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「一部の野党政治家は、与野党対話を拒否し、選挙への

参加にも否定的だ。彼らは何を望んでいるのか？反政府

デモという集団自殺か？野党は進むべき方向を間違っ

ている。」と自身のラジオ番組で野党の分裂を非難した。 

 

その後、トーレアルバ氏は同ラジオで指摘した一部の政

治家とは、カプリレス元ミランダ州知事とフレディ・ゲ

バラ国会第一副議長であることを明らかにしている。 

 

 

（出所）WikiCommons トーレアルバ元野党連合代表 

“１５年１２月の国会議員選挙の野党大勝後の様子” 

 

「元ララ州知事 大統領選出馬について言及」              

 

１０月１５日の州知事選でララ州の野党代表候補とし

て出馬し、早々に敗北を認めたヘンリー・ファルコン元

ララ州知事は２０１８年の大統領選への出馬を匂わせ

る発言をした。 

 

ファルコン氏はテレビのインタビュー番組に出演し、大

統領選出馬の可能性を聞かれると 

 

「今の段階では大統領選に出馬しないとは言えない。分

かっていることは現在のベネズエラは極めて厳しい状

況で新たな方向性を求めていると考えている。」と答え

た。 

 

現段階では仮に２０１８年に大統領選が行われる場合、

野党から出馬するのは行動民主党のラモス・アルップ議

長か発展進歩党のヘンリー・ファルコン党首だろう。 

 

現在の世論調査ではカプリレス元ミランダ州知事、レオ

ポルド・ロペス大衆意志党党首の人気が高い。 

 

しかし、カプリレス氏は選挙での政権移行に否定的なス

タンスを出したばかりだ。レオポルド・ロペス氏に至っ

ては自宅軟禁措置により出馬はおろか外出さえも不可

能、政治的な発言をすることも禁止だ。 

 

その場合、次に候補に挙がるのはラモス・アルップ元国

会議長とフリオ・ボルヘス現国会議長。しかし、ボルヘ

ス国会議長は外国からの制裁を訴える人物という印象

が定着しており、大衆の人気を拡大できるとは思えない。 

 

そうであれば、あくまで選挙に肯定的な姿勢を維持しつ

つ、反政府デモや制裁のイメージも少ないラモス・アル

ップ元国会議長が有力になる。 

 

ただ、個人的にはヘンリー・ファルコン党首が最も好ま

しいと考えている。ヘンリー・ファルコン氏は元々、与

党の出身で途中から野党に鞍替えしている。裏切り者と

言われる反面、双方の意見を認識できる人物ともいえる。 

 

ヘンリー・ファルコン氏はこれまでも今回の州知事選で

も与党の意向にはほとんど衝突せず、与党政治家からも

一定の評価を受けている。つまり、他の野党政治家と比

べて与党支持者からも拒絶感は強くない。 

また、やり方によっては野党でも与党でもない中立層を

取り込める人間だと考えている。 

 

アルップ元議長は悪い選択ではないが、与党支持者はも

ちろん中立層には行動民主党への拒否感を持つ者が多

い。 
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仮にファルコン氏を野党連合として推薦するのであれ

ば野党連合は抜本的な方針転換が必要になるが、既存の

方向性に限界がある以上、この選択肢は検討に値すると

考えている。 

 

経 済                       

「Nustar 社 PDVSA の貯蔵施設の使用を停止」            

 

Nustar 社が PDVSA にレンタルしているサンエウスタ

キオ島の石油保管施設の使用が制限された。 

 

PDVSA による契約金の未払いが原因で Nustar 社が原

油の輸出を差し止めた。報道によると PDVSA は一年近

く同社への支払いを延滞しており、その金額は２．６０

０万ドルにのぼるという。 

 

サンエウスタキオ島はカリブ海にある島だ。PDVSA の

年間業務報告書（２０１６年）によるとサンエウスタキ

オ島には日量で平均１万バレルの石油製品を輸出して

いたようだ。 

 

「ベネズエラ・ウィークリー・レポート No.12」参照。 

 

「ベネズエラ公社債投資についてコメント」         

 

米国の投資会社 ICE CANYON は、ベネズエラの公社債

市場について、そろそろ潮時ではないか。との見解を示

した。以下、同社の見解を簡単に紹介する。 

 

「ベネズエラは崩壊の寸前まで来ている。物価の高騰

や物不足がひどく、マドゥロ政権は日増しに強権的に

なっている。 

 

このような状況でも金融市場はマドゥロ政権に資金的

な支援をしてきた。 

 

 

・ ２０１７年３月にはフィンテック・アドバイザリ

ー社が額面１３億ドルのベネズエラ国債を担保に

３億ドルを融資した。 

・ ２０１７年５月にはマドゥロ政権が国民を抑圧す

る最中にゴールドマンサックスが額面２８億ドル

の債券を６９％の割引価格で購入した。 

・ 中国、ロシア、その他主要な石油会社は将来の原

油輸出と引き換えに現金をPDVSAに渡した。 

 

どのような代償を支払っても金融債務を支払うという

政府の姿勢は、国民の生活を悪化させてきた。 

 

また、債務を履行するために輸入を削ることで物不足

が起き、更に満たされない外貨需要が並行レートに流

れ、並行レートが暴騰し、物価を上げる。 

 

米国は民主主義政権が確立するまで全ての債券取引を

禁止することを考えなければいけない。また、石油輸

入禁止などの追加制裁が必要だと考えている。 

 

ベネズエラは豊かな国だが、その資源は国民に流れる

ことなく略奪されている。社会的責任の観点からベネ

ズエラ債券を保有することを再考しなければならない

時期に来ていると考えている。」 

 

「原油価格は１バレル５０．４９ドル超」            

 

１０月１６日～２０日のベネズエラ産原油の平均価格

は３３３．７６人民元／バレル。ドル建てでは５０．４

９ドル／バレルで前週の４９．０６ドルから１．４３ド

ル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４４．６４ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも９．４９ドル高

く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも０．０１ド

ル低い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/32c8c030cf26ae3494268ef4c98d76cd.pdf
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「経済担当副大統領 大企業の査察を強化」        

 

１０月２１日 ラモン・ロボ経済担当副大統領は、価格

統制庁の幹部２４名と面談した。 

 

ロボ経済担当副大統領は、査察は生産量と流通規模の大

きい大企業を中心に行うよう指示した。 

 

大企業に適切な方法で法律を順守させるが、下請けの中

小企業に悪影響が出るようなやり方はしてはいけない

とも忠告した。 

 

２０１７年１０月２２日（日曜）             

政 治                       

「ハウア教育相 市長選は今年の１２月末」         

 

１０月２２日 エリアス・ハウア教育相は、テレビのイ

ンタビュー番組で、全国市長選挙は今年の１２月に実施

するとコメントした。 

 

「我々はスペインがカタルーニャにしたような選挙妨

害をする政府ではない。市長選挙は今年の１２月に行う

べきだ。これは与野党対話で合意した内容の一つでもあ

る。日程については CNE が技術的な課題を踏まえて決

定するだろう。」 

 

「大統領選は２０１８年第１四半期に実施するのが望

ましいと考えている。 

 

今後の選挙スケジュールを定めるために野党が対話に

戻ってくれれば望ましいことだ。今年１２月の選挙も来

年の第一四半期も与党は選挙に参加する。」とコメント

した。 

 

エリアス・ハウア教育相はこれまで副大統領やミランダ

知事など与党で重要なポストを歴任してきた人物だ。同

氏の発言は容易に無視できるものでもないだろう。 

 

アイサミ副大統領はヤラクイ州のフリオ・レオン知事

（再選）の就任イベントで、与党では市長選に出馬する

候補を検討しているところだと発言した。 

 

また、「ウィークリー・レポート No.16」でも書いたが、

与党にとっては今のタイミングで選挙を行ってしまう

のが望ましいタイミングと思われる。 

 

野党が制憲議会での就任を巡る内部議論で時間を費や

している間に、与党は市長選の出馬候補を統一させ、統

一候補が決まった段階で矢継ぎ早に市長選の実施日と

選挙スケジュールを公開するのではないか。 

 

 

（写真）WikiCommons “エリアス・ハウア教育相” 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年９月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3925b842477ec98d86da3b49b6785e6f.pdf
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「ボルヘス議長 制憲議会での宣誓を拒否」              

 

１０月２２日 フリオ・ボルヘス国会議長は州知事選に

当選した知事は制憲議会で宣誓しないと改めて発言し

た。 

 

「我々は原則を維持してきた。そしてこれからも原則は

維持していく。野党連合の知事は制憲議会で宣誓しない。 

 

このスタンスは野党連合として統一したものだ。私が今

発言した内容を変えることは無い。我々の候補者は制憲

議会を認めることはない。」と発表した。 

 

行動民主党は基本的に制憲議会での宣誓も個人の自由

で可能とのスタンスだったが、野党内で意見が対立して

おり野党連合の分裂が懸念されていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.48」１０月１９日付の記事「カプリレス元

知事 アルップ元議長に苦言」を参照）。 

 

今回の見解で最終決定であれば、ひとまず野党連合は現

状維持ということになるだろう。 

 

「不正行為は３５０万人の票に影響」              

 

野党連合の調整担当を務めるアンヘル・オロペサ氏はテ

レビ番組に出演し、州知事選の不正行為は少なくとも３

５０万人の有権者に影響を与えたとコメントした。 

 

「州知事選には仕組まれた詐欺行為が存在した。様々な

種類の不正行為が行われた。 

 

最も多かった不正は付き添い投票、投票の強要、投票場

の変更。ミランダ州では４００の選挙会場で野党の投票

確認役が追い出された。 

意図的に投票場の開場を遅らせるなど悪意のある行為

が行われた。」と語った。 

 

経 済                       

「中国・ベネズエラ政府が会合」              

 

ベネズエラと中国はエネルギー分野の協力会合を開い

た。ベネズエラからはネルソン・マルティネス PDVSA

総裁、デル・ピノ石油相、リカルド・メネンデス企画相

らが出席。中国からはCNPCのWang Dongjin副社長、

国家開発銀行（CDP）ベネズエラ社長が出席した。 

 

Wang Dongjin 副社長は 

「我々はお互いの信頼を強めてきた。エネルギー分野の

協力関係は政治、社会、文化、経済関係を深化させるの

に不可欠だと考えている。（米国政府による）妨害行為

があったとしても２国間の協力関係は継続する。」と発

言した。 

 

 

（写真）デル・ピノ石油相 ツイッターより抜粋 

 

「ボルヘス議長 人道支援と債務再編を訴え」         

 

ボルヘス国会議長は、記者会見を開き対外債務を諦めて、

債務再編を開始し、国際社会に人道支援を求めるよう促

した。 

 

「今月、来月に大きな債務の返済が控えている。この時

期に我々は政府に対して債務再編を提案する。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
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投資家への債務を履行するために、ベネズエラ国民を苦

しめるのを辞めるよう求める。そして、返済を放棄した

資金を食料や医薬品など国民生活のために使用するよ

う提案する。 

 

ボールは政府が持っている。政府は国民の生活が重要だ

という意思を示さなければならない。 

 

また、国民に食品と医薬品が行き届くよう国際社会に人

道支援を求めることを提案する。」と述べた。 

 

「ホセ・ゲラ議員 債務返済についてコメント」         

 

国会のホセ・ゲラ財務担当委員長は EFE のインタビュ

ーに対して、政府は支払い日をたがえることなく金融債

務を履行するだろう。との見解を示した。 

 

「政府は２０１６年の政策を維持している。つまり、食

料や医薬品の輸入を犠牲にして、金融債務を履行する政

策だ。 

 

１０月、１１月に３５億ドルの債務返済を控えているが、

ベネズエラ政府は約束日に遅れることなく支払いを履

行するだろう。 

 

ただし、それは国民の物不足がますます悪化することを

意味する。ベネズエラ政府は２００２年から外貨の独占

状態にある。２０１７年８月からはDICOMを停止し、

外貨を貯めている。 

 

仮に２０１７年の債務を履行できたとしても２０１８

年も債務の返済は続く。２０１８年の債務返済額は原油

収入のおよそ半分だ。 

 

 

 

 

しかし、新しい融資先は限られている。 

 

憲法第３１２条に書かれている通り、国会の承認を経な

い政府の債務は違法だ。国際社会はその違法性を認識し

ており、ベネズエラ政府が新しい融資を受けることは困

難だろう。 

 

これまで中国とロシアなどが PDVSA への融資をして

きた。これらは国会の承認を受けていない。ロシアの財

政事情を鑑みれば、ロシアが今後も融資を継続するかど

うかは疑問を感じている。中国はもう資金的な支援をす

ることはないと考えている。」 

と答えた。 

 

以上 


