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（写真）タチラ州ライディ・ゴメス州知事ツイッター “カラカスの貧困層対象の世論調査 好感度１位” 

 

 

２０１８年１０月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「カラカスの貧困層世論調査 

～好感度１位はタチラ州ライディ・ゴメス知事～」 

「検察庁 インターポールへ元次官の捜査要請」 

「ロベルト・セラ議員の死に野党議員関与か」 

「アリントン副検事総長 辞任のうわさ広がる」 

経 済                     

「１９年８月までに中国へ日量１００万バレル」 

「年金支払い日を１０月２６日に延期」 

「原油価格 １バレル７２．４ドル」 

「５０回目 DICOM １ドル BsS.６３．８１」 

18 年 10 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「米州機構 反マドゥロ系の与党派閥と面談か 

～かみ合わない両者の思惑～」 

「トーレス元内務司法相 ８カ月で２０キロ減」 

「ABC ニュース 米国軍事介入の可能性を報じる」 

「マチャド党首の脱独裁政権 闘争マニュアル」 

経 済                    

「国営会社 Lacteo Los Andes 乳製品工場停止」 

社 会                     

「コロンビア 期限切れパスポートでも入国可」 

「アルーバ 不法入国・滞在の監視を強化」 
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２０１８年１０月１９日（金曜）             

政 治                       

「カラカスの貧困層世論調査             

 ～好感度１位はタチラ州ライディ・ゴメス知事～」       

 

「Episteme」がカラカス首都区の所得階層 C、Ｄ、Ｅ（貧

困層）３９８名を対象に行ったアンケート調査の結果が

報じられた。 

 

筆者は「Episteme」という会社の名前を初めて聞いた。 

 

確認した限りでは「Episteme」は世論調査会社ではなく、

文化や小説など政治とはあまり関連の無い本を出版し

ている出版社のようだ。 

 

内容も特に社会主義思想を流布するようなタイトルは

見当たらず、純粋に文化、芸術系など社会系の本を出版

しているように見える。 

 

この会社がどのような意図をもって、世論調査を行った

のかは不明だが、アンケート結果は興味深い。 

 

まず、食料・交通事情について７７％の回答者はマドゥ

ロ大統領に責任があると考えている。 

 

また、６７％の国民は一日に３回の食事をとっており、

２０％は２回、１１％は一日に１度しか食事がとれてい

ないと回答した。なお、具体的にどの程度 栄養価の高

い食事を取っているのかは確認していない。 

 

回答者の７３％は制憲議会の発足を否定している。また、

５９％が国軍の活動を肯定的に評価している。 

 

回答者の６３％はCLAPを通じて食料を購入しており、

うち９１％は同プログラムを肯定的に捉えている。 

 

他、回答者が肯定的に捉えている社会開発プログラムと

して、医療サービスを無償で提供する「ミシオン・バリ

オ・アデントロ」が８４％と CLAP に次いで肯定的に評

価されている。 

３番目が、住宅を無償で供与する「グラン・ミシオン・

ビビエンダ」で７４％だった。 

 

また、８月２０日に行われた通貨単位切り下げについて、

４４％は否定的な見解を示した。２０％は「よく分から

ない」と回答。２５％は肯定的な見解を示した。 

 

 

政治思想について、 

５２％は与党も野党も支持しない「無党派」。 

２１％は「野党支持」。 

１５％は「与党派でマドゥロ支持」。 

１２％は「与党派だが、マドゥロ大統領には否定的な見

解を持っているチャベス支持」との結果だった。 

 

どの政党に共感を持っているかとの質問について 

６２％は「どこも支持していない」と回答。 

１６％は与党の「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」 

５％は反政府系市民団体「Frente Amplio」 

４％は行動民主党（AD） 

４％は大衆意志党（VP） 

３％は穏健派野党の「Concertacion por el Cambio」 

２％は第一正義党（PJ） 

１．５％が与党系の「Somos Venezuela」 

１．５％が急進野党の「Soy Venezuela」 

０．５％が「新時代党（UNT）」との結果だった。 

 

 

続いて政治家の好感度調査。 

多くの野党政治家にとって考えさせられるものがある

だろう。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月１９日～１０月２１日報道         No.２０５   ２０１８年１０月２２日（月曜） 

3 / 8 

 

カラカス首都区の世論調査であるにもかかわらず、最も

評価が高かったのは 

 

タチラ州知事のライディ・ゴメス知事で３３％だった。 

 

彼女は行動民主党（AD）の党員だったが、１７年１０

月の選挙で当選後に、制憲議会を前に州知事就任を宣誓

したことで AD から離党させられた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.50」１０月２３日付の記事参照）。 

 

他方、１８年９月に行われた AD の政党発足７７年記念

式典ではライディ・ゴメス知事が参加しており、彼女の

妊娠を祝福するケーキまで用意されていた。 

 

１７年１０月に制憲議会の前で知事就任を宣誓した他

３名の知事（メリダ州、ヌエバ・エスパルタ州、アンソ

アテギ州）も同イベントに参加しており、彼らは実質的

には AD に復党している。 

 

１７年１０月 制憲議会に知事就任の宣誓をした際に

は多くの野党政治家が彼女を非難した。しかし、カラカ

スの貧困層は政治的イデオロギーに左右されず現実主

義的に行動した彼女を評価したのではないか。 

 

 

（写真）@Darvinson Roja 

“AD 発足７７年記念式典でケーキを食べるゴメス知事

（青い服を着た女性）” 

 

 

 

次いで評価が高かったのは、同率２位でエクトル・ロド

リゲス現ミランダ州知事（与党系）とロレンソ・メンド

ーサ社長で２９％。 

 

なお、メンドーサ社長は大手食品メーカー「Polar」の社

長で政治家ではない。 

 

大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首が２７％。 

穏健派野党の代表である発展進歩党（AP）のヘンリー・

ファルコン党首が２０％。 

デルシー・ロドリゲス副大統領も２０％。 

反マドゥロ派閥の与党政治家ミゲル・ロドリゲス・トー

レス元内務司法相も２０％。 

急進野党の代表であるベネズエラ主導党（VV）のマリ

ア・コリナ・マチャド党首が１９％。 

行動民主党（AD）のラモス・アジュップ幹事長が１９％。 

ディオスダード・カベジョ制憲議長が１３％。 

との結果だった。 

 

「検察庁 インターポールへ元次官の捜査要請」         

 

１０月１７日に元電気エネルギー省次官のネルビス・ビ

ジャロボス氏がスペインで逮捕された（「ベネズエラ・

トゥデイ No.204」１０月１７日付の記事参照）。 

 

１０月１９日 検察庁は国際刑事警察機構（インターポ

ール）に同氏の捜査要請を行った。同氏はアンドラ銀行

を通じて２０億ドルの資金洗浄を行ったとされている。 

その資金は、ポルトガル、スペイン、米国などの不動産

購入に充てられたとされ以前から問題になっていた。 

 

ベネズエラ政府としては、石油エネルギー分野の汚職行

為はラファエル・ラミレス元国連大使（元 PDVSA 総裁）

のせいだと訴えており、マドゥロ政権は汚職被害者との

スタンスを示している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f449d3ffd255fe379c64d05b02d80fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f449d3ffd255fe379c64d05b02d80fca.pdf
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「ロベルト・セラ議員の死に野党議員関与か」                  

 

２０１４年に与党の政治家で将来を有望視されていた

ロベルト・セラ議員が同氏の自宅で殺害された。 

 

 

（写真）PSUV “ロベルト・セラ議員“ 

 

１０月１８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は同氏の

殺害はコロンビア政府が関与しており、行動民主党（AD）

のウィリアム・ダビラ議員が関与していると訴えた。 

 

 

（写真）情報通信省 “セラ議員殺害に関わる人物関係” 

 

ダビラ議員は事件への関与を否定している。 

また、南米各国の代表らは、ベネズエラ政府に対して、

法律に従いダビラ議員の安全を保障するよう要請して

いる。 

 

 

「アリントン副検事総長 辞任のうわさ広がる」                  

 

非公式情報だが、キャサリン・アリントン副検事総長が、

辞職を申し出たと報じられている。 

 

理由は不明だが、情報サイト「Albertonews」では、検事

総長内のグループ争いに敗れたと説明している。 

 

アリントン副検事総長は１７年７月４日に最高裁判所

により副検事総長に任命された（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.002」１７年７月４日付の記事参照）。 

 

１７年 7 月当時はマドゥロ大統領に反旗を翻したルイ

サ・オルテガ元検事総長が検察庁を率いており、アリン

トン副検事総長とオルテガ元検事総長との間で激しい

戦いが繰り広げられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.003」

７月６日付の記事参照）。 

 

アリントン副検事総長は、マリア・コリナ・マチャド党

首の起訴やアントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長

の逮捕などを命じた強硬な与党として認識されている。 

 

経 済                        

「１９年８月までに中国へ日量１００万バレル」           

 

１０月１９日 マドゥロ大統領はベネズエラにいる中

国人企業関係者らを集めてイベントを行った。 

 

マドゥロ大統領は 

「雨が降ろうが、雷が落ちようが中国への原油輸出を日

量１００万バレルまで引き上げる。この目標を１９年８

月までに達成したい。」と訴えた。 

 

また、現時点では日量７０万バレル程度を中国向けに輸

出しているとコメントした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d7613cfc497bfcc5e1f31ae4f673a4c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d7613cfc497bfcc5e1f31ae4f673a4c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday170707.pdf
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これまでベネズエラは中国から合計で６２０億ドルの

融資を受けたとされており、２００億ドル程度の融資残

があるとされている。 

 

「年金支払い日を１０月２６日に延期」           

 

１１月分の年金受給者向けの支払いは本来であれば１

０月１９日を予定していた。 

しかし、特段の説明なく１０月２６日に延期すると発表

された。支払い予定額は BsS.１，８００． 

 

ベネズエラの物価上昇は激しく１日でも現地通貨の価

値は目減りするので、一週間の延期は支払いが遅れただ

けではなく、所得が減少したことを意味する。 

 

「原油価格 １バレル７２．４ドル」                   

 

１８年１０月１５日～１０月１９日のベネズエラ産原

油の平均価格は５００．３人民元／バレル。 

 

米ドル建てで７２．４ドル／バレル。前週が７５．９１

ドルだったので前週から大きく下落した。 

 

 

 

「５０回目 DICOM １ドル BsS.６３．８１」                  

 

中央銀行は第５０回 DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートは１ドル BsS.６３．８１。前回（１ドル BsS

６３．４７）よりも若干ボリバル安になった。 

 

外貨供給額は合計で４６５万９，２１５ドル。 

前回の５０１万よりも、若干減少したことになる。 

 

法人９４社に対して２７６万１，０６６．３５ドルが割

り当てられ、個人２，３８６名に対して１８９万８，１

４８．６５ドルが割り当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、「Almacenadora 

Emndo Electric ２０１２」で１７万５，３００ドル。受

け取った外貨は部品、資材等の輸入に使用する。 

 

次いで、電気サービス事業者の「Construcciones 

Metaelect」で１５．５万ドルの外貨供給を受けている。 

 

３番目はタイヤ販売業者の「Superchauchos Molina」で

１４万７，５００ドル。 

 

２０１８年１０月２０日～２１日（土・日）             

政 治                       

「米州機構 反マドゥロ系の与党派閥と面談か       

        ～かみ合わない両者の思惑～」        

 

筆者にとっては不可解な話が進んでいる。 

 

与党には、与党支持者だがマドゥリスタではなく、チャ

ビスタだと主張するグループが存在する。彼らは「源流

チャビスタ（Chavista Originario）」と呼ばれている。 
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「源流チャビスタ」には複数のグループがある。 

 

どのグループも特筆するほど大きな組織ではないが、そ

の中で最も目立っているのは「ボリバリアーナ交代組織

（Alternativa Bolivariana）」だろう。 

 

１０月２０日 「ボリバリアーナ交代組織」は米州機構

（OAS）に対して、ベネズエラ危機を脱出するための要

請状を提出した。 

 

インドラ・ウルバネハ氏は 

「我々のイニシアティブは交渉と対話の開始である。 

 

ただし、既存の対話は構造的な問題があり、無意味だ。

ドミニカ共和国で行った対話は極右、極左の戦いで結論

が出ない。彼らは机の下で交渉をし始める。 

我々は国を安定化させるために全てのセクターを巻き

込んだ公開された交渉が必要だと感じている。 

 

外国のいかなる介入行為も拒否する。我々のミッション

は政治的な障害を取り除くことだ。 

 

ベネズエラの経済危機を受けて、人々が亡くなっている。

国民が支援を必要としている時に、政府は活動を縮小し

ている。 

 

また、この危機的な状況で軍事介入を肯定するセクター

が存在する。彼らの訴えは死者を増やすことを正当化し

ているようなものだ。 

 

大統領選の再実施について求めるつもりはない。今の政

治危機は、再選挙を訴えても解決しない。 

 

我々はベネズエラの政治、経済、組織的な危機を解決す

るため、米州機構に対して、交渉の促進者になることを

要請する。」と訴えた。 

 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長はベネズエラを

国際的な圧力強化で変えることを望んでいる人物だ。 

 

外国の介入を明確に否定し、対話での解決を求める「源

流チャビスタ」のスタンスはアルマグロ事務局長にとっ

ては受け入れられないはずだ。 

 

しかし、１０月２０日 アルマグロ事務局長は自身のツ

イッターに 

「源流チャビスタの対話要請を受け取った。 

ベネズエラには独裁政権ではない、民主主義を重んじる

チャビスタ国民が存在する。 

我々は「源流チャビスタ」を受け入れ、彼らが指定する

日にベネズエラ問題について議論する。」 

と投稿した。 

 

個人的には両者の主張がかみ合っていないので、面談は

実現しないと思うのだが、もし面談するのであればどの

ような対話がされるかは興味深い。 

 

「トーレス元内務司法相 ８カ月で２０キロ減」           

 

１０月２０日 オマール・エスタシオ弁護士は、政府に

拘束されているロドリゲス・トーレス元内務司法相の体

重が８カ月で２０キロも減少したと投稿した。 

 

また、トーレス氏が患っている病気が悪化しているが政

府は治療をしていないと訴えた。 

 

１８年３月にトーレス元内務司法省はクーデター計画

容疑で SEBIN に拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.110」３月１３日付の記事参照）。 

 

その後、７月には持病が悪化したとして病院に搬送され

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.165」７月１８日付

の記事参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
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「ABC ニュース 米国軍事介入の可能性を報じる」         

 

ABC ニュースは、複数の外交官、米国議員らがトラン

プ政権に対して、ベネズエラへの軍事介入を提案してい

ると報じた。 

 

匿名の政府関係者はベネズエラへの軍事介入について、 

「民主主義と法秩序の回復、政治犯の解放、人道支援の

要請、自由選挙の実施は不可欠なものだ。民主党、共和

党を含めて議会の賛成を得られる。」 

との見解を示し、 

「米州機構（OAS）と共同でベネズエラへの軍事介入を

行う可能性は否定できない。」 

とコメントした。 

 

また同政府関係者を取材した ABC ニュースの David 

Perdue 氏は 

「経済が低迷して、法秩序が崩れた。 

独裁政権と戦うことは米国政府にとって極めて重要な

ことだ。レオポルド・ロペス党首、ファン・レケセンス

議員、他にも多くの政治犯がベネズエラには存在する。 

 

国会の権力を返上し、民主的で合法的なメカニズムを取

り戻すために圧力を継続する必要がある。」 

と訴えた。 

 

「マチャド党首の脱独裁政権 闘争マニュアル」         

 

１０月２１日 急進野党のリーダー、ベネズエラ主導党

（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首は、マドゥロ政

権と対峙するための闘争マニュアルと題したツイッタ

ーを投稿した（右の写真では７つしか見えないが、実際

は１０存在する）。 

 

 

 

 

１．あなたの家族と国を守る 

２．敗北主義者（悲観論者）の発言をブロックする。 

３．大統領がいないことを全ての者に説明する。 

４．独裁政権の行動をドキュメント化する。 

５．現政権に服従しない。 

６．現政権を拒絶する意志を明言する。 

７．各地で不服従のグループを組織する。 

８．正しく伝える。 

９．民主的な国家にすぐに行動を起こすよう求める。 

10．悪と対峙する。最終局面への準備をする。 

 

 

（写真）マリア・コリナ・マチャド VV 党首ツイッター 

“独裁政権を倒すための闘争マニュアル” 
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経 済                       

「国営会社 Lacteo Los Andes 乳製品工場停止」            

 

０８年にベネズエラ政府が半強制的にオーナーから株

式を購入する形で国営化したスリア州の乳製品メーカ

ー「Lacteo Los Andes」の工場稼働が停止している。 

 

コロンビアの報道局（野党系）「NTN２４」が同社の労

働組合に取材したところ、「工場が停止しており、現在

は１リットルも乳製品を製造していない」という。 

 

２カ月ほど前から畜産業者への支払いが遅延しており、

これが原因で原料の供給が停止している。 

 

国に株式を購入される１０年前は１４０万リットル相

当の乳製品を生産していたが、国有化されてから機能が

マヒしてきたという。 

 

なお、乳製品の製造は停止しているが、粉ジュースはま

だ製造している。 

 

社 会                       

「コロンビア 期限切れパスポートでも入国可」            

 

コロンビア入国管理局は、ベネズエラ人の入国について

期限切れのパスポートでも入国を許可すると発表した。 

 

とは言え、１０年前に期限が切れたパスポートで入国で

きることはあり得ないだろう。 

 

入国管理局は、いつ頃に期限が切れたパスポートであれ

ば入国を許可するかについては検討の上、今後決定する

と説明した。 

 

 

 

 

なお、１１月からパスポートの手数料が改定される（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.199」１０月５日付の記事参照）。 

 

新規発行手数料は BsS.７，２００。最低賃金が BsS.１，

８００なので、最低賃金の４カ月分だ。更新手数料は

BsS.３，６００。最低賃金の２カ月分に相当する。 

 

多くのベネズエラ人にとって大きな出費になるが、期限

切れのパスポートでもコロンビアに入国可能であれば、

引き続きコロンビア経由でペルーやエクアドルにも移

民が増加することだろう。 

 

「アルーバ 不法入国・滞在の監視を強化」         

 

１０月２０日 ファルコン州の半島から２０名のベネ

ズエラ人がボートでアルーバに入国を試み、２名が溺死

した。 

 

Bikker 司法相の発言はこの事件を受けて、現在はクラサ

オと共同でこの海域にヘリコプターを飛ばし、不法入国

を監視していると説明。 

また、２名の死者の他、３名の不法入国者を拘束したと

発表。 

 

今後、アルーバに不法入国・不法滞在しているベネズエ

ラ人の調査を強化する方針を示した。 

 

アルーバとファルコン州の半島は直線距離で３０キロ

ほど。ベネズエラの経済危機を受けて、アルーバへ不法

入国するベネズエラ人が増加している。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf

