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（写真）制憲議会ツイッター “マドゥロ大統領と会談する野党の当選知事３名” 

 

２０１７年１０月２３日（月曜） 

 

政 治                   

 「行動民主党の当選知事４名 制憲議会に宣誓」 

「宣誓した野党知事 行動民主党から除籍」 

 「敗北した与党の知事候補を州の保護官に任命」 

 「国会議長 州知事選の不正を告発」 

経 済                   

 「ドイツ銀行 中銀の融資担保を没収」 

 「最低賃金改定の可能性を示唆」 

「コンビアサ パナマ行きフライトを運行」 

「ノリエガ知事 CVG と SIDOR の社長兼任」 

２０１７年１０月２４日（火曜） 

 

政 治                   

 「宣誓を巡り野党政治家から非難が殺到」 

「カプリレス元知事 野党連合の解体を宣言」 

 「大衆意志党 市長選には参加しない」 

 「国会 制憲議会へ提出した予算案を否認」 

経 済                   

 「PDVSA 社債の利払いを確認」 

 「CENDAS ９月の食費、生活コストを更新」 

 「労働組合 元クライスラー継続意志あり」 

 「中国のベネズエラ向け催涙弾輸出を停止」 
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２０１７年１０月２３日（月曜）             

政 治                       

「行動民主党の当選知事４名 制憲議会に宣誓」       

 

１０月２３日 デルシー・ロドリゲス制憲議長はアンソ

アテギ州、メリダ州、ヌエバエスパルタ州、タチラ州で

当選した野党知事４名が制憲議会を前に宣誓を行った

と発表した。 

 

宣誓した４名の野党知事は全員、行動民主党の所属だ。 

スリア州で当選した第一正義党のファン・パブロ・グア

ニパ氏だけは出席しなかった。 

 

宣誓後にタチラ州のレイディ・ゴメス新知事がテレビ番

組に出演して宣誓の理由を語った。 

 

「当選した５人と宣誓の是非については相談した。参加

した関係者との話し合いの結果、グアニパ氏も含めて宣

誓することが合意した。 

 

我々が宣誓しなければ、再選挙が実施される。１０月１

５日に投票した民意が無くなってしまう。多くの国民が

宣誓することを求めていた。我々は民意を守るために宣

誓する義務があった。」と語った。 

 

宣誓式では緊張が走る瞬間もあったという。 

レイディ・ゴメス新知事はテレビ番組で宣誓当時の様子

を振り返った。 

 

「デルシー・ロドリゲス氏は宣誓式が始まり、演説を始

めた。彼女は行動民主党が社会主義活動家を虐殺した過

去を語り、非難していた（デルシー制憲議長の父親は有

名な社会主義活動家だったが、政治犯として当時の行動

民主党政権に拘束され、拷問を受け３４歳で亡くなって

いる。デルシー制憲議長は当時７歳、兄のホルヘ・ロド

リゲス氏は当時１０歳だった）。 

私（レイディ・ゴメス新知事）は彼らと話すつもりはな

かったが、彼女の話を止めて、我々は当時の行動民主党

には所属していないし、無関係であると説明した。 

その後は治安や国境に関するテーマを話していた。 

 

宣誓する際にアンソアテギ州のアントニオ・バレット氏

が、自分は制憲議会を認めない。制憲議会は違法な組織

であるとデルシー・ロドリゲス氏を訴えた。 

 

デルシー・ロドリゲス氏は、それならば宣誓せずにこの

場から立ち去ればよいと勧めた。 

 

エルビス・アモロソ氏（制憲議会の第一副議長）の説得

により最終的にアントニオ・バレット氏も含めて４名が

宣誓した。」と語った。 

 

これをきっかけに、行動民主党は野党政治家と野党支持

者の非難を浴びることになるが、特に野党知事を代表し

て発言をしているレイディ・ゴメス新知事とラモス・ア

ルップ幹事長が集中砲火を受けている。 

 

 

（写真）制憲議会ツイッター 

“宣誓書にサインするヌエバエスパルタ州知事” 
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「宣誓した野党知事 行動民主党から除籍」         

 

行動民主党のラモス・アルップ幹事長は制憲議会に宣誓

する４名の党員に対して、宣誓した場合は政党から除籍

すると警告していた。 

 

この警告通り行動民主党は、４名の知事を政党から除籍

した。 

 

行動民主党のエクトール・コルデロ議員は、宣誓した４

名は独断で宣誓し、ラモス・アルップ幹事長の意志に背

いた。と説明している。 

 

一方で、行動民主党は他の野党政党と比べると明らかに

制憲議会での宣誓を容認する意見が目立っていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.48」１０月１９日付の記事参照）。 

 

「敗北した与党の知事候補を州の保護官に任命」                 

 

１０月２３日 マドゥロ大統領は、州知事選で敗北した

与党候補４名を各州の保護官に任命すると宣言した。 

 

保護官に任命されたのは 

・ スリア州のアリアス・カルデナス氏 

・ メリダ州のジェイソン・グスマン氏 

・ アンソアテギ州のアリストブロ・イストゥリス氏 

・ ヌエバエスパルタ州のマナ・フィゲロア氏 

 

同時に、スリア州についてはコルポスリアという組織を

発足させ、カルデナス候補に同組織の指揮を執らせると

発表した。コスポスリアは並行州政府のような役割を果

たすことになる。 

 

過去、ミランダ州でカプリレス氏が勝利した際にもコル

ポミランダを発足させ、敗北した与党候補のエリアス・

ハウア氏を代表に就任させた。 

 

気になるのはタチラ州の保護官が発表されなかった点

だ。他の４州と同じ流れであれば与党の対抗馬だったホ

セ・ビエルマ・モラ氏が保護官になるところだが、その

ような発表は無かった。 

 

ビエルマ・モラ元タチラ州知事はレオポルド・ロペス氏

の逮捕を非難するなど、政府を非難する発言をして問題

になったことがある。そのままタチラ州知事を続投した

が、与党内部で亀裂があった可能性は十分考えられる。 

 

また、スリア州知事の再選挙はアリアス・カルデナス元

知事が再度出馬する方向で準備を進めているようだ。 

 

「国会議長 州知事選の不正を告発」             

 

制憲議会への宣誓でかき消されてしまったが、州知事選

に関してフリオ・ボルヘス国会議長から重要な告発が出

ている。 

 

フリオ・ボルヘス国会議長は少なくとも１６０万票が不

正に増やされていると発表した。 

 

ボリヘス議長は記者会見で 

「CNE の数字は我々の数字と一致しない。１６０万票

が誰の投票か分からない。あるいは、同じ人物が繰り返

し投票している。バリナス州、ファルコン州、ミランダ

州など１０州で問題が発覚している。 

 

投票者を管理する指紋認証装置を精査したが、指紋認証

による投票コントロールで異常が起きていた。 

今回の選挙では投票後に浸すインクも使用されていな

かったため、目視によるコントロールが出来なかった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.35」９月１８日）。同じ人

物が何度も投票していた可能性が高い。」 

１０月１５日の真実の投票結果を国際社会に知らせる。

と語った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7a87a0e6f2f8d9eeaedd46409567f8e0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
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経 済                       

「ドイツ銀行 中銀の融資担保を没収」          

 

ドイツ銀行が返済期日を満了したことを理由に１２億

ドルの融資の担保としていた中央銀行の金９０トンを

没収した。発言したのはアンゲル・アルバラド国会議員

（野党）。同氏が金融関係者と英国の政府関係者から得

た情報のようだ。 

 

担保にした当時よりも金の価格が上昇しているため、ベ

ネズエラ中央銀行は４～５億ドルを追加で受け取るこ

とになるようだ。 

 

ドイツ銀行は２０１６年に金を担保とした融資を実行

していた。当時、ベネズエラからスイスに向けて９０ト

ンの金の輸出が確認されていた。 

 

「最低賃金改定の可能性を示唆」            

 

ネストール・オバジェス労働社会相は現地紙エルムンド

の取材を受けた。 

 

オバジェス労働社会相は、 

「現在の最低賃金は１７年９月１日に改定しており１

３万６，５４４ボリバルだ。年金受給者は経済戦争特別

補助金として４万９６３ボリバルを追加で受給してい

る。よって、年金生活者の収入は１７万７，５０７ボリ

バルだ。 

 

２０１７年は最低賃金を４回改定している。１月は４万

６３８ボリバルだったが、５月に６万５，０２１ボリバ

ル。７月に９万７，５３１ボリバル。９月から１３万６，

５４４ボリバルだ。新たな最低賃金の改定を検討してい

るが、最終的にはマドゥロ大統領に決定権を留保してい

る。 

 

 

２０１５年、２０１６年は１１月に最低賃金が改定され

ている。昨今の物価上昇率を考えると最低賃金は改定さ

れる可能性が高いと言えるだろう。 

 

「コンビアサ パナマ行きフライトを運行」         

 

１０月２３日 ベネズエラの国営航空会社コンビアサ

は１０月２６日からヌエバエスパルタ州のポルラマー

ルからパナマの運航を開始する。運航は木曜日と日曜日

の週２回。 

 

コンビアサのカルロス・ビジェガス社長は、運航開始の

狙いはパナマからのリゾート客を増やすためだと語っ

た。飛行機は Embraer１９０型で１０２名が搭乗できる。

一週間に５５名程度の外国人客の搭乗を見込んでいる。 

 

今後も路線の拡大を目指しており、次はリマ―ポルラマ

ールの運航を目指しているようだ。 

 

「ノリエガ知事 CVG と SIDOR の社長兼任」         

 

１０月２０日付の官報第４１，２６１号でボリバル州の

ノリエガ・ピエトリ知事がガイアナ開発公社（CVG）と

国営製鉄公社（SIDOR）の代表を兼務することが決まっ

た。なお、CVG と SIDOR の代表は名誉職として給料

は発生しない。 

 

ノリエガ知事は軍人で２０１４年からCVGの代表を務

めていた。また、２０１６年からは SIDOR の代表を兼

務していた。 

州知事選への出馬を機に両組織の代表を一時的に離れ

ていた。 

 

CVG は基礎戦略・社会主義産業省の傘下の組織でアル

ミニウム精錬、鉄鋼、ボーキサイト、石炭など多くの資

源関連会社のコングロマリット。 
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２０１７年１０月２４日（火曜）             

政 治                       

「宣誓を巡り野党政治家から非難が殺到」        

 

２３日に行動民主党に所属していた４名の知事当選者

が制憲議会に宣誓した。 

 

本件を巡り第一正義党と大衆意志党を中心に強烈な非

難を繰り広げている。本件に関連する非難は多すぎてす

べてを紹介することはできないが、一部の発言を紹介す

る。 

 

州知事選で野党の選挙対策班長を務めたバルータ市長

のヘラルド・ブライデ氏は 

「原則を裏切らず、屈しなかったファン・パブロ・グア

ニパ氏を尊敬する。反対に当選した裏切り者を拒絶す

る。」とインスタグラムに投稿した。 

 

ファン・リケセンス議員も宣誓した知事らに対して 

「政治家は自身の利益よりも原則を重視しなければな

らない。」と語った。 

 

ベネズエラ主導党のマリア・コリナ氏は制憲議会に宣誓

した新知事らに対してツイッターで「恥を知れ、吐き気

がする。我々は彼らとは違う国を作りたいと考えてい

る。」と非難した。 

 

第一正義党のトマス・グアニパ幹事長はツイッターで 

「行動民主党の党員を除籍すれば良いという問題では

ない。彼らは自身の仲間に宣誓させたかった。」と投稿

した。 

 

他、ボリバル州の地方政党 LA CAUSA R の党員で野党

連合の秘書官を務めていたイグナシオ・グデス氏は野党

連合の秘書官職を退く意向を発表した。理由は州議会選

での野党連合の亀裂だと語った。 

 

これらの非難に対してアルップ議長は 

「第一正義党と大衆意志党による私に対する非難は的

を獲ていない。迷惑だと感じている。この大事な時期に

組織内で撃ち合いを始めた。 

 

第一正義党は私を非難の真ん中に引っ張り出してきた

が、私は問題の中心人物ではない。私は知事選に出馬し

ていないし、ミランダ州でカルロス・オカリスが勝利す

るために努力した。ミランダ州で敗北したのは私の責任

ではない。」と弁明した。 

 

「カプリレス元知事 野党連合の解体を宣言」           

 

アルップ元議長を非難の中心に持ってきたのは第一正

義党のカプリレス元ミランダ州知事だ。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は自身のラジオ番組でア

ルップ氏を強く非難した。 

 

1. マドゥロ大統領はついに野党派の与党政治家を見

つけた。昨日、有権者を裏切った者たちだ。 

2. ラモス・アルップ氏はマドゥロ大統領が擁立する大

統領候補だ。 

3. アルップ氏が野党連合にいる限り、私は野党連合に

参加しない。彼が野党連合に居座るのであれば、私

は連合を離脱する。 

4. タチラ州の新知事は、国民が求めていると発言した。

私は多くの国民が求めていなかったことを知って

いる。 

5. 昨日、起きたこと（制憲議会の宣誓）は、我々に組

織の再構築の必要性を迫っている。 

6. 言い訳は存在しない。原則があるいかどうか。倫理

観があるかどうか。それだけだ。 

7. 屈して生きるくらいなら、死ぬことを選ぶ。 
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「大衆意志党 市長選には参加しない」              

 

自宅軟禁されている大衆意志党のレオポルド・ロペス党

首は政治的な発言を禁止されている。よって、大衆意志

党の指揮はフレディ・ゲバラ国会第一副議長が担ってい

る。 

 

制憲議会での宣誓を受けたフレディ・ゲバラ氏の発言要

旨は以下の通り。 

 

1. 野党連合の統一が無くなったことを残念に思う。 

2. ベネズエラの状況は極めて深刻。方向性がぶれてい

て国民を導いていない。 

3. 大衆意志党はこの状況で市長選には参加しない。 

4. 我々は独裁政権から何が何でも脱出する。彼らとの

共存の道は存在しない。原則を守る。 

5. 悪いグループと一緒に行動するくらいなら、一人に

なった方が良いこともある。 

6. アルップ氏は政府と野党（フリオ・ボルヘス議長と

ルイス・フロリダ議員）が対話していると発言した

が、それは虚偽だ。非難の矛先を変えるために嘘を

ついている。 

7. アルップ氏の考えに賛成できない行動民主党の党

員をたくさん知っている。 

8. 屈することと犠牲になることは同じではない。犠牲

者は制憲議会に宣誓しなかったファン・パブロ・グ

アニパ氏であり、彼の行動に賞賛を送る。 

9. 我々は国民を苦しめる独裁政権に屈することを勇

気と認識しない。 

10. 行動民主党が抗議行動を妨げる存在だった。 

 

正直な感想を言うと、第一正義党と大衆意志党の意見に

心から賛同している国民はそこまで多くないと考えて

いる。制憲議会に宣誓した当選者の考えに賛成しない人

はいるが、宣誓した理由は理解できる。 

 

 

非難している野党政治家もアルップ氏の考えを理解で

きていないわけではないはずだ。なお、発展進歩党や新

時代党は否定も肯定もしない。アルップ氏や宣誓した新

知事を擁護すれば第一正義党と大衆意志党、メディア、

一部の過激な野党支持者から袋叩きに合うから擁護は

できない。 

 

第一正義党（特にカプリレス元ミランダ州知事）や大衆

意志党は急進的な野党支持者の意見に染まりすぎてお

り、一般大衆の本音を代表しているとは思えない。 

 

「国会 制憲議会へ提出した予算案を否認」         

 

政府は制憲議会に２０１８年の国家予算案を提出した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.46」１０月１３日付の記

事参照）。 

 

野党多数の国会は２０１８年の国家予算案は無効であ

ると宣言した。 

 

「国会は公的組織金融組織法と憲法規定に従い、２０１

８年の国家予算法が無効であることを決定した。憲法は

１０月１５日よりも前に国会に次年度予算を提出する

ことを義務付けている。次年度の予算を執行するために

は国会の承認は不可欠な要素だ。 

 

政府は２０１７年の国家予算の承認を最高裁に求めた。

政府は再び過ちを犯そうとしている。」と発表した。 

 

経 済                       

「PDVSA 社債の利払いを確認」            

 

１０月２４日 利払い期限が切れていたPDVSA２０２

７（８，０６０万ドル）、２０３７（４，１３０万ドル）

の利息が支払われたと報じられた。今週の火曜、水曜に

投資家の口座に振り込まれるようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a0e1af39af30d3b9612cd95f528a4b5.pdf
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現地調査会社エコアナリティカはツイッターで 

「PDVSA２０２０の元本返済も承認が降りた。期日内

で支払われるだろう」と投稿した。 

 

この情報により、ベネズエラ公社債は過去２０カ月で最

大の上昇幅を見せた。 

 

「CENDAS ９月の食費、生活コストを更新」         

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人家族が

１カ月にかかる食費（基礎食料費用）と医療費や住居費

などを含めた１カ月の生活費（基礎生活費用）を毎月公

表している。 

 

同組織の調査によると、２０１７年９月の基礎食料費は

２６８万１，４６４ボリバル（先月費３３．２％増）だ

った。２０１６年１２月時点の基礎食料費用が５４万４，

９９１ボリバルだったため、９カ月で３９２％増加した 

ことになる。 

 

また、食費以外の生活費を加えた９月の基礎生活費は３

９０万１，０７６ボリバル（先月比３２．８％増）だっ

た。９カ月で４２４．６％増加した。 

 

 

 

「労働組合 元クライスラー継続意志あり」        

 

FCA（元クライスラー）のクリスティアン・ペレイラ労

働組合代表は、FCA は事業を継続する。ベネズエラを離

れないとコメントした。 

 

先週、カラボボ州のラファエル・ラカボ新知事は GM と

FCA が組み立てを再開するために働きたい。と発言し

た。GM は今年４月に工場の差し押さえに合い、ベネズ

エラ市場を放棄することを決めている。 

 

FCA は、組み立て用部品を輸入し、工場の稼働を継続さ

せることを望んでいる。部品の不足で組み立て作業が途

中でストップした FORSA（ファミリーカー）が２０１

５年から放置されている。グランチェロキー７０台も組

み立て途中で作業が止まっている。 

 

FCA は何カ月間も生産を停止していたが、フォードや

トヨタと同様に一部のコストを米ドル建てで受け取る

販売方式で政府と合意し、生産を再開している。 

 

グランチェロキーの値段は４万ドル（３．８万ドルは外

国通貨、残りの０．２万ドル分はボリバル建てで受け取

る）。FCA はバレンシアにある組み立て工場の中で最も

規模が小さい。２０１７年中に１７９台を生産した。 

 

販売も不振が続いている。ベネズエラ自動車商工会

（CAVENES）の統計によると、この 9 カ月の間に１０

６台を販売した。在庫はまだ残っている。 
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「中国のベネズエラ向け催涙弾輸出を停止」        

 

アイスランドの貨物業者が中国から催涙弾１６トンを

ベネズエラに輸出しようとしていた。 

 

１０月２０日にアイスランドの Keflavik 空港を経由さ

せるために同国交通省に申請を提出したが却下された。 

 

同国政府はウェブサイトで 

「政府はベネズエラが人権問題を抱えている国だと認

識している。アイスランド交通省は貨物業者に対して、

申請した軍事物資の配送を拒否するよう勧めた。」 

と掲載した。 

 

以上 


