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（写真）選挙管理委員会（CNE） “５月２０日の大統領選、州議会議員選の結果公表画面” 

 

 

２０１８年５月２１日（月曜） 

 

政 治                     

 「各国政府が大統領選を非難 

～日本も外務大臣がベネズエラ選挙を非難～」 

「選挙結果を祝福した国は８カ国 

～中国 祝福はしていないが結果は認識～」 

 「ベルトゥッシ牧師 選挙結果を認める」 

「選挙同伴団 結果は公正なものだったと認定」 

「大衆意志党 ５月２６日に抗議行動を呼びかけ」 

経 済                     

 「米国政府 ベネズエラ政府へ追加の金融制裁発動 

～米国経由の資金サポートは不可～」 

２０１８年５月２２日（火曜） 

 

政 治                    

 「マドゥロ大統領 当選式を実施 

～米国経済担当官らの追放を発表～」 

「MUD ファルコン党首との対話の用意あり」 

 「COPEI 棄権を呼びかけた野党連合を非難」 

 「CONATEL 現地メディアに罰則を適用」 

経 済                    

 「米州開発銀行 延滞が解消するまで融資なし」 

 「１００ボリバル札 新通貨導入まで使用可能」 

社 会                    

 「ゲーム「ベネズエラ政治家の戦」静かなブーム」 
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２０１８年５月２１日（月曜）             

政 治                       

「各国政府が大統領選を非難               

  ～日本も外務大臣がベネズエラ選挙を非難～」       

 

５月２０日の大統領選はマドゥロ大統領の圧勝に終わ

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.139」５月２０日付の

記事参照）。 

 

これを受けて各国が選挙結果について非難を投げかけ、

改めて大統領選を実施するよう要請している。 

 

５月２１日はアルゼンチンでＧ２０の会合が行われて

いた。この会合の場で米国国務省のナンバー２であるジ

ョン・サリバン副長官、アルゼンチン、メキシコ、チリ、

カナダ、オーストラリア、カナダの外相が会見を開き、

ベネズエラで実施された選挙を非難、マドゥロ政権への

制裁強化を求める声明文を読み上げた。 

なお、ロシア、ブラジル、中国、ドイツ（在ベネズエラ・

ドイツ大使館としては選挙への懸念を表明している）は

この声明文にサインしなかったようだ。 

 

他にも米州機構、欧州連合、イギリス、フランス、スペ

イン、ペルー、コスタリカ、パナマ、ブラジルなど各国

政府代表から非難の声明が発表された。 

 

また、マドゥロ政権を強く非難するリマ・グループを構

成する１４カ国は今回の選挙を受けて大使を召集した。 

報道によると、中南米の国々はベネズエラ政府と外交的

な関係を更に希薄化させる方針のようだ。 

 

国連の Stéphane Dujarric 報道官は 

「グティエレス事務局長はベネズエラの政治情勢を懸

念している。ベネズエラ国民の生活に重大な悪化が見ら

れる。 

 

ベネズエラの政治アクターは法的枠組みの中で人権を

尊重し、今の事態に緊急で対応しなければいけない。」 

とコメントした。 

 

また、日本政府も今回の選挙について非難している。 

 

日本経済新聞によると、Ｇ２０に参加した河野太郎外相

はマドゥロ大統領の再選について、 

 

「国民の意見が反映した選挙になっているか大いに疑

問だ。ベネズエラ国民の中から１５０万人超が国外へ出

て行かざるを得ない状態だ」と指摘。 

 

「選挙に至るプロセスは非常に残念だ。すでに多くの国

が声を上げ始めている。日本も何らかのメッセージを出

していきたい」と話した。 

今後、日本政府も何らかのアクションを執る可能性はあ

りそうだ。 

 

なお、菅官房長官は閣議後の記者会見でベネズエラの大

統領選について触れ「選挙の状況も含めベネズエラ情勢

を憂慮し、注視している。」と述べた。 

 

「選挙結果を祝福した国は８カ国           

  ～中国 祝福はしていないが結果は認識～」         

 

今回の選挙を非難する国は後を絶たないが、支持あるい

は理解を表明したのは確認できている範囲では８カ国

（キューバ、ニカラグア、ドミニカ共和国、ボリビア、

ロシア、イラン、トルコ、エルサルバドル、）とされる。 

 

最初に支持を表明したのはキューバ。キューバの共産党

系メディア「Granma」でマドゥロ大統領の勝利を伝え、

ベネズエラの選挙システムが信頼に足ることを表明し

た。ディアス・カネル国家評議会議長もマドゥロ大統領

の当選について「決定的な勝利」と祝福を表明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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政府としての見解かどうか判断は出来ないが、ドミニカ

共和国もミゲル・メヒア政治統合相はツイッターで同日

の選挙結果を祝福している。 

 

他にボリビアのモラレス大統領、ニカラグアのオルテガ

大統領、エルサルバドルは政府の声明文で選挙を支持す

る意向が示された。 

 

米州地域以外ではロシアのプーチン大統領が 

「マドゥロ大統領の政権運営は二国間関係の発展を保

証する。」 

と同日の選挙結果を歓迎する意向を表明した。 

 

また、中国は投票結果を祝福こそしていないが、ベネズ

エラ国民の民意を尊重するべきとの声明を発表してい

る。 

 

中国外務省の Lu Kang 報道官は 

「関係者はベネズエラ国民の決定を尊重しなければい

けない。ベネズエラ国民の問題を解決できるのはベネズ

エラ人だけだ。 

 

ベネズエラと米国は対話により双方の見解の違いを解

決しなければいけない。中国は他国と通常の関係を継続

する。外国は無責任に他国についてコメントするべきで

はないと考えている。」 

とコメントした。 

 

「ベルトゥッシ牧師 選挙結果を認める」                  

 

５月２１日 大統領選に出馬したベルトゥッシ牧師は

民放テレビのインタビュー番組に出演、大統領選の結果

を認識するとコメントした。 

 

 

 

 

「私は大統領選の結果を認識しないとは言えない。なぜ

なら票差は大きかった。私が非難できることは、この結

果に至るプロセスだ。悲惨だったことは６０％近くの国

民が投票を棄権したことだ。」 

と発言した。 

 

また、ファルコン党首について 

「仮にファルコン党首が我々に合流していたとすれば、

歴史は変わっていただろう。私はこの短い期間で行われ

た選挙で大統領になれることを証明した。」 

との見解を表明。 

 

マドゥロ大統領が呼びかけている対話について 

「まずは人道支援を承認するべきだ。国民は必要な医薬

品を得られていない。人道支援について議論するのであ

れば、私はマドゥロ大統領と対話する用意がある。」 

と対話に前向きな意思を表明した。 

 

また、ベルトゥッシ牧師は翌２２日に野党に対して対話

に参加するよう要請。ファルコン党首が問題視している

「集会場」については３月の合意の段階で設置は認識し

ていた。と発言した。 

 

一方、国民の意志を尊重するのであればマドゥロ大統領

は結果を辞退するべきだとの見解を示した。 

 

「選挙同伴団 結果は公正なものだったと認定」         

 

５ 月 ２ １ 日  ラ テ ン ア メ リ カ 選 挙 専 門 家 委 員 会

（CEELA）のニカノール・モスコソ代表は記者会見を開

き、選挙プロセスに問題は無かったとの見解を示した。 

 

「投票は重大な問題はなく始まった。この選挙では自由

な投票は保証されていた。選挙には複数の候補者が擁立

した監視員、選挙グループが同伴していた。」との見解

を示した。 
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また、ファルコン党首らが指摘している祖国カードを登

録するための「集会場」について 

「今回の選挙では、これまでよりも集会場が遠くに設置

された。公務員により選挙規則を尊重するよう配慮がさ

れていた。 

 

集会場に関する違反は認識していない。集会場の付近で

の金銭の授受は見ていない。」との見解を示した。 

 

最後に当選しなかった候補に対して、「選挙結果への不

服申し入れを行う制度が存在するので、法律に従い申し

立てることが出来る。」 

と述べた。 

 

「大衆意志党 ５月２６日に抗議行動を呼びかけ」         

 

大衆意志党（VP）のファン・グアイド議員は５月２６日

（土曜）に、大統領選挙を詐欺と非難し、マドゥロ政権

に圧力をかけるため「平和的な抗議行動」を呼びかけた。 

 

「今週土曜に平和的な抗議行動を呼びかける。我々が行

っている圧力が機能していることは証明されている。国

際社会も圧力の輪に加わっている。この詐欺選挙を拒絶

するために立ち上がろう。」 

と抗議行動への参加を訴えた。 

 

現在のところ実施場所、時間などは発表されていない。 

 

経 済                        

「米国政府 ベネズエラ政府へ追加の金融制裁発動    

      ～米国経由の資金サポートは不可～」           

 

５月２１日 米国政府は、マドゥロ政権による汚職、国

民・野党政治家への抑圧、民主主義秩序を軽視する行動、

自由で公平な選挙を妨げ、人道問題を悪化させていると

して追加の金融制裁を発動した。 

 

トランプ大統領は 

「新たな制裁はマドゥロ政権がベネズエラ国民の資産

を不正に売却することを防ぐ。マドゥロ政権にはベネズ

エラ国民の貴重な資産を使用させない。 

 

その貴重な資産はベネズエラの経済再建のために必要

なものになる。」 

と述べた。 

 

ベネズエラ政府はこの制裁について一方的な手段だと

拒絶を表明、組織的な他国への攻撃と非難している。 

 

また、ロシアの非政府系通信社インテルファクスは「ロ

シア外務省は米国政府が科した金融制裁にネガティブ

な認識を持っている。」と報じた。 

 

制裁の影響に関して以下のような報道が流れている。 

 

１． PDVSA は米国域内で資産を売却できない。つま

り、PDVSA の子会社 Citgo を売却あるいは担保に

する取引が出来ない。 

 

２．ベネズエラの石油産業専門家のフランシスコ・モナ

ルディ氏は今回の制裁について、 

「コノコ・フィリップスの件や、中国への債務元本返済

の再開、加えて今回の金融制裁によりベネズエラの石油

産業は著しく悪化する。１８年１２月末時点では日量１

００万バレルを下回る可能性が高い。悪いシナリオで言

えば日量７５万バレルまで下がり得る。」 

と述べている。 

 

一方で「Fects Global Energy」の Nicolas Daher 氏は 

「ベネズエラ政府、PDVSA が資産を現金化する際に今

回の制裁は影響を与えうるが、この制裁が石油産業に深

刻なダメージを与えるとは考えていない。」 

との見解を示している。 
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３．米国はベネズエラにとって主要な原油購入者。その

他商取引でも主要な取引相手となっている。制裁は

PDVSA の購入、販売を難しくする。 

 

既に１７年８月の制裁で PDVSA は融資、信用状の

発行や後払いオペレーションに支障が生じている。 

 

４．ベネズエラ政府、PDVSA は更に外貨を得る手段が

制限される。結果的に輸入は１７年実績よりも更に

減少する。 

ベネズエラの経済調査会社 Aristimuño Herrera & 

Asociados 社は１７年の輸入額は１２０．６億ドル

だったと予想しているが、１８年は１１０億ドル程

度になると考えている。 

 

５．ベネズエラ政府は売掛金を売却することが出来ない。

あるいは融資の担保に使用することも出来ない。ペ

トロカリベ諸国への売掛金の現金化が困難になる。 

 

２０１８年５月２２日（火曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 当選式で経済委員会を発足           

     ～米国経済担当官らの追放を発表～」        

 

５月２２日 選挙管理委員会（CNE）は大統領選の当選

式を行った。 

 

マドゥロ大統領は同式典に出席し、CNE のティビサイ・

ルセナ代表から当選証明書を受け取った。 

 

マドゥロ大統領は当選式で「今回の選挙はチャベス主義

の最も偉大で公正な勝利だ。」と言及した。 

 

同時に経済問題への取り組みとして国内外からアドバ

イザーを組織すると発表。同委員会はタレク・エル・ア

イサミ副大統領が率いると発表した。 

 

「私は国内外で経済アドバイザー委員会を組織するこ

とを決めた。タレク・エル・アイサミ副大統領にこの委

員会を率いる権限を与える。この委員会は全てのセクタ

ーで構成される。」と述べた。 

 

同時にカルロス・ロン・マルティネス氏を外務省の北米

担当次官に任命した。同氏は在米国ベネズエラ大使館で

経済担当官を務めていたようだ。 

 

また、野党について「明日から対話を模索する。この対

話には国内の政治、経済、文化的に関わる全てのアクタ

ーが含まれる。」 

 

他、５月２１日に発動した米国の金融制裁について拒絶

の意を示し、在ベネズエラ米国大使館のトッド・ロビン

ソン経済担当官とブライアン・ナランホ政治部長を「好

ましくない人物（ペルソナ・ノン・グラタ）」に認定。 

ベネズエラから追放すると発表。４８時間以内に米国に

戻るよう命令した。 

 

この対応を受けて、米国政府は報復措置を執ると発表し

ている。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV）映像抜粋 
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「MUD ファルコン党首との対話の用意あり」           

 

オマール・バルボサ国会議長はマドゥロ大統領の再選に

ついて、政治、経済、社会的な対立を深めることになる

と懸念を表明した。 

 

「実際に国民は正しかった。自由な選挙ではなかった。

与党による有利性の行使は日々悪化している。 

この危機を乗り切るためにはベネズエラ国民が自由に

意思表示を出来る環境が必要である。」 

と述べた。 

 

他、ファルコン党首との関係改善について 

「野党連合、Frente Amplio はファルコン党首、ベルト

ゥッシ牧師、キハーダ候補、その他ベネズエラの政治的

変化を求める人物と話し合いを持つ意志がある。しかし、

我々の対話の意志はマドゥロ大統領には向けられてい

ない。対話は憲法の尊重が前提にある。時間稼ぎの戦略

に付き合うつもりはない。」 

と述べた。 

 

なお、バルボサ議長は「マドゥロ大統領は１９年１月ま

で大統領だが、それ以降は大統領ではない」との見解を

示した。 

 

この発言に対して、第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）

の一部グループから「マドゥロは既に大統領ではない」

との声が出ており、バルボサ議長が非難されているよう

だ。 

 

最後に、バルボサ国会議長は６月２日に野党は次なる戦

略について発表するだろう。と述べた。 

 

 

 

 

 

「COPEI 棄権を呼びかけた野党連合を非難」         

 

５月２０日の大統領選でファルコン党首を支持したキ

リスト教社会党（COPEI）のファン・パブロ・フェルナ

ンデス党首は今回の選挙について「悲惨なものだった。」

と評価した。 

 

「日曜に起きたことは悲劇だ。我々は問題を解決できな

い無能な政府を放置してしまった。国内も国外も選挙結

果を認めていない。ベネズエラ国民の８０％はマドゥロ

政権の運営に否定的な見方をしており、変革を必要とし

ている。 

 

２０１５年に国会議員選で８００万票を獲得した。暗い

トンネルを抜けて光が見えたと信じていた。 

しかし、野党は方向性を間違い、国民から失望を買った。

今の野党は選挙の不参加を呼びかけ、投票の棄権を勝利

だと認識している。 

 

この状況をどのように理解すればよいのだろうか。」 

と MUD に対して方針転換を求めた。 

 

「CONATEL 現地メディアに罰則を適用」         

 

５月２２日 国家電気通信委員会（CONATEL）は現地

の野党系メディア「El Nacional」に対し「ラジオ・テレ

ビ・電子メディアの社会的責任法（Resort 法）」に違反

したとして罰則の適用手続きを開始した。 

 

CONATEL は「El Nacional」が Resort 法の２７条と、

制憲議会が制定した「嫌悪に対峙する平和と共存法（嫌

悪罪）」１４条に違反し、嫌悪を煽るような情報を流布

したと発表した。 

 

野党支持者、野党政治家らは報道の自由を侵害している

として抗議の意を示している。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年５月２１日～５月２２日報道            No.１４０   ２０１８年５月２３日（水曜） 

7 / 8 

 

また「El Nacional」は自社のツイッターで 

ベネズエラの報道倫理規範の４５条を参照し 

「記者は休むことなく民主主義の原則・自由・平等・正

義を侵害するレジームと戦い続ける義務がある。」 

と見解を表明した。 

 

 

 

経 済                       

「米州開発銀行 延滞が解消するまで融資なし」            

 

米州開発銀行（BID）はベネズエラ政府が約束していた

融資の利息８，８３９万ドルが払われていないと発表。

この延滞が支払われるまでベネズエラ政府に融資はし

ないとの見解を示した。 

 

 

 

 

「BID の規則では延滞期間中に同行はいかなる融資も

行うことは出来ない。政治的な理由により、BID は債務

再編に応じない。 

 

５月１４日に１８０日の支払い猶予期限が切れた。支払

い猶予期間を過ぎていない案件も含めて同日時点でベ

ネズエラは同行に２億１，２４０万ドルの支払いを遅延

している。ベネズエラは BID に対して２０億１，１０

０万ドルの債務を負っている。 

 

１８年３月末時点で、ベネズエラ政府の債務は同行の資

産の１．６％を占める。ただ、ベネズエラの支払い停止

が BID の財務能力を著しく損なうことは無い。 

 

BID は引き続きベネズエラ政府に対して遅延している

債務の支払いを呼びかける。」 

との声明文を発表した。 

 

「１００ボリバル札 新通貨導入まで使用可能」         

 

１６年１２月 マドゥロ大統領は突如、１００ボリバル

札の使用を停止すると発表した。しかし、１００ボリバ

ル札の有効期間の延長を繰り返し、既に１年半が経過し

ている。 

 

５月１７日付の官報第４１，３９９号の政令３，４３０

号で新たに「ボリバル・ソベラーノ」が施行されるまで、

１００ボリバル札は有効にすることが決まった。 

 

今年３月にマドゥロ大統領は現在ベネズエラで流通し

ている「ボリバル・フエルテ」の通貨切り下げを決定。 

６月４日から新通貨「ボリバル・ソベラーノ」を導入す

ると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.114」３月２

２日付の記事参照）。１ボリバル・ソベラーノは１，０

００ボリバル・フエルテと同等の価値がある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/153ee106992477e4a46d5754f62fb80d.pdf
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社 会                       

「ゲーム「ベネズエラ政治家の戦」静かなブーム」            

 

これまで弊社レポートで紹介してきた通りベネズエラ

の政治家は常に戦っている。 

 

最近では「Combate de Politico Venezolano（ベネズエ

ラ政治家の戦）」がひそかなブームになっているようだ。 

 

ベネズエラの主要な政治家が戦う格闘ゲーム。キャラク

ターはそれぞれ特技を持っており、ディオスダード・カ

ベジョ PSUV 副党首はお金を投げて攻撃する。 

 

また、政治家ではないが食品メーカー大手ポラールのロ

レンソ・メンドーサ社長は同社の商品「アリナ・パン（と

うもろこし粉の加工品）」を投げて攻撃する。 

 

他にもレオポルド・ロペス VP 党首、マリア・コリナ・

マチャドベネズエラ主導党（VV）党首、マドゥロ大統領

など主要な政治家を選択して戦うこと出来る。 

 

筆者は I-phone でアプリをダウンロードしようとした

が、検索にヒットしなかった。同ゲームの紹介動画は

youtube で確認できる。 

 

（写真）Combate de Politico Venezolano 動画抜粋 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6aLp11vIaY

