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（写真）ファルコン AP 党首公式サイト “４月２３日 ファルコン党首の選挙イベント＠カラカス” 

 

 

２０１８年４月２３日（月曜） 

 

政 治                     

 「ファルコン AP 党首 公約を発表 

～ファルコン氏支持を表明する PJ 党員も～」 

「マドゥロ大統領も本格的にキャンペーン開始」 

「国会第一副議長 大統領の職権乱用罪に署名せず」 

 「政党登録がなければ広告掲載は不可」 

経 済                     

 「シェブロン職員 書類への署名を拒否し逮捕」 

 「国営電力公社 Corpoelec １．８万人が離職」 

社 会                     

 「スリア州 抗議行動で１名死亡」 

２０１８年４月２４日（火曜） 

 

政 治                    

 「野党系の CNE 代表エミリオ・ロンドン氏 

大統領選挙日 変更の可能性は低い」 

 「Frente Amplio に新たに５政党が合流」 

 「大統領選候補ラッティ氏 候補者統一を提案」 

 「ロシア 大統領選へ監視団を送ることで合意」 

「ニカラグア反政府デモ 米国の制裁が影響」 

経 済                    

 「パナマーカラカスの路線運行が停止」 

 「債権者グループ 訴訟アドバイザーを選定」 

 「野村証券 選挙での政権交代に悲観的な見解」 
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２０１８年４月２３日（月曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 公約を発表           

  ～ファルコン氏支持を表明する PJ 党員も～」       

 

４月２３日 大統領選へ出馬したヘンリー・ファルコン

発展進歩党（AP）党首はカラカスで選挙イベントを行

い 、 自 身 の 公 約 「 La Gran Transformación hacia la 

Venezuela del Futuro」を発表した。 

 

ファルコン党首はドル化政策、中央集権的な政府運営の

見直しの必要性などを強調した。 

公約の内容は「ウィークリーレポート」にて紹介したい。 

 

ファルコン党首は自身の選挙チームとして、Copei のエ

ドゥアルド・フェルナンデス氏、選挙対策長のクラウデ

ィオ・フェルミン氏、経済専門家のフランシスコ・ロド

リゲス氏、公共サービスの専門家であるホルヘ・アレハ

ンドロ・ロドリゲス氏、都市計画専門家であるジョセフ

ィーナ・バルド氏、元選挙管理委員会（CNE）役員のル

イス・タロ氏、ララ州の元医療部長でバルキシメト市国

立中央病院の元院長だったアントニオ・マリア氏など。 

 

また、 

「選挙が信頼できないとして、選挙の棄権を訴えるグル

ープは、誰も解決策を提示しない。 

我々は選挙の信頼性を高めるために外国からの選挙監

視団の受け入れを呼びかけている。しかし、最も有効な

選挙監視団はベネズエラ国民自身である。 

仮にベネズエラ国民全員が選挙日に立ち上がれば、ベネ

ズエラは自由になる。」 

 

とコメントし、大統領選の棄権を訴える野党連合（MUD）

に方針の変更を求めた。 

 

 

また、同選挙イベントにはデルタアマクロ州のホセ・ア

ントニオ・エスパーニャ議員が出席し、ファルコン氏の

方針を支持すると表明した。 

 

同氏は選挙棄権を訴える第一正義党（PJ）の党員のため、

政党の方針を離れたことになる。２週間前には同じく選

挙の棄権を訴えている新時代党（UNT）に所属する党員

１ ０ 名 が 、 選 挙 に 参 加 す る べ き だ と 主 張 す る

「ProCiudadanos」に移籍した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.123」４月１１日付の記事参照）。 

 

他方、ファルコン氏のイメージを落とそうとする報道も

みられる。 

４月２４日 ファルコン AP 党首の息子がスペインに

入国している姿が報じられた。「国民が苦しんでおり、

難民が増えている時にファルコン氏の妻子は好きな場

所に行くことができる。」との主張。野党系メディアが

情報発信源とみられている。 

 

 

 

 

（写真）Chismeven 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ab7da1ea18c73c9c2306b7aff0bdfc5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
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ファルコン党首はテレビのインタビュー番組に出演し、

この報道についてイメージ操作であることを非難し、自

身の子供は全てのベネズエラ人と同じように外国に行

く権利があると主張。スペインで暮らすのではないかと

の憶測について、一時的な滞在だと釈明した。 

 

「マドゥロ大統領も本格的にキャンペーン開始」         

 

マドゥロ大統領も４月２３日から本格的に選挙キャン

ペーンを開始した。 

 

選挙キャンペーンの最初の開催地はボリバル州サンフ

ェリックス市。この土地は一年前にマドゥロ大統領が訪

問した際に、国民から卵を投げつけられたことで有名な

都市だ。 

 

内容自体に特にこれといった重要な発言は無かったが、

ファルコン氏を対立候補として挑発し、両者がバトルを

繰り広げる展開を盛り上げている。なお、マドゥロ大統

領は応援ソングも作っている（「応援ソング#TodosCon 

Maduro」）。 

大統領府のツイッターでは参加者が多いように見える

が、狭い通りにバスを置き、人を押し込めて多く見せて

おり、実際の参加者は多くなかったとの報道が流れてい

る。 

 

（写真）大統領府ツイッター 

 

 

（写真）@Watcher ツイッター 

“選挙イベント時のサンフェリックス市通りの写真” 

 

「国会第一副議長 大統領の職権乱用罪に署名せず」                  

 

４月１７日 野党多数の国会は外国にある亡命最高裁

の求めに応じ、マドゥロ大統領が職権乱用罪にあたるか

どうか調査を続行することを承認した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.125」４月１７日付の記事参照）。 

 

オマール・バルボサ国会議長、アルフォンソ・マルキナ

国会第２副議長は、この承認を認める書面にサインをし

たが、フリオ・セサル・レジェス国会第１副議長はこの

書面にサインをしなかった。 

 

フリオ・セサル・レジェス国会第１副議長は、５月の大

統領選に出馬しているヘンリー・ファルコン氏が党首の

発展進歩党（AP）の議員。 

 

政党として、政府との対立姿勢を打ち出すことを避けた

いとの考えが働いたと思われる。 

 

なお、同氏がサインしなくても、本決定自体は賛成過半

数で可決され、外国の亡命最高裁に承認の通知が送られ

ている。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHyIJTacChM
https://www.youtube.com/watch?v=YHyIJTacChM
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
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「政党登録がなければ広告掲載は不可」                  

 

４月２３日 選挙管理委員会（CNE）のタニア・デアメ

リア役員は国営放送局 VTV のインタビュー番組に出演

した。 

 

そこで、CNE に登録されていない政党は広告などを公

共の場に掲載してはいけないとコメントした。 

 

野党の第一正義党（PJ）は政党更新の必要要件に達する

ことが出来なかった。また、大衆意志党（VP）は政党更

新作業を辞退したため、CNE から政党としての登録を

抹消されている。 

 

ベネズエラでは、これまで投票後、指にインクを浸すこ

とで２重投票を避ける仕組みが存在していた。この仕組

みは昨年からなくなってしまったが、１８年５月の選挙

も引き続きインクは使用しないと説明した。 

 

経 済                        

「シェブロン職員 書類への署名を拒否し逮捕」           

 

先週、国際石油資本シェブロンの職員２名が SEBIN に

逮捕されたとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.125」４月１７日付の記事参照）。 

 

ロイター通信は２名の逮捕理由について、PDVSA から

強要された契約書へのサインを拒んだためと報じた。 

 

関係者は、「誰もサインするリスクを冒したくないし、

何も承認したがらない。今回の逮捕により調達が停止す

るのでオペレーションが更に難しくなる。」 

と懸念を表明した。 

 

 

 

 

報道によると、PDVSA 関係者が石油のアップグレード

に使用する機械を購入するにあたり、見積価格を通常の

２倍にするようシェブロン側に要請し、それを拒否した

ことが原因だったようだ。 

 

通常よりも高い価格で商品を購入することで、利益を関

係者で分け合うことを考えたと思われる。 

 

ただし、これが事実だったとすれば汚職に手を貸さない

ことを理由として逮捕されたことになり、問題は相当に

深刻と言えるだろう。 

 

昨年１１月より PDVSA は軍部がボードメンバーを占

めており、正常なオペレーションが出来ないことで外国

資本が懸念を表明している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.123」４月１１日付の記事参照）。 

 

「国営電力公社 Corpoelec １．８万人が離職」         

 

国営電力公社（Corpoelec）労働組合のレイナルド・デ

ィアス氏は１７年３月から１８年３月までの１年間で

１．８万人が Corpoelec を離職したと告発した。 

 

理由は優秀な人材の不足。 

停電を修復できる優秀な専門家は国外に出ており、残っ

た優秀な技術職が彼らの仕事を負担することになる。 

その結果、残った優秀な人材の仕事が増えすぎて、超過

勤務が増えているが、給料は決して高くない。 

この状況に耐えられなくなった優秀な人材がまた離職

していくという悪循環に陥っている。 

 

Corpoelec で働く職員の多くは最低賃金と同水準か２．

５倍くらいの給料しか受け取っていない。 

「Corpoelec の職員は日々貧しくなっていく。しかし経

営者はそれを問題だと感じていないようだ」とコメント

した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09957e6b660ae6bda53adc0403c6b0f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
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社 会                        

「スリア州 抗議行動で１名死亡」           

 

スリア州の州都マラカイボ市で長引く停電に耐えられ

なくなった市民らが抗議デモを行い、１５歳の少年が殺

害された。銃殺されたようだが、誰がどのような経緯で

殺害したのかは明らかにされていない。 

 

全国的に停電は頻繁に起きているが、スリア州は特に停

電が多いようで、抗議行動があった当日は１８時間も停

電が続いていたようだ。 

 

発電施設や電気流通網などのメンテナンス不足が主な

理由と思われる。また、スリア州は暑い地域でエアコン

の使用率が高く、電力消費量が大きいことも理由の一つ

かもしれない。 

 

そして、エアコンが使用できなければ暑さでストレスが

たまることも抗議デモが起きやすい理由だろう。 

 

モッタ・ドミンゲス電気エネルギー相は抗議デモで逮捕

した者の少なくとも５３名は PJ と UNT に関係してい

たとして、政治的なサボタージュだと野党を非難した。 

 

２０１８年４月２４日（火曜）             

政 治                       

「野党系の CNE 代表エミリオ・ロンドン氏        

     大統領選挙日 変更の可能性は低い」        

 

４月２４日 選挙管理委員会（CNE）の役員５名のうち

唯一、野党系の役員であるエミリオ・ロンドン氏は、民

放のインタビュー番組に出演し、 

「５月の大統領選挙日が変更される可能性は低いだろ

う。」との見解を示した。 

 

 

「私は選挙日が変わる可能性は低いと考えている。もう

大統領選当日まで２６日しかない。この期間で選挙日を

変えることは現実的ではない。」 

との見解を示した。 

 

一方で、選挙までの期間が長ければ長いほど選挙の透明

性は保証されるだろうと発言。可能であれば、選挙日を

変更した方が良いとの見解を示した。 

 

また、５月の大統領選について 

「２０１５年１２月６日に行われた国会議員選挙とほ

とんど同じ条件になっている。選挙当局はスケジュール

に従い予定を進めており、各段階では出馬した５名の政

党が確認作業に参加している。」 

と述べた。 

 

１５年１２月の国会議員選挙では野党が大勝したため、

野党連合は大統領選を１５年１２月と同じ条件にする

よう要請していた。 

 

とは言え、今回の選挙には投票後に投票したことを目視

できるようにするインクを使用しない（本稿「政党登録

がなければ広告掲載は不可」参照）。 

２重投票を防ぐためにも、インクを使用するかどうかは

重要な要素で、今回の選挙が１５年１２月の選挙と完全

に同じ条件とは言えないだろう。 

 

「Frente Amplio に新たに５政党が合流」           

 

国会の秘書官を務めるネガル・モラレス氏は、野党連合

（MUD）が結成した反政府グループ「Frente Amplio」

に新たに５政党が加盟したと発表した。 

 

加盟したのは Nuvipa、Puente、Vanguardia、Bandera 

Roja、Movimiento Gente。どれも小さな政党だが、

Nuvipa、Puente、Vanguardia は知られている。 
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最近ではファルコン氏の方針に傾くグループも増えて

おり、MUD として再び勢いを取り戻したいところだろ

う。 

 

「大統領選候補ラッティ氏 候補者統一を提案」         

 

５月の大統領選に出馬しているルイス・アレハンドロ・

ラッティ氏は、マドゥロ大統領の当選を食い止めるため

に、その他の候補を統一するべきだと提案した。 

 

ラッティ氏は報道陣に対して 

「我々は、マドゥロ大統領に対抗する候補を一人に絞る

ために全力を尽くすべきだと考えている。」 

と発言した。 

 

ただし、具体的にどのようなプロセスを経て、対立候補

を統一するのかまでは明らかにしなかった。 

 

世論調査では、マドゥロ大統領とファルコン AP 党首、

ベルトゥッシ牧師については一定の得票率があるとの

結果がでているが、ラッティ氏の注目度は決して高くな

い。 

 

ベルトゥッシ牧師が出馬を辞退し、ファルコン党首への

支持を表明すれば大きな推進力になるだろう。 

 

「ロシア 大統領選へ監視団を送ることで合意」         

 

選挙管理委員会（CNE）は自身のウェブサイトで 

「ロシアは５月２０日の大統領選に選挙監視団を送る

ことを決めた」 

と発表した。 

 

この決定はティビサイ・ルセナ CNE 長官がロシア訪問

した際に、ロシアのセルゲイ外相より伝えられた。 

 

 

また、欧州連合議会のハビエル・コウソ氏など一部の議

員は５月２０日の大統領選に同伴するようだ。 

 

この動きに対して、リンダ・マクアバン議員など他の欧

州連合議員らが、議会の方針と異なることを理由に撤回

を求めている。 

 

仮に同日にベネズエラに行くとしても、欧州連合として

の立場ではなく、あくまで個人としての出張であること

を強調している。 

 

「ニカラグア反政府デモ 米国の制裁が影響」         

 

ニカラグアで抗議デモが起きた報道について「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.127」４月２２日付の記事で紹介した。 

 

この一件について、米国のラテンアメリカ調査機関

「Atlantic Council」のファン・フェリペ・セリア部長は

ニカラグアでの抗議デモの背景には米国によるベネズ

エラへの制裁が間接的に影響しているとの見解を示し

た。 

 

フェリペ氏は、ニカラグアで起きた事件の直接的な原因

はダニエル・オルテガ政権が労働者、経営者ともに負担

が増える社会保険制度の見直しを発表したことが原因

と説明した。 

 

一方で、フェリペ氏は、ニカラグアがこれまでベネズエ

ラから受けていた支援が停止したことで社会保険制度

の改革に迫られたとの見解を示した。 

 

同氏は、米国の制裁により、ニカラグアとベネズエラと

の経済関係が急速に悪化したと説明（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.60」１１月１５日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34301d92e7582349e8c8e726b4afa79e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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「ベネズエラのニカラグア向け経済支援は１７年に７

０％減少した。ニカラグア政府は直接的、間接的に影響

を実感している。１７年８月に始まった米国による金融

制裁を受けて、１７年末にニカラグアはベネズエラ向け

の輸出を停止した（「ベネズエラ・トゥデイ No.92」１

月２９日付の記事参照）。 

 

両国の取引関係が止まったことで、ニカラグア政府と

PDVSA の合弁会社 ALBANISA のオペレーションが低

迷し、ニカラグアの国内経済に悪影響を与えている。」 

と答えた（ALBANISA については「ウィークリーレポ

ート No.20」参照）。 

 

経 済                       

「パナマーカラカスの路線運行が停止」            

 

４月２５日からパナマとベネズエラの空路が完全に遮

断される。 

 

３月末にパナマ政府がベネズエラ政府関係者、法人をブ

ラックリストに入れたことで、ベネズエラ政府も対抗措

置を発表。コパ航空を含む９６法人に制裁を科した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.123」４月１２日付の記事参照）。 

 

パ ナ マ 政 府 も こ れ に 対 抗 し 、 Aeropostal 、 Avior 、

CONVIASA などベネズエラ系の航空会社のパナマ入国

を禁止する措置を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.122」４月１０日付の記事参照）。 

 

パナマ側の制裁措置は４月２５日から９０日間有効と

定められており、２４日を最後にパナマ―カラカス間の

空路は遮断された。 

 

マドゥロ大統領はパナマとの交渉を要請し、パナマのバ

レロ大統領も対話の意志を示している。だが、実際のと

ころ具体的な進展はなさそうだ。 

 

４月２３日 マドゥロ大統領は、「私はバレロ大統領か

らの連絡を４日間待っている。」とコメントしていた。 

 

「債権者グループ 訴訟アドバイザーを選定」         

 

ベネズエラ債券の保有者が訴訟に向けて動き始めてい

る。債権者グループは Millstein＆Co を債務再編のため

のアドバイザーに選定した。 

 

ブルームバーグは、このグループについて１５名の中長

期的な投資を行う投資家で構成されており、ヘッジファ

ンドではないと報じている。メンバーにはフェデリティ、

ブラックロックなどが含まれているようだ。 

 

「野村証券 選挙での政権交代に悲観的な見解」              

 

野村証券による調査によると、ほとんどの金融市場関係

者は５月２０日の大統領選でファルコン党首が勝利す

ることを期待していない。 

 

４月１９日～２２日にかけて、ベネズエラ債に関わる１

００名の投資家に対してアンケートを実施したところ、

回答者の約半分はファルコン氏が勝利する可能性が２

５％と回答した。また、ファルコン氏が勝利する可能性

が５０％だと回答したのは全体の１３％だった。 

他、マドゥロ大統領が当選した後で米国が石油制裁を科

す可能性について、回答者の６３％は石油制裁が発動す

るだろうと回答した。 

 

大統領選後の債券の動きについてマドゥロ大統領が当

選した場合、債券価格は１０％まで下がり得ると予想、

仮にファルコン党首が勝利すれば肯定的なサプライズ

で４５％まで上昇すると予想した。なお、現在のベネズ

エラ債券価格は３０％前後。 

 

以上 
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