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（写真）大統領府 ”アントニオ・ホセ・デ・スクレ衛星” 

 

２０１７年１０月９日（月曜） 

 

政 治                   

  「ポルトガル政府 欧州連合の制裁を承諾か」 

「野党 来週の対話再開を否定」 

  「サアブ検事総長 並行最高裁の発足を非難」 

経 済                   

  「ベネズエラ 中国で３機目の衛星を打ち上げ」 

  「FAO ベネズエラの１０％超は栄養不足」 

社 会                   

「パスポートの有効期限を２年延長」 

「州知事選 レイ・セカは１３～１６日まで」 

「児童売春斡旋の罪で野党連合元議員を逮捕」 

２０１７年１０月１０日（火曜） 

 

政 治                   

  「野党連合 ２０５投票会場の変更を非難」 

  「CNE １０の州知事選挙妨害」 

  「オルテガ元検事総長 演説のポイント」 

経 済                   

  「IMF １７年のインフレ率６５０％と予測」 

  「VEXIMA、SVINCA 社長が交代」 

  「経済担当副大統領 DICOM 再開は未定」 

社 会                   

「看護団体 注射器の使いまわしを非難」 

  「ポラール社長 米国で企業家賞を受賞」 
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２０１７年１０月９日（月曜）             

政 治                       

「ポルトガル政府 欧州連合の制裁を承諾か」       

 

野党系の報道サイト「ルンルネス」を運営するネルソン・

ボカランダ氏によると、ポルトガル政府が在ポルトガ

ル・ベネズエラ大使へ、欧州連合としてベネズエラ政府

に対して制裁を科すことに同意したと伝えた。 

 

ポルトガル政府は欧州の中でも、制裁の適用に反対して

いたグループ。欧州連合として制裁を行うにあたり障害

になっていたが同国が制裁を容認すれば制裁はより現

実的なものになる。 

 

欧州議会は既にベネズエラの政府高官や治安当局関係

者へ制裁を科すことを承認している（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.33」９月１３日付の記事参照）。 

 

加えて、９月２６日にトランプ大統領はスペインのラホ

イ大統領に対して欧州連合としてベネズエラへ制裁を

行うよう促していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.38」

９月２６日付の記事参照）。 

 

１０月１５日の州知事選では選挙管理委員会が与党に

有利に働くような決定を示し続けており、選挙の公平性

が疑問視されている。 

 

ポルトガル政府が制裁適用を認めた判断が真実だとす

れば、州知事選をめぐる一連の動きが理由だろう。 

 

「野党 来週の対話再開を否定」            

 

マドゥロ大統領は先週より野党との合意事項の９５％

は達成しており、州知事選後には野党との対話が再開す

ると発言している。 

 

与党側の対話窓口役を務めているホルヘ・ロドリゲス・

リベルタドール市長も水面下で野党との対話が継続し

ていると発言。１０月１６日の週には野党との対話が再

び始まると言及している。 

 

これらの発言に対して野党側で与党との交渉窓口を務

めるルイス・フロリダ議員はツイッターで話し合いの再

開を否定した。 

 

「政府関係者の発言を受けてベネズエラ国民に我々の

認識を伝える必要性があると感じた。来週、ドミニカ共

和国で交渉が再開するという発表は嘘である。 

 

野党連合は９月２６日から交渉を離脱している。ドミニ

カ共和国には行っていない。マドゥロ大統領は交渉再開

に必要な条件を満たしていない。 

 

対話再開のプロレスは進展しているどころか、後退して

いる。１０月１５日の州知事選では野党候補者の変更が

出来なかった。 

 

９５％という数字はベネズエラ国民がマドゥロ大統領

を拒否している割合だ。ベネズエラ国民は１０月１５日

に選挙で投票する。」と投稿した。 

 

「サアブ検事総長 並行最高裁の発足を非難」                 

 

１０月１３日に米州機構で国会が任命した最高裁判事

による最高裁判所の発足が発表される予定だ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.39」９月２８日付の記事参照）。 

 

サアブ検事総長は、同組織の発足を支援する米州機構の

アルマグロ事務局長に対して 

 

「ルイス・アルマグロはベネズエラの平和への敵だ。米

州機構の事務局長は対話の促進者として振舞わず、 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de7ce96570fe022d91e01fb0c58df116.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de7ce96570fe022d91e01fb0c58df116.pdf
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米州機構内にベネズエラの並行最高裁判所を組織しよ

うとしている。こんなことは歴史上見たことがない。 

 

米州機構で組織される最高裁判所およびその判事は偽

物だ。違法であるばかりでなく、憲法が定める判事の基

準も満たしていない。」と発言した。 

 

経 済                       

「ベネズエラ 中国で３機目の衛星を打ち上げ」          

 

１０月９日深夜 ベネズエラは中国と共同開発した「ア

ントニオ・ホセ・デ・スクレ衛星（VRSS-2）」の打ち上

げに成功した。ベネズエラの衛星は３機目となる。 

 

打ち上げられた衛星は地上６５０キロ地点で地球をま

わる。この衛星はベネズエラの地上を観測することを目

的としている。２０１２年にミランダ衛星（VRSS-1）

が同様の目的で打ち上げられたが、既に使用可能期間を

過ぎていた。また、今後は４機目となる「グアイカイプ

ーロ衛星」の打ち上げも計画している。 

 

今回の衛星打ち上げについて野党、野党支持者から、食

料や医薬品の輸入さえもままならないのに衛星の開発

や打ち上げに予算を投じることを非難する声も多い。 

 

（出所）ベネズエラ国営放送局 VTV 

 

「FAO ベネズエラ人の１０％超カロリー摂取不足」        

 

国連の食糧農業機関（FAO）は同組織の調査で４１０万

人のベネズエラ人が一日に必要とされるカロリー摂取

量を満たしていないと発表した。 

 

同組織が実施した前回の調査（１３－１５年調査）では

２８０万人がカロリー摂取不足と報じられたが、今回の

調査（１４－１６年調査）では４１０万人と１３０万人

増加した。 

 

FAO のフリオ・ベルデゲ氏はベネズエラの食糧事情は

著しく悪化しており、現状を容認することが出来ない。

とコメントした。 

 

ベネズエラの人口はおよそ３，１００万人と言われてい

る。つまり、ベネズエラ国民の１３．２％（８人に１人）

は一日に必要なカロリーを摂取できていないことにな

る。 

 

なお、１６年時点よりも１７年の方が食糧不足は悪化し

ているだろう。その意味では次年度公表されるであろう

FAO の指標は現在よりも悪い結果が出ることが予想さ

れる。 

 

社 会                       

「パスポートの有効期限を２年延長」          

 

１０月８日付けの官報にて有効期限が切れるパスポー

トは最大で２年間有効期限を延長できるとの政令が公

布された。 

 

以下、官報の要約。 
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官報６，３３３号 政令６号 

「経済緊急事態令の枠組みによるベネズエラ人のパス

ポートの有効期限延長の承認」 

 

第１条： 

ベネズエラ人のパスポートは本政令の規定に従い、有効

期限の延長が承認された日から最大で２年間有効期間

を延長できることとする。 

 

第２条： 

内務司法平和省および外務省は領事館、出入国管理庁

（SAIME）にパスポート延長をするための手続きを指

示すること。 

 

第３条： 

パスポートの有効期限延長にかかる手続きは、国際民間

航空団体の規則とベネズエラ国民の証明を保証するも

のでなければならない。 

 

第４条： 

内務司法平和省および外務省は本政令の施行を管轄す

る。 

 

第５条： 

本政令は官報公開日より有効とする。 

 

 

ベネズエラ側ではパスポートを有効なものと認識でき

るのかもしれないが、外国の出入国管轄組織が、有効期

限が過ぎているパスポートを有効と認識してくれるか

どうかは大いに疑問が残る。 

 

 

 

 

 

「州知事選 レイ・セカは１３～１６日まで」             

 

ベネズエラでは選挙が行われる前後数日間は「レイ・セ

カ（渇きの法律）」と呼ばれる制度が施行される。 

 

社会混乱を避けるため一定期間の間、スーパーマーケッ

ト、酒店やレストランでアルコールの販売を禁止する法

律だ。 

 

１０月９日 ネストル・リベロール内務司法平和相はア

ルコール類の販売を１０月１３日（金曜）～１６日（月

曜）まで禁止する。と発表した。同様に同期間で抗議行

動を実施することも禁止すると発表した。 

 

加えて、選挙当日は全国に１４万３，０００人の治安維

持部隊を配置すると発言した。 

 

「児童売春斡旋の罪で野党連合元議員を逮捕」         

 

１０月９日 検察庁は野党連合の元議員セサル・リンコ

ネス氏に対して、売春斡旋を支援した疑いで逮捕命令を

出した。また、この犯罪に関わった容疑者５名も逮捕し

た。 

同グループはスクレ州カルパノ市で２名の児童と２名

の未成年者の性的暴行を斡旋していた疑いがもたれて

いる。 

 

リンコネス氏は行動民主

党のスクレ州地域代表党

員だった。２００１－２０

０６年、２０１１－２０１

５ 年 期 の 国 会 議 員 。

PDVSA とアンドラ銀行の

汚職を調べた人物でもあ

った。 

（写真）Podropedia 
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２０１７年１０月１０日（火曜）             

政 治                       

「野党連合 ２０５投票会場の変更を非難」        

 

１０月１０日 選挙管理委員会（CNE）のタニア・デ・

アメリオ役員は１７年４月～７月にかけて反政府デモ

が集中した地域は投票会場を閉鎖し、有権者は別の会場

に投票場を移動させると発表した。 

 

新しい投票場を確認するには電話（０８００－８６８３

６６７）か CNE のウェブサイトから自身の身分証明書

番号を入力することで確認できる。 

 

また、今回の選挙は２重投票を避けるための紫色のイン

クを使用しない（「ベネズエラ・トゥデイ No.35」９月

１８日付の記事を参照）。 

今回の選挙でインクを使用しない理由について、ツイッ

ターで 

「ベネズエラ中央大学がインクの提供組織だったが、制

憲議会に賛成しないことを理由に CNE にインクの販売

を断ったため使用できない。 

インクの使用は１９４６年の憲法改正選挙から始まっ

た。当時は二重投票を防ぐ方法がなかったが、今はシス

テムが向上したため、二重投票が起きることは無い。」 

と説明した。 

 

（出所）国営報道局 VTV “タニア・デ・アメリオ役員” 

 

この決定について野党のルイス・フロリダ議員はツイッ

ターで 

 

「CNE は野党支持者が多い２０５の投票場を変更した。

障害が更に増えたが、我々は勝利する。投票を通じて戦

おう」と投稿した。 

 

また、同氏のツイッターには変更の対象となった投票会

場で、与党と野党の投票数を比べる表を掲載した。特に

与野党の票差が大きかったのはアラグア州、ララ州、メ

リダ州、タチラ州、ミランダ州、アンソアテギ州など。 

 

 

（出所）ルイス・フロリダ議員ツイッター 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf
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「CNE １０の州知事選挙妨害」            

 

マイアミの新聞「ディアリオ・ラス・アメリカス」は、

１０月１５日の州知事選で CNE が野党に仕掛けた１０

の選挙妨害行為を掲載した。 

 

1. 州知事選は元々２０１６年１２月に行われる予定

だった。しかし、選挙は延期された。１７年１２月

に行われるはずの全国３３５市の市長選も延期さ

れている。 

2. 野党連合としての参加を否定。１５年１２月の国会

議員選では野党連合として参加していた。しかし、

アプレ州、アラグア州、ボリバル州、カラボボ州、

モナガス州、トゥルヒージョ州、スリア州での野党

連合としての出馬を拒否された。 

3. CNE と最高裁判所（TSJ）は候補者の変更を認めな

かった。９月１０日に野党連合がプレ選挙を実施し、

各州で１名の候補者に統一した。しかし、CNE と

TSJ が候補者の変更を認めなかった。 

4. 国内選挙監視員がおらず、事前の模擬投票が実施さ

れていない。CNE は今回の州知事選では国内監視員

を選定していない。また、模擬投票も行っていない。

これらの不在は選挙で問題を起こす可能性がある。 

5. 今回の選挙で野党は選挙担当メンバーを選定でき

なかった。２０１５年の国会議員選の際の選挙担当

メンバーがそのまま採用されている。 

6. 与党の州知事選候補者は国の予算を選挙キャンペ

ーンに使用しているが、CNE は同候補者を罰してい

ない。 

7. 投票済みインクが使用されない。投票のコントロー

ルが利かない可能性がある。 

8. CNE はタチラ州で１．７万人の投票権を削除した。 

9. CNE は７５の選挙会場を閉鎖し、７，０００個の投

票机を減らした。これは一つの選挙会場により多く

の投票者が来ることになり、投票コントロールが困

難になる。 

 

10. 偏見のかかった組織運営。CNE は州知事選の運営を

アナウンスするにあたり、「チャベスは生きている。

戦いは続く。」など与党のキャッチフレーズを使用

している。 

 

これに、本日報告された２０５会場の閉鎖が加わること

だろう。 

 

「オルテガ元検事総長 演説のポイント」              

 

１０月１０日 オルテガ元検事総長はコロンビアでベ

ネズエラの人権問題を議論するフォーラムに登壇した。 

 

発言の要旨は以下の通り。 

 

1. この２年間で３．５万人のベネズエラ人がコロンビ

アに移住した。 

2. 児童は栄養失調に陥っている。ベネズエラではゴミ

をあさる人を見かけるのが珍しいことではない。 

3. CLAP は国民心理を操作し、奴隷として扱うための

道具になっている。政府は自分と同じ考えを持って

いるならば CLAP を販売する。と言っている。 

4. ベネズエラの栄養失調率は５４％から６８％に増

加した。 

5. 検察庁の調べによると、反政府デモで１３５人が死

亡し、２，０００人が負傷した。 

6. 反政府デモによる死者の２５％は治安部隊が殺害

した。また、４０％は武装した民間人が殺害した。 

 

経 済                       

「IMF １７年のインフレ率６５０％と予測」            

 

１７年１０月 国際通貨基金（IMF）はベネズエラの経

済見通しを更新した。 

新たな経済見通しでは２０１７年の経済成長率はマイ

ナス１２．０％、１８年はマイナス６％に修正した。 
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また、１７年のインフレ率（平均値）は６５２．７％、

１８年は２，３４９．３％と予想している。 

  

 

「VEXIMA、SVINCA 社長が交代」           

 

２０１７年１０月５日付官報４１，２５１号で国営輸出

入公社 VEXIMCA と SUVINCA の代表の交代が発表さ

れた。 

 

VEXIMCAの新社長はカルロス・ハビエル・ロドリゲ

ス氏。VEXIMCAは２００８年６月に発足した。政府

の財・サービスの輸出入を請け負う組織。Corpovexの

関係会社で経済担当副大統領の傘下となる。 

 

SUVINCAの新社長はウィルソン・デビッド・ヘレ

ラ・ベルムデス氏。ベネズエラ生産拡大プログラムを

担当しており、自動車の組み立て部品や完成車の輸入

などを請け負っている。同様にハイアール社の家電を

輸入し、国民に低価格で販売する社会開発プログラム

も請け負っている。 

 

現時点ではカルロス・ハビエル・ロドリゲス氏、ウィ

ルソン・デビッド・ヘレラ・ベルムデス氏ともにプロ

フィールは確認できていない。 

 

「経済担当副大統領 DICOM 再開は未定」        

 

１０月１０日 ラモン・ロボ経済担当副大統領はヌエバ

エスパルタ州で開催されたベネズエラ経済生産委員会

に出席した。 

 

そこで、DICOM について、新しいシステムの詳細を詰

めている段階で再開する見通しは立っていないと説明

した。 

 

また、DICOM の停止は米国による金融制裁が原因であ

るとし、米ドル以外の外貨での取引に移行する必要性を

説いた。 
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同会議では観光産業に焦点が当てられた。６億ドルの投

資が出来れば５０億ドルの収入を得られるようになる。

７，０００人の雇用が創出され、建設業も前年比３０％

は成長する。 

 

外国からの旅行者が外貨を持ってくるような仕組みを

作ることが大事だ。外貨で得た収入の２０％は中央銀行

に売却する必要があるが、残りの８０％は留保できる。

と語った。 

 

ヌエバエルパルタ州は、島で観光業が盛んな地域ではあ

るが、水、電気、道路などインフラ設備の不足、モノ不

足は解決が容易ではない。自家発電や独自の浄水施設を

備え付けるにはそれなりの投資が必要だ。 

 

加えて、ベネズエラの治安問題も観光客離れを加速させ

ており、言うほど容易なものではないのは説明するまで

もないだろう。 

 

社 会                       

「看護団体 注射器の使いまわしを非難」          

 

病院でも医薬品不足はこれまでも何度か紹介してきた

が、病院に必要な資材も不足している。 

 

看護団体は病院の問題を訴えるため、ラ・モネダ広場か

ら護民官庁までデモ行進を行った。 

目的は、国営病院で注射器が使いまわされていることに

警鐘を鳴らすため。通常、感染を防ぐため注射器は１度

しか使用できない。 

 

看護団体のアナ・ロサリオ代表は「国営病院の資材の不

足率は９５％に達している。病院で働く看護師らは十分

な安全対策が取られておらず、感染リスクを負ってい

る。」 

 

 

「ポラール社長 米国で企業家賞を受賞」             

 

ベネズエラで最も有名な企業家は？と質問したとき、

「ロレンソ・メンドーサ」という回答が最も多いだろう。 

 

同氏はベネズエラの食品・生活品メーカー「ポラール社」

の社長。同社はとうもろこし粉、ヨーグルト、ビール、

洗剤、ペットフードなど生活に密着する様々な商品を販

売している。今でこそ物不足で状況が変わっているが、

２０１２年頃はスーパーで買い物をしてポラール社の

商品を買わないのは不可能というくらい同社の商品で

あふれていた。 

 

このメンドーサ氏は市民企業家の部門でウッドロン・ウ

ィルソン賞に選ばれ、米国ワシントンのスミソニアン博

物館で受賞式に参加した。 

 

メンドーサ氏は政治家ではないか、ベネズエラ政府が重

要視する国民への食料品供給を担う重要な会社で、度々

接収の可能性を報じられてきた。政治的な重要性から政

治家ではないが、大統領になってほしいと希望するベネ

ズエラ国民は多い。 

 

 

 

以上 


