
２０１９年１１月 

在ニカラグア日本大使館 

ニカラグア定期報告（２０１９年１０月） 

 

【要旨】 

内政面では，市民同盟が「十戒」と称して，次回選挙を含む国政に関する十項目の指針を

発表した。外交面では，モンカダ外相は即位の礼への参列のため訪日し，我が方要人との

会談を実施した。経済面では，中央銀行が１１月１日から米ドルに対するコルドバの為替

相場切り下げ率を年３％に設定することを決定した。 

 

【主な出来事】 

１ 内政・外交 

（１） オルテガ大統領による反米演説 

４日，サンディニスタ政権は自由党のベンジャミン・セレドン将軍の没後１０７周年に際

し，米国に立ち向かった英雄としての式典を開催し，激しく米国及び米国の支援を求める

市民同盟等を非難した。 

 

（２） オルテガ大統領によるＥＵ非難演説 

 １６日，オルテガ大統領は，大統領府において１１名の新任大使の信任状の捧呈式をま

とめて執り行い，その式典における演説で，先般ニカラグアへの制裁枠組みを決めたＥ

Ｕ，そして，その決定を発表したスペイン人のジョセップ・ボレルＥＵ外務・安全保障政

策上級代表を激しく非難した。 

 

（３） 市民同盟による十戒の発表 

 ２１日，反政府勢力の中心的な存在である市民同盟（Alianza Civica）は，「十戒」と

称して，次回選挙を含む国政に関する十項目の指針を発表した。 

 

ア 再選の禁止。頭領政治の否定。 

イ 法治国家，国権の分立（独立した公正な司法制度），（国民）主権の回復，法律８

４０号と運河に関するコンセッションの廃止。 

ウ 独立した，透明性のある，国内及び国際監視を伴った選挙制度。 

エ 真実と正義と回復。報復措置を行わない保証，人権侵害の犯罪に対する無処罰の禁

止。 

オ 国家警察の抜本的な改革。国軍が尊厳を持ってその憲法上の役割を遂行すること。 

カ 差別のない，市民の政治参加。大学・地域・市の自治。 

キ 汚職と無処罰に対する戦い。 

ク さべつや党派による選別や，保健及び教育レベルを分けることなく，貧困層及び社

会的な弱者など社会政策を最も必要としている人たちに実施。 
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ケ 私有財産及び環境保全及び機械平等を伴う市場経済の尊重。 

コ 政治的な相違，宗教的な相違，文化的な相違，民族的な相違，男女の相違，あらゆ

る相違を尊重し，平和と共存の中で，共通の国民的合意の形成。 

 

（４） 即位の礼の訪日に係るモンカダ外相の我が方要人との会談 

 ２１日，即位の礼への参列のため訪日したモンカダ外相は，西村内閣府特命大臣（日ニ

カラグア友好議連会長）及び鈴木外務省副大臣との会談を行った。西村大臣及び鈴木副大

臣からは，引き続きニカラグア国民との連携を強化していくこと及び両国の経済関係を増

進させたいという日本政府の意思が示された。これに対し，モンカダ外相は，長年に亘る

日本の経済協力に謝意を述べるとともに，ニカラグアに対する日本の投資が増加するよう

なプロジェクトを創出していくことを切願した。 

 

（５） ロシア政府によるムリージョ副大統領の叙勲 

 ２６日，ムリージョ副大統領はロシア連邦大統領による政令ロシア連邦の叙勲制度に基

づき，ロシア・ニカラグア関係の発展に多大な貢献をしたことで，友好勲章（la orden 

de la amistad）が与えられた。また，ムリージョ副大統領は「我々にとってロシア連邦

との関係は，ソ連から続く「ロシア」との歴史的な関係であり，戦士であり勝者である二

つの民衆の関係である。そういった意味でこの勲章を非常に高く評価する。」と述べた。 

 

（６） その他外交 

 ア ２５～２７日，モンガダ外相らはアゼルバイジャンで開かれた非同盟運動（NAM）

首脳会合に参加した。 

 

 イ ２８日，モンカダ外相らはインドを訪問し，ジャイシャンカル外相らと会談した。 

 

（７）世論調査結果 

アンケート調査会社 Borge & Asociados社が，９月１２日～９月２０日に行った世論調

査結果を発表した。同調査結果概要は以下のとおり。 

 

ア ニカラグアの経済状況は２ヶ月前と比較して改善したか悪化したか 

○悪化した      ６４．４％ 

○同じ        ２０．２％ 

○改善した      １４．９％ 

○分からない・無回答  ０．６％ 
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イ あなたにとっての現在重大な問題点はいずれか 

○経済情勢      28.1％ 

○失業        28.2％ 

○政治的危機     24.4％ 

○無回答・分からない 6.0％ 

○その他       13.3％ 

 

ウ あなたは政治に関心があるか 

○まったくない    ４５．１％ 

○ほとんどない    ２７．７％ 

○大変ある      １４．６％ 

○少しある      １２．０％ 

○分からない・無回答  ０．６％ 

 

エ 以下の人物を知っているか。知っているのであればその人物に対して良い・悪い印象

を持っているか 

 

○フアン･セバスティアン･チャモロ（経済社会開発財団（FUNIDES）代表） 

誰か知らない      ５２．５％ 

良い印象        ２０．３％ 

無回答・分からない   １６．８％ 

悪い印象        １０．４％ 

 

○カルロス・フェルナンド・チャモロ（反政府系 Confidencial誌代表） 

誰か知らない      ３８．６％ 

良い印象        ３０．６％ 

無回答・分からない   １７．８％ 

悪い印象        １３．２％ 

 

○オルテガ大統領 

良い印象        ５７．０％ 

悪い印象        ３１．０％ 

無回答・分からない   １１．３％ 

誰か知らない      ０．８％ 

 

 



２０１９年１１月 

在ニカラグア日本大使館 

○ムリージョ副大統領   

良い印象        ４７．６％ 

悪い印象        ３７．８％ 

無回答・分からない   １４．０％ 

誰か知らない      ０．７％ 

 

○オマール・ハレスレーベンス（特定問題担当大統領代行大臣） 

誰か知らない      ３７．９％ 

良い印象        ２９．１％ 

無回答・分からない   １８．０％ 

悪い印象        １５．１％ 

 

○クリスティアナ・チャモロ（ビオレタ・チャモロ元大統領の娘） 

誰か知らない      ５２．５％ 

無回答・分からない   １７．９％ 

良い印象        １９．１％ 

悪い印象        １０．５％ 

 

○カルロス・トゥネルマン（市民同盟メンバー） 

誰か知らない      ３８．７％ 

良い印象        ２９．３％ 

無回答・分からない   １８．１％ 

悪い印象        １３．９％ 

 

○ビオレタ・グラネラ（社会学者，ｱﾐﾝﾀ･ｸﾞﾗﾈﾗの姉妹） 

誰か知らない      ４９．９％ 

良い印象        ２１．４％ 

無回答・分からない   １５．５％ 

悪い印象        １３．２％ 

 

○ホセ・パジャイス（元ＰＬＣ議員） 

誰か知らない      ５４．２％ 

無回答・分からない   １８．６％ 

良い印象        １５．６％ 

悪い印象        １１．７％ 
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○ディオニシオ・マレンコ（元マナグア市長：２００５～２００８年） 

誰か知らない      ４１．２％ 

良い印象        ２７．３％ 

無回答・分からない   ２０．７％ 

悪い印象        １０．９％ 

 

オ 大統領選挙において以下の反政府側の個人あるいは政党に投票するか 

投票する   投票しない  無回答・分からない 

○市民同盟            ２７．１％  ６０．０％   １２．９％ 

○ＵＮＡＢ            ２９．２％  ６０．０％   １０．８％ 

○市民同盟＋ＵＮＡＢ       ２７．２％  ６１．９％   １０．９％ 

○市民同盟＋ＵＮＡＢ＋ 

自由のための市民たち（ＣｘＬ） １８．１％  ６８．０％   １３．９％ 

 

カ ＯＡＳニカラグア委員会はニカラグアの政治危機の助けになるか 

○なる        ４９．５％ 

○ならない      ３７．８％ 

○無回答・わからない １２．７％ 

 

キ 政治的な会話に対するあなたの態度 

○友人と政治について話すのは普通だ       ２０．８％ 

○友人であっても気をつけなければならない    ７３．３％ 

○知らない                   ５．０％ 

○無回答                    １．０％ 

 

ク 仮に本日大統領選挙があった場合投票するのは誰か（政治家か否かは問わない） 

○無回答・分からない            ３８．４％ 

○オルテガ大統領              ２６．９％ 

○誰にも投票しない             １４．７％ 

○カルロス・トゥネルマン          ３．２％ 

○投票しない                ２．２％ 

○カルロス・フェルナンド・チャモロ        ２．１％ 

○他の候補者                １２．６％ 
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ケ 現政府から現金，経済的支援，奨学金，物資などの支援を受けたことがあるか 

○はい        ３５．０％ 

○いいえ       ６４．７％ 

○無回答・わからない  ０．３％ 

 

コ この地域に人民権評議会（ＣＰＣ）はあるか 

○はい        ７３．４％ 

○いいえ       １９．５％ 

○無回答・わからない  ７．１％ 

 

サ ここ３０日でＣＰＣに所属する人物の訪問はあったか 

○はい        １６．３％ 

○いいえ       ８３．３％ 

○無回答・わからない  ０．４％ 

 

シ どの政党を支持するか 

○無党派      ４８．３％ 

○ＦＳＬＮ     ４０．６％ 

○ＰＬＣ      ４．３％ 

○分からない    ２．８％ 

○その他      ４．１％ 

 

２ 経済 

（１） 対米ドル為替相場切り下げ率の減少措置 

 ２８日付け中央銀行プレスリリースにて，中央銀行取締役会は米ドルに対するコルドバ

の為替相場切り下げ率を年３％に設定することを決定した。これにより切り下げ率が現状

の年５％と比較して，２％減少する。このレートは１１月１日から適用され，毎月の為替

相場表に公開される。 

 

＜主要経済指標＞ 

  2017年 2018年 
2019 年 

8月 9月 10月 

ｲﾝﾌﾚ率 （対前年同月） 5.7% 3.9% 6.3% 未発表 未発表 

貿易収支（百万ドル） ▲3,049.5 ▲2,312.4 未発表 未発表 未発表 

輸出 FOB（百万ドル） 2,548.3 2,516.9 未発表 未発表 未発表 

輸入 FOB（百万ドル） 5,597.8 4,829.4 未発表 未発表 未発表 
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海外送金受取額 （百万ドル） 1,390.8 1,501.2 未発表 未発表 未発表 

外貨準備高（百万ドル/期末） 2,757.8 2,261.1 2,201.1 未発表 未発表 

（出典：ニカラグア中央銀行） 

（了） 


