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（写真）国際連合写真ギャラリー 

 

２０１７年９月１８日（月曜） 

 

政 治                   

  「州知事選 投票インク使用しない旨を決定」 

「拘束された野党市議が死亡」 

  「AD 大統領選早めれば制憲議会を認める」 

  「急進右派 野党連合と別の組織を結成」 

経 済                   

  「米議員 財務省へ Citgo の調査を申請」 

  「金精錬工場の稼働が回復」 

  「ベリーズ ペトロカリベ協定の解消を発表」 

社 会                   

「米国・コロンビア ベネ政府の汚職を非難」 

２０１７年９月１９日（火曜） 

 

政 治                   

  「各国首脳 国連でベネズエラを非難」 

  「PJ イスマエル・ガルシア氏を支持」 

  「欧州 CELAC 首脳会合 延期を発表」 

経 済                   

  「１７年第 4 四半期で６５億ドルの融資返済」 

  「中銀 金を担保とした融資の延長を申請」 

  「基礎食料費は２０１．３万ボリバル」 

社 会                   

「アルゼンチンに移住した６７％は専門職」 

「米大使館の職員が誘拐」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月１８日～９月１９日報道            No.０３５   ２０１７年９月２０日（水曜） 

2 / 7 

 

２０１７年９月１８日（月曜）             

政 治                       

「州知事選 投票インク使用しない旨を決定」       

 

選挙管理委員会（CNE）のタニア・デ・アメリオ役員が

自身のツイッターで、１０月１５日の州知事選では投票

インクを使用しないと投稿した。 

 

これまで、ベネズエラでは投票した者は、指に紫色のイ

ンクを浸すのが恒例の手続きとなっていた。 

 

このインクは簡単に洗い流すことが出来ないため、１度

投票した人が２度目の投票を防ぐ効果がある。 

 

もちろん、投票する前に係員が投票者の身分証明書番号

と顔写真、指紋を照合するので、複数回の投票や別の人

が他人の投票を行うことは技術的にはできないシステ

ムにはなっている。 

 

とは言え、係員が不正投票に加担すれば同じ人が複数回

投票できる可能性も排除できず、ベネズエラの選挙では

常に政権側が不正を働いているのではないかとの懸念

がある。 

 

２０１７年７月３０日に実施された制憲議会選挙でも

投票システムのサービス会社である Smartmatic 社が不

正の存在を訴えている（「ベネズエラ・トゥデイ No.15」

８月２日記事参照）。 

 

「拘束された野党市議が死亡」              

 

９月１７日 アプレ州グアサドゥアリト市のカルロス・

アンドレス・ガルシア市議（第一正義党（PJ）所属）が

死亡した。 

 

 

ガルシア市議はアプレ州で起きた略奪の首謀者として

２０１６年１２月から諜報部（SEBIN）に拘束されてい

た。 

 

第一正義党はツイッターで 

「政府は１６年１２月に不法にガルシア市議を拘束し

た。 

政府が病院に搬送した時にはすでに回復の余地がない

段階だった。死亡する２日前に自宅軟禁の指令が出てい

たが、SEBIN が実行せず、ガルシア市議を死亡させた。 

世界に政府の人権侵害を告発する。」 

と政府の対応を非難した。 

 

第一正義党は、今回の一件について国際連合の人権理事

会に提訴すると発言している。 

 

 

 

 

 

 

 

人権団体「フォロ・ペナル」のアルフレッド・ロメロ代

表は、今回の一件は政府が行った拷問の一つの事例だと

コメントした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
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本件について、最高裁判所は、以下の発表を行い、政治

的な目的での発言を慎むよう求めている。 

 

「ガルシア市議は、アプレ州グアサドゥアリト市で起き

た略奪で放火、強盗など治安混乱を首謀したとして２０

１６年１２月に逮捕された。 

 

同氏は、高血圧で動脈硬化を引き起こし２０１７年８月

１８日にタチラ州のサンクリストバル市中央病院で治

療を受けていたが、９月１７日に死亡した。 

同氏について持病の存在を示す法的な申請や警告はさ

れておらず、病院で診察するまで症状を確認する方法が

なかった。 

 

そして、病気の確認後に裁判所はガルシア市議の自宅療

養措置を承認した。 

 

本件について、政治家が社会を混乱させることを目的に

無責任で個人的な虚偽の見解を発表することをやめる

よう求める。」と発表した。 

 

「AD 大統領選早めれば制憲議会を認める」                 

 

９月１８日 行動民主党（AD）のネガル・モラレス副

書記長は 

 

「野党は大統領の選挙日を２０１８年６月に早めるの

であれば、制憲議会は憲法を改正することだけに専念す

ることを条件に、制憲議会が存在することを容認する用

意がある。また、最終的な憲法草案は国民投票で賛否を

決する必要がある。」とラジオ番組で発言した。 

 

なお、マドゥロ大統領は１７日に、テレビで「市長選挙

は２０１８年１月～４月の間、大統領選は１８年９月～

１２月の間で実施される予定だ。」と発言していた。 

 

 

「急進右派 野党連合と別の組織を結成」             

 

与野党との対話に向けた交渉を理由に野党内で分裂が

起こり始めている。 

 

野党内でも過激派に分類されるグループが野党連合と

は別で「私はベネズエラ（Soy Venezuela）」という組織

を結成した。 

 

少なくとも、自宅軟禁措置を受けているアントニオ・レ

デスマ氏の国民勇猛同盟（ABP）、マリア・コリナ・マ

チャド氏のベネズエラ主導党（VV）は同組織に加盟し

ている。 

 

経済会社エコノメトリカの代表でマリア・コリナ氏の経

済アドバイザーを務めるアンヘル・ガルシア・バンチス

氏は野党連合について 

「理解できない。政府は独裁者で飢餓の責任者だ。しか

し、野党連合は彼らに協力し続けている。」 

とツイッターで野党連合を非難した。 

 

アントニオ・レデスマ氏の妻、ミッツィー・カプリレス

氏も同様に野党連合を非難している。 

 

 

（写真）アントニオ・レデスマ氏 ツイッター 
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経 済                       

「米議員 財務省へ Citgo の調査を申請」           

 

ロイター通信によると、 

米国共和党のマルコ・ルビオ議員とボブ・メネンデス議

員が米国財務省に対して、PDVSA 子会社 Citgo がロス

ネフチに株式を取得される可能性があるかどうか、米財

務省に確認しているようだ。 

 

ムニューチン財務相は、トランプ政権の外国投資委員会

（CFIUS）を率いており、国家の安全保障問題として見

解を明らかにするよう求めた。 

 

PDVSAはロスネフチから石油代金の前払いを受ける際

に担保として米国子会社 Citgo の株式４９．９％を担保

としている。 

 

ロイターが確認した書簡では、 

「ベネズエラの人権蹂躙と経済問題は日々悪化してお

り、深く懸念している。同時に我々はロスネフチがCitgo

の株式を買収する可能性も懸念している。」 

との記載がされていた。 

 

「金精錬工場の稼働が回復」                

 

ベネズエラ政府は原油以外の外貨獲得源となる産業を

新たに創出する方針を示している。 

特にコルタンやダイヤモンドなど資源分野の拡大を目

指しており、金も重要分野として認識されている。 

 

ベネズエラの金精製公社 Revemin 社の親会社である

Minerven 社のホセ・トレジャス・ダイレクターは、施

設の補修を経て稼働率が回復していることを強調した。 

 

同氏によると、現在、Revemin 社は日量１，５００トン

の精製能力がある 

 

「ベリーズ ペトロカリベ協定の解消を発表」                

 

ベリーズの La Alba Petrocaribe Belize Energy 社

（APBEL）は、Trafigura-Puma 社および PDVSA との

ペトロカリベ協定を解消すると発表した。 

 

Trafigra 社は世界有数の独立系原油・石油製品取引企業。

Puma Energy 社は Trafigra 社の子会社で原油・石油製

品の中流、下流事業を担う流通会社。 

 

APBEL 社は 

「ペトロカリベ協定に基づいた Trafigura-Puma 社およ

び PDVSA からの石油製品購入を即時解消することを

決定した。 

 

PDVSAから信頼できる原油供給を受けることが出来ず、

スポット取引を余儀なくされた他、Puma Energy 社が

イレギュラーな供給を受けることで、かえってコストが

上昇する事態が続いていた。 

 

これまでベネズエラ政府と PDVSA の我が国への支援

に感謝する。一方で、現在の状況において既存の契約を

無理に継続する慰留は存在しないと考えている。これま

でペトロカリベのおかげでベリーズ政府は約４．５億ド

ルの資金を生み出した。 

 

今月中に関係者で会合をもち将来的な取引の再開につ

いて協議する予定。」と発表した。 

 

社 会                       

「米国・コロンビア ベネ政府の汚職を非難」          

 

マイアミにある Medabil Corporation がマドゥロ政権へ

違法な方法で武器を販売したとして調査されている。 

２０１７年にマドゥロ大統領を護衛する組織（Guardia 

de Honor Presidencial）が新たに結成された。 
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その護衛団へ最新の武器供給に PDVSA と Medabil 

Corporation が関わっている。PDVSA はオランダのバ

リベン社と Citgo を通じてこれらの武器を購入したよ

うだ。 

 

２０１７年６月２８日付けでデル・ピノ PDVSA 総裁

（当時）の署名入りで発注の資料が存在しており、その

金額は６．９億ドル。通常、競売にかけられるべきとこ

ろを競売にかけておらず、更に Medabil Corporation は

PDVSAの取引先リストにも登録されていないとのこと。 

 

Medabil Corporation は２０１３年１２月にフロリダで

登記された会社で、オーナーはフリオ・セサル・カリア

ス・ペレス氏。ベネズエラ人でカラカスのリベルタドー

ル市に居住していると登録されている。Medabil 

Corporation が登記されている住所には小さなオフィス

がある。 

 

米国は２００６年から米国の重要技術が使用されてい

る武器をベネズエラ国軍へ販売することを禁止してい

る。 

 

２０１７年９月１９日（火曜）             

政 治                       

「各国首脳 国連でベネズエラを非難」        

 

９月１９日から世界各国の首脳らによる一般討論演説

が行われ、トランプ米大統領が登壇した。 

 

トランプ氏は演説の中でベネズエラの状況にも触れて

いる。主な点は以下の通り。 

 

1. マドゥロ独裁政権は国民に痛みを課している。 

2. ベネズエラの問題は間違った社会主義を強いてい

ることではなく、厳格な社会主義を適用しようとし

ていることだ。 

 

3. これまで米国はベネズエラ政府に対していくつか

重大な制裁を科してきた。 

4. 米国はさらなる制裁を科す用意がある。 

5. ベネズエラが破壊されるのを黙って見過ごすわけ

にはいかない。マドゥロ政権を降伏させる。 

 

他、フランスのマクロン大統領も 

「ベネズエラを独裁政権に引き渡すことを阻止するた

めに、世界が共同の行動をとる必要がある。」と発言。 

 

ブラジルのテメル大統領は 

「南米には民主主義以外の統治は存在してはいけない。

ベネズエラ国民の意志を尊重させるため、世界が共同の

行動をとることが必要だ。」と発言。 

 

なお、前日の１８日にトランプ大統領はコロンビアのサ

ントス大統領、パナマのバレラ大統領、テメル大統領お

よびアルゼンチンのミチェッティ副大統領らと夕食を

してベネズエラも含めて米州地域の情勢について意見

交換をしている。 

 

 

（写真）パナマのバレロ大統領ツイッター 
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「PJ イスマエル・ガルシア氏を支持」           

 

第一正義党のトマス・グアニパ幹事長はアラグア州のイ

スマエル・ガルシア氏（行動民主党所属）を野党の統一

候補として認めると発表した。 

 

「我々は野党内の問題よりもベネズエラ国民すべての

利益のためにアラグア州での敗北を認める。マドゥロ政

権に決定的な勝利を突きつける。」とコメントした。 

 

州知事選の野党統一候補を決めるためのプレ選挙で第

一正義党はアラグア州とアマゾナス州で不正があった

と抗議していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.32」９月

１２日付記事参照）。 

 

なお、第一正義党が推薦していたアマゾナス州候補のフ

リオ・ヤガルサ氏（ベネズエラ行動進歩党所属）はプレ

選挙でベルナベ・グティエレス氏（行動民主党所属）に

敗北したが、選挙に不正があったことを理由に結果を認

めず、アマゾナス州の知事選に出馬する意向を見せてい

る。 

 

「欧州 CELAC 首脳会合 延期を発表」              

 

ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）はサンサ

ルバドルで開催を予定している欧州連合との首脳会議

を延期することを発表した。 

 

同会合は元々１０月２６日～２７日にかけて実施され

る予定だったが、ベネズエラ政府を非難するペルー宣言

を行った国（「ベネズエラ・トゥデイ No.17」８月８日

付記事参照）が延期を求めていた。 

 

ペルーのクチンスキ大統領はベネズエラが参加する首

脳会議には参加しないと発言、欧州議会議長も同様の姿

勢を取り日程の調整が出来なくなっている。 

 

欧州議会は「両地域が発展的な議論をするために、より

良い時期に会議を行うことを望む」と発言している。 

欧州 CELAC 首脳会合は２年おきに開催されており、前

回の２０１５年はベラルーシで開催された。 

 

経 済                       

「１７年第 4 四半期で６５億ドルの融資返済」            

 

米国投資運用会社トリノ・キャピタルのレポートによる

と、ベネズエラ政府および PDVSA は２０１７年中に合

計で６５億ドルの支払いを控えている。 

 

また、２０１８年の対外債務支払い予定額は２２５億ド

ルまで増える可能性があり、これは２０１８年にベネズ

エラが原油輸出で得られる収入の６５．４％に当たると

予測した。 

 

一方で、これまでのように延期できる債務の支払いを先

延ばしにすることで１２４億ドル程度には減らせるの

ではないかとの見解を示した。なお、返済を延期できる

主な項目は中国やロシア、ロスネフチからの融資を挙げ

ている。 

 

一方で仮に２０１８年の金融債務の支払いが１２４憶

ドルであったとしても、原油輸出で得られるであろう収

入の４０％近くであり、決して外貨に余裕は出来ないだ

ろうと述べた。 

 

「中銀 金を担保とした融資の延長を申請」         

 

ベネズエラ中央銀行は近々返済期限を迎える金を担保

とした融資の返済期限を延ばしてもらうことを申請し

ている。 

 

同取引は２０１５年に英国のCitibankとの間で交わさ

れたもので、年利６～７％である。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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当時融資を受けた金額は８億ドルで融資期間は２年間。

期限内にスワップが合意できなければ、担保に入れてい

る金は Citibank の資産になる。 

 

「基礎食料費は２０１．３万ボリバル」        

 

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）と食費に医療費や

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８月の基礎食料費は

２０１万２，５５６ボリバル（先月費３９．４％増）だ

った。 

 

単純計算すると一人当たり４０．３万ボリバルになる。

なお、２０１７年８月時点の最低賃金および法定福利の

食料チケットの合計は約２５万ボリバルだった。 

２０１６年１２月時点の基礎食料費用が５４万４，９９ 

１ボリバルだったため、８カ月で２６９．３％増加した 

ことになる。 

 

 

 

 

社 会                       

「アルゼンチンに移住した６７％は専門職」          

 

アルゼンチンの現地紙「ラ・ナシオン」によるとアルゼ

ンチンに移住するベネズエラ人の６７％は専門職のよ

うだ。 

 

アルゼンチン移民局の情報によると、この１８カ月でベ

ネズエラからの移住者は３倍に増加した。 

 

２０１７年、アルゼンチンはベネズエラ人移住者を１．

５万人受け入れる見込みで、この数字はコロンビアやブ

ラジルなど国境を接する国には劣るがトップクラスの

受入数とのこと。 

 

「米大使館の職員が誘拐」                 

 

９月１８日 カラカスの米国大使館で勤務している職

員２名がバルータ市のラ・アラメダ地区で運転中に誘拐

犯に襲われた。誘拐された当時、外交官のナンバープレ

ートを付けていた。 

 

襲われた２名の大使館職員のうち、１名は車から逃亡す

ることが出来たが、１名はそのまま誘拐された。その後、

誘拐犯から３万ドルで開放すると金銭を要求された。 

 

誘拐された当時、フォード、シルバーのエクスプローラ

（２００９年製）を運転していた。 

 

ベネズエラの犯罪に関する記事は「ベネズエラ・トゥデ

イ No.22」８月２０日記事「カラカス貧困街の犯罪グル

ープ調査」を参照。 
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（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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