
 VENEZUELA TODAY 
２０１７年８月３０日～８月３１日報道            No.０２７   ２０１７年９月１日（金曜） 

1 / 8 

（写真）大統領府写真ギャラリー ”サパテロ元西大統領と対談するマドゥロ大統領ら” 

 

２０１７年８月３０日（水曜） 

政 治                   

  「サパテロ元西大統領 与野党と対談」 

  「大統領 ７の発言要旨」 

  「情報通信相 報道規制の必要性を主張 

～人権団体が非難～」 

  「人権団体の反政府デモは平和裏に終了」 

経 済                   

  「フィッチ ベネズエラ格付を降格」 

「中国・ベネズエラ共同委員会を開催」 

社 会                   

  「レオポルド家 Bs.２億を押収される」 

  「カラカス付近でマグニチュード４．５の地震」 

２０１７年８月３１日（木曜） 

政 治                   

  「検察庁 PDVSA に関わる汚職実態を発表」 

  「検事総長 フェレール議員の汚職調査で 

裁判員 1 名と弁護士２名を拘束」 

  「記者 フェレール議員の汚職証拠に疑問」 

  「エクアドル PDVSA 職員２名を汚職で起訴」 

  「国連 ベネズエラ政府の姿勢を非難」 

経 済                   

  「米国決済機関 ベネズエラ債取引を停止」 

「米国 ロスネフチの Citgo 株所有に警戒」 

「米国議員 ベネズエラ原油輸入禁止を提案」 
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２０１７年８月３０日（水曜）             

政 治                       

「サパテロ元西大統領 与野党と対談」         

 

８月３０日 与野党対話の仲介役を務めるロドリゲス・

サパテロ元西大統領がベネズエラに到着。 

野党大衆意志党のレオポルド・ロペス党首と対談をもっ

た。同会合にはフリオ・ボルヘス国会議長やティモテオ・

サンブラノ議員も出席した。 

その後、サパテロ氏はマドゥロ大統領と会談した。同会

合には妻のシリア・フローレス制憲議員、ホルヘ・ロド

リゲス・リベルタドール市長、デルシー・ロドリゲス制

憲議長も参加した。 

 

マドゥロ大統領はツイッターで 

「対話の促進に協力してくれる我々の友人サパテロ氏

と大統領府で会談した。我々はラテンアメリカ・カリブ

諸国共同体（CELAC）が与野党対話を実現させるため

の会合を開催するために努力してきた。」 

と投稿した。 

 

サパテロ氏の存在は賛否両論がある。彼の仲介で与野党

対話が実現すれば国内の政治的な緊張が緩和される。 

 

米国を中心にベネズエラ政府に対して国際的な圧力が

かかっているが、対話により国際圧力も緩和されること

になるだろう。 

 

対話の実現は、社会的には望ましいことではあるものの、

対話を進めた結果、これまでのように野党に得られるも

のがなければ対話は現政権を存続させるためのもので

しかない。 

 

野党には過去の失敗経験から政府との対話に否定的な

派閥が多い。 

 

 

野党連合を離脱したベネズエラ主導党（VV）のマリア・

コリーナ・マチャド党首は野党連合がサパテロ氏との会

談をしたことを非難している。 

 

「サパテロがベネズエラに到着した。政権は再び政権を

安定させ時間を稼ぎ、違憲の制憲議会を国民に認めさせ

ようとしている。」と自身のツイッターに投稿した。 

 

一方、野党の中にも対話に積極的な派閥もある。新時代

党（UNT）のマニュエル・ロサレス党首（元スリア州知

事で０６年の大統領選では野党側の統一候補だった人

物）と発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首だ。 

 

マニュエル・ロサレス党首は制憲議会が行われる２日前

まで進展していた与野党対話が某政党によって中断さ

れた。とユニオン・ラジオで発言した。 

 

「水面下で行われていた与野党対話は５つの政党から

それぞれ１名の代表が参加していた。 

ベネズエラの状況を解決するには経済だけではなく政

治的な合意が必要だ。与野党の政治家は脱出のためのス

ペースを設けなければいけない。 

残念ながら制憲議会選挙の２日前に幾人かが積み上げ

てきた対話を壊した。我々は制憲議会選挙が行われるこ

とを分かっていたのに、国民に制憲議会は実施されない

と訴え続けた。」とコメントした。 

 

 
（写真）新時代党マニュエル・ロサレス党首 
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「大統領 ７の発言要旨」                 

 

８月３０日 マドゥロ大統領はテレビで演説を行った。

主な発言は以下の通り。 

 

1. 制憲議会は経済を鎮静化させるための方法を議論

している。９月 1日に経済対策が発表されるだろう。 

2. ベネズエラは歴史的に多くのコロンビア難民を受

け入れてきた。コロンビアは多くの問題を抱えてい

る。幸いなことにベネズエラにはそのような問題は

ない。 

3. （欧米、野党を対象）もし我々に攻撃を仕掛けるの

であれば、平和を守るために武器を取る。 

4. 国会は無くなったわけではないし、今後も無くなら

ない。 

5. 野党は９月１０日にプレ選挙をしようとしている

ようだが、ひどいことになるだろう。私は治安部隊

に対して平和裏に終わるよう野党に協力するよう

指示を出した。 

6. 州知事選に出馬したすべての候補者は制憲議会の

存在を認めたことを意味する。 

7. 他国に独裁政権と訴えている野党政治家は全員州

知事選挙に参加している。彼らの主張は矛盾してい

る。 

 

恐らく同日の演説の中で最も重要な発言は５．だろう。

とりあえずマドゥロ大統領としては９月１０日に野党

がプレ選挙を行うことを認めているようだ。 

 

「情報通信相 報道規制の必要性を主張         

           ～人権団体が非難～」          

 

エルネスト・ビジェガス情報通信相は、報道機関は外国

からの介入を促進するような報道をするべきではない。

と発言した。 

 

 

ベネズエラは有料放送の２チャンネルが放送を停止さ

れたばかり（「ベネズエラ・トゥデイ No.24」８月 24 日

記事参照）。 

 

この発言に対して「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の

ホセ・ミゲル・ビバンコ氏は、 

 

「通信情報を制限することはベネズエラに残された最

後の自由を奪うことを意味する。ベネズエラでは汚職が

横行し、抑圧的なマドゥロ政権を悪く言うことは、国を

裏切る行為だと認識される。」 

とコメントした。 

 

他、報道に関連して８月２９日にスリア州の野党系報道

会社「Version Final」駐車場に爆発物が投げ入れられた。 

バイクに乗った人物が爆発物を投げるのがカメラに収

められている。この爆発により停車していた記者の車４

台が炎上した。幸い負傷者は出ていない。 

 

 

（写真）Youtube の動画を抜粋 

 

他、メリダ州の野党系新聞社「Diario de Los Andes」は

印刷に必要な紙や資材が調達できないため、印刷版を廃

刊することとなった。他にも「El Nacional」「El Universal」

「El Nuevo Pais」「Tal Cual」など多くの新聞社が資材

の調達に苦しんでいる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
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「人権団体の反政府デモは平和裏に終了」        

 

８月３０日 非政府団体 Cada Vida Cuenta がパルケ・

クリスタルからチャカオ市のプラサ・ボリバルまで反政

府デモを呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.25」

８月２６日記事参照）。 

 

治安部隊が催涙弾などを打ち始め、再び街に混乱が起き

ないか懸念していたが平和裏に終了した。 

 

同団体のツイッターでは１，０００人近い参加者が集ま

ったと投稿されている。 

 

 

（写真）Cada Vida Cuenta ツイッターより抜粋 

 

経 済                       

「フィッチ ベネズエラ格付を降格」          

 

８月３０日 格付機関フィッチレーティングスがベネ

ズエラの格付けを CC（相当高い債務不履行リスク）に

下げた。 

 

米国による制裁がベネズエラの債務不履行リスクをさ

らに高めたとしている。ブルームバーグが独自に算出し

ているデフォルトリスク指標では１２カ月以内にベネ

ズエラが債務不履行に陥る可能性は６３～６４％。今後、

５年間で９７％としている。 

 

「中国・ベネズエラ共同委員会を開催」        

 

リカルド・メネンテス企画相は、米国による制裁にも関

わらず、中国とベネズエラの商業取引は拡大していると

強調した。 

 

８月３０日 中国とベネズエラの共同委員会が開催さ

れた。 

 

同会合に参加したネルソン・マルティネス PDVSA 総裁

は、中国はベネズエラの石油開発プロジェクトに９０億

ドルのポートフォリオを持っている。とコメントした。 

また、中国石油天然気集団（CNPC）と PDVSA の幹部

らが会談し、２国間の協力、発展計画について協議した。 

 

メネンテス企画相は 

「我々は中国で精製するために４０万バレルの原油を

追加で求められるだろう。２国間の関係は健全で、双方

にとって利益になる。」と発言。 

 

デル・ピノ石油相は 

「今回の会合で、中国に対してどのような種類の原油を

送るべきかについても協議した。中国との合弁会社を持

っており、輸送コストを減らす手段を検討している。こ

れらの見直しは定期的に行われている。」とコメントし

た。 

 

社 会                       

「レオポルド家 Bs.２億を押収される」         

 

８月２９日 大衆意志党レオポルド・ロペス党首の妻、

リリアンティントリ氏の兄弟が自動車で移動中に犯罪

科学捜査班（CICPC）に車を止められ、車に積まれてい

た現金２億ボリバルを押収されたと発表した。 

 

ティントリ氏は 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58b30fc17f1a9d8452909115bed4e3b.pdf
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「押収された現金は家族の資産で１００歳を超える祖

母の入院代で彼女は保険に加入していない。私が違法な

ことをしているように見せる嫌がらせを非難する。政府

にはモラルがない。政府の言うことを誰も信じない。」

とツイッターに投稿した。 

 

この２億ボリバルという金額は大金だ。並行レートで換

算しても１．３万ドル（１５０万円相当）。 

一般的なベネズエラ人にとってはこの金額は並大抵の

ものではない。もちろん彼らが金持ちであることは誰も

が知っている。ただ、不足している現金を２億ボリバル

も運んで捕まったというのはインパクトが大きい。まし

てや彼女は貧困や物不足など生活苦を主張する人権活

動家として認知される人物だ。 

 

CICPC が彼女を貶めるために不当に資金を押収したこ

とは間違いない。一方で、本当に生活が苦しい国民から

すれば、彼女の主張は１００％共感できるものではない

だろう。 

 

「カラカス付近でマグニチュード４．５の地震」          

 

８月３０日午前１０時にマイケティア空港があるバル

ガス州でマグニチュード４．５の地震が起きた。 

カラカス中心部でも地震が起き、町は一時騒然となった

ようだ。ただ、特筆するような大惨事は起きていない。 

 

（写真）ベネズエラ地震調査基金（FUNVISIS） 

 

２０１７年８月３１日（木曜）            

政 治                      

「検察庁 PDVSA に関わる汚職実態を発表」        

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は２０１０年～２

０１６年にかけて PDVSA オリノコ石油流域に関する

取引を調査したと発表。 

 

通常よりも２３０％（約３．３倍）高い金額でサービス

契約を締結した罪で以下、１０社を調べると発表した。 

 

1. Nalco Venezuela 

2. Sumi Service 2021 

3. Capriservi 

4. Cooperativa servicio de Oriente 

5. Servicio construciones y matenimiento Romera 

6. Constructora Urbana Fermin 

7. Metroemergencias 

8. Travequip 

9. SDV Energia e Infrastructura 

10. Iderwik Asociados 

 

「１０社の取引額は合計で２億ドル。これらの不正行為

は調べれば容易に確認できる。オルテガ元検事総長が検

事総長在任中に起きた事件で、彼女は何もせず汚職を見

逃していた。同様の罪を犯した企業は更に増える可能性

がある。」とオルテガ元検事総長を非難した。 

 

なお、サアブ検事総長はオルテガ氏を非難する一方で、

その当時 PDVSA 側で汚職に関わっていたとされる人

物を取り調べるかどうかについては言及しなかった。 

 

他、レオポルド家の車から２億ボリバルを押収した事件

について、検察庁は調査グループを組織した、と発表し

た。 
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「検事総長 検察庁に関する汚職で          

        裁判員 1 名と弁護士２名を拘束」      

 

マイケル・モレノ最高裁判長は、検察庁が主導した汚職

の容疑で１名の裁判官と２名の弁護士を拘束したと発

表した。 

 

ただし、拘束された３名の名前は明らかにされていない。 

 

「拘束された 3 名はマイケル・モレノ最高裁判長の名前

を使って、罪を軽くすることと引き換えに大金を要求し

た。 

これらの違法行為は検察庁内で行われていた。」と公表

した。 

 

モレノ最高裁判長は、ツイッターで 

「最高裁判所は本件の調査を進めており、逮捕者は今後

も増える。」と投稿している。 

 

 

（写真）最高裁判所ツイッター 

 

「記者 フェレール議員の汚職の証拠に疑問」        

 

８月１６日、カベジョ制憲議員はオルテガ元検事総長の

夫フェレール議員を汚職容疑で告発した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.21」８月１６日、１７日参照）。 

 

この件に関して、記者エバンゲリカ・ゴンサレス氏（野

党系の記者）はカベジョ議員が発表した汚職の証拠は偽

物だとツイッターに投稿した。 

 

以下、投稿内容の要約。 

 

「カベジョ議員は２０１６年からバハマの UBS 銀行で

１００万ドル超が預金されたと告発した。 

 

しかし、２０１４年から UBS 銀行は銀行口座を閉めて

おり、UBS 銀行のバハマ口座は存在しない。 

 

また、口座開設を担当したとされる USB 銀行のアギラ

ル・ミジャン氏は存在しない。 

 

アギラル・ミジャン氏はバハマ・サンタンデール銀行の

副頭取を２年８カ月務めている。USB 銀行では働いて

いない。」 

 

「エクアドル PDVSA 職員２名を汚職で起訴」         

 

エクアドル司法裁判所はインターポールに元 PDVSA

エクアドルの社長アレックス・アレジャノ氏とパシフィ

コ製油所の技術部長フレディ・サラス氏を逮捕するよう

申請した。 

 

パシフィコ製油所は、４９％は PDVSA エクアドル、５

１％は Petroecuador が株主の製油所。 

 

Odebrecht との取引に関連した汚職容疑で、エクアドル

のホルゲ・グラス副大統領も関係しているようだ。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
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「国連 ベネズエラ政府の姿勢を非難」         

 

国連の人権理事会は反政府デモを抑圧する政府の姿勢

を非難した。 

 

「ベネズエラ政府は、反政府デモに対して過度でかつ躊

躇のない抑圧を行っている。野党政治家が行政に従わな

いことを理由に違法に抑圧している。 

 

検察庁の発表では４月１日～７月３１日までに１２４

名が反政府デモで死亡した。国連によると４６名は治安

部隊により殺害され、２７名は政府思想に感化されたグ

ループによる殺人だと発表した。 

 

また反政府デモにより拘束された人は５，０００人超。

７月３１日時点で１，０００人以上が拘束されたままと

認識している。 

 

９月１１日に国連人権理事会が開催される。同日にベネ

ズエラの状況を監視するための何らかのメカニズムを

作る可能性がある。 

 

国連は現在の状況が悪化しないために引き続き取りう

る手段を検討する。」と発表した。 

 

 

（写真）Wiki Commons 国連 

 

経 済                       

「米国決済機関 ベネズエラ債取引を停止」            

 

米国の証券保険振替機関である Depository Trust ＆ 

Clearing 社（DTCC）はトランプ政権による制裁を受け

て、ベネズエラ債（PDVSA 社債含む）の取引の決済を

行わないと発表した。 

 

以下、DTC、DTCC の説明。 

・DTC とは（マネー百貨参照） 

 

ＤＴＣ（Depository Trust Company）とは、米国のニュ

ーヨークにある世界最大規模の証券預託機関のことで、

持株会社ＤＴＣＣ（Depository Trust and Clearing 

Corporation）の傘下の会社です。証券会社や銀行をはじ

め、保険会社、投資会社、年金基金などを会員とし、そ

の株式や債券取引の受渡しのほか、利子・配当の送金、

証券担保金融に伴う口座処理などを、コンピュータによ

り参加会員の口座間の振替で行っています。1960 年代

以降の米国における債券や株券など有価証券の大量発

行による金融機関の事務処理の膨大化に伴い、1973 年

にニューヨーク証券取引所の 100％出資により設立さ

れました。その後、アメリカン証券取引所や全米証券業

協会（ＮＡＳＤ）のほか、ウォール街の多くの証券会社・

銀行などが出資していましたが、1999 年にＤＴＣＣの

下でＮＳＣＣ（1977 年設立の証券取引清算機関）と統

合しました。 

 

しかし、米国の投資銀行を含めてベネズエラ公社債は基

本的に欧州保険振替機関の Euroclear r（ベルギー）と

Crearstream（ルクセンブルク）で取引されている。 

 

DTCC の措置は債券投資家にとって大きな実害にはな

っていないが、今後欧州がベネズエラ政府に制裁を科し、

Euroclea や Creastream がベネズエラ公社債の取引を停

止することへの懸念を生んだことだろう。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii3oPx1oPWAhWKE7wKHZmcAfkQjRwIBw&url=https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88&psig=AFQjCNG9bHIz0MFXFRS2Sd76tJaLaINQaw&ust=1504344693738661
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「米国 ロスネフチの Citgo 株所有に警戒」               

 

８月３１日、ベネズエラ「El Estimulo」記事 

 

２０１６年にPDVSAはロスネフチから１５億ドルの石

油代前払いを受け取る代わりにCitgoの株式を担保にし

た。 

 

米国議員の多くがロスネフチの存在を警戒している。

Citgoは米国精油能力の約５％を占めている。PDVSA

が債務不履行になった場合、Citgoの株式４９．９％が

ロスネフチの手に渡ることになる。 

トランプ政権は国の安全を保証するため特別な権限を

行使し株式の譲渡を妨げるだろうとウォールストリー

トジャーナルが報じた。 

 

ベネズエラの経済状況が悪化していく中でもロシアは

ベネズエラに資金支援を継続している。 

 

CitgoはPDVSAが保有する最も大きい資産で、レイ

ク・チャールズ（ルイジアナ州）、コープス・クリス

ティ（テキサス州）、レモント（イリノイ州）に３つ

の製油所を持ち、精製能力は日量７５万バレル。９つ

の輸送管と４８の原油ターミナルを持っている。 

 

ただし、米国高官の話によるとロスネフチはウクライ

ナを混乱に陥れたロシアの関係組織として米国のブラ

ックリストに入っており、Citgoのコントロール権を取

ることは出来ないだろう。とコメントした。 

 

米国高官は 

「ロスネフチが過半数のCitgo株式を所有することにな

ればCitgoに対する法的な措置が行使され、Citgo所有

権の移転が起きるだろう。」とコメントしている。 

 

 

 

他の米国高官は、 

「仮にそのような事態になれば財務省が国の安全保障

のために動くだろう。米国の外国投資委員会は広範囲

の権限を持っており、国の脅威に対処できると考えて

いる。」とコメントした。 

 

「米国議員 ベネズエラ原油輸入禁止を提案」               

 

８月３１日 米国マイク・コッフマン共和党議員は、

ベネズエラ原油の受け入れを禁止する法案を提出する

意思があると発言した。 

 

マイアミ・ヘラルド社は「責任ある輸入と圧政への対

応に関する法律」と書かれた法案タイトルを公開し

た。 

 

コッフマン議員は来週の議会から同法案を提案すると

発言。また、同氏の試算では、ベネズエラからの原油

輸入が禁止されることによって米国に１００億ドルの

損害が出るとコメントした。 

 

またトランプ大統領の軍事介入に関する発言について 

「軍事介入を行う前に、まず原油の輸入禁止措置を取

るべきだ。軍事介入で流れる米兵の血は、原油輸入禁

止によるガソリン価格の上昇よりも貴重なものだ。」

とコメントしている。 

 

以上 

 

 

http://elestimulo.com/elinteres/eeuu-bloqueara-cualquier-intento-ruso-de-quedarse-con-citgo/

