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２０１７年７月２６日（水曜） 

 

政 治                   

  「制憲議会選を前に野党がストライキ」 

  「米国 政府関係者１３名を制裁」 

  「米州機構がベネズエラについて議論」 

  「拘束された新判事が辞任」 

  「アイサミ副大統領らの凍結資産数億ドル」 

経 済                   

「アビアンカ ベネズエラ行き運航中止」 

「ハリバートンとシュルンベルジュが減損」 

「第９回目 DICOM の結果公表」 

（写真）アビアンカ社 

２０１７年７月２７日（木曜） 

 

政 治                   

  「２８日から選挙後まで抗議行動を禁止 

～野党はデモ行進の続行を宣言～」 

  「４８時間ストライキ２日目」 

  「選挙当日の治安対策を発表」 

  「大統領 選挙前に対話を要求」 

経 済                   

  「ロシアとのエネルギー協定締結を検討」 

  「中国基金 ニッケル・石炭産業に投資」 

社 会                   

  「ベネズエラ 米国への亡命申請が増加」 
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２０１７年７月２６日（水曜）            

政 治                      

「制憲議会選を前に野党がストライキ」       

 

２６日 AM６時から４８時間ストライキが開始された。

同日は多くの店舗が店を閉めた。野党連合はストライキ

に参加した企業は先週のストライキよりも増え、全体の

９２％に達したと発言した。 

 

フレディ・ゲバラ国会第一副議長は業界別のスト参加

率は、運輸部門が９２％、商業部門が８６％、公共部

門が８２％、石油部門が７７％だったと発表した。 

 

また、野党支持者は道路封鎖を行い、治安部隊と衝突

した。治安や人権問題を扱う非政府団体フォロ・ペナ

ルのアルフレッド・ロメロ氏によると、２６日だけで

１９６名の逮捕者が出たとのこと。 

 

一方で、検察庁は２６日に反政府デモによる逮捕者は

１５９名、３名が死亡したと公表した。他、２４日の

深夜にクマナ市で略奪が起きたことが確認されてい

る。 

 

なお、上記の野党が公表したストライキ参加率は数字

の調査方法の詳細が不明で、信ぴょう性に欠けるのが

正直なところだ。１６年４月の数字では、ベネズエラ

人の２０．９％は公共セクターで働いている。彼らは

ストライキに参加すれば解雇されるかもしれないとい

う危機感を感じており、簡単にはストライキに参加で

きない。 

 

また、純粋にストライキに賛同している国民は多い

が、人が少ないので店を閉める店舗もある。また、道

路が封鎖され、治安部隊との衝突に巻き込まれること

を嫌う人も自宅に待機する。 

繰り返しになるがストライキに積極的に参加している

国民は多い。しかし、この９２％という数字の調査方

法が明らかではなく、必ずしも事実を反映していない

気がする。 

 

「米国 政府関係者１３名を制裁」          

 

７月２６日 米国は追加で１３名のベネズエラ政府関

係者に制裁をかけた。制裁された個人は米国への渡航が

出来なくなり、米国内での資産（預金や資産）が凍結さ

れる。制裁対象者は以下の通り。 

 

① ティビサイ・ルセナ国家選挙管理委員長 

② タレク・ウィリアム・サアブ護民官 

③ エリアス・ハウア基礎教育相 

④ ネストル・リベロ―ル内務司法平和相 

⑤ マリア・イリス・バレラ刑務所制度相 

⑥ マルピカ・フローレス国家歳入庁長官 

⑦ ヘスス・スアレス陸軍司令官 

⑧ セルヒオ・リベロ国軍司令官 

⑨ カルロス・ペレス国家警察庁ダイレクター 

⑩ フランクリン・ドゥケ元国家警察庁ダイレクター 

⑪ シモン・セルパ PDVSA 財務役員、BANDES 総裁等 

⑫ アレハンドロ・フレミング元 CENCOEX 総裁 

⑬ ルッコ・アルビシーニ現 CENCOEX 総裁 

 

同日、マドゥロ大統領は米国の制裁行為を非難し、米国

からの制裁は我々にとって祖国に忠実であることの証

であると語った。ティビサイ・ルセナ CNE 代表は「米

国には資産を持っていない」と発言している。 

米国の制裁関係者は制憲議会選挙で選ばれたメンバー

も制裁の対象になる可能性があると警告した。 

 

なお、直接関係はないが、先週、国会に承認された最高

裁新判事もベネズエラ政府に国内資産の凍結処分を受

けたとの報道がある。 
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「米州機構がベネズエラについて議論」       

 

ベネズエラ政府関係者個人への制裁に抗議する諸外国

は少ないが、一方で国に対する経済制裁は多くの国が躊

躇している。 

 

７月２６日にワシントンで米州機構の常設委員会会合

が開かれ、ベネズエラの人権問題と制憲議会選挙の実施

について議論がされた。 

 

今回の会合はアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、

コロンビア、コスタリカ、米国、ガイアナ、メキシコ、

パナマ、パラグアイ、サンタルシア、ウルグアイの１３

か国によって開催の申請を受けた。 

 

これらの国は、ベネズエラの治安当局による抑圧や人権

侵害、司法プロセスに乗っ取らない軍部による裁判など

人権問題に懸念を表明した。 

 

一方でニカラグアは会合を内政介入行為であると批判

し、ベネズエラの政治当事者（与野党）による対話での

問題解決を求めた。 

 

米国は「ベネズエラ国民の真の求めを無視するベネズエ

ラ政府に対して何も対処しないわけにはいかない。ベネ

ズエラの問題を解決できる政府の構築を支援する。また、

マドゥロ政権には自由選挙の実施と国会の尊重を求め

る。」とコメントした。 

 

ベネズエラ代表はマドゥロ大統領の書簡を読み上げ、制

憲議会選挙を妨げるための経済制裁を拒絶した。 

 

最終的に上記メンバーのうち、ウルグアイを除き、ホン

ジュラスを加えた１３カ国がベネズエラ政府に対して

制憲議会選挙を停止するよう声明を発表した。 

 

 

「拘束された新判事が辞任」            

 

７月２５日にアンソアテギ州で拘束された２名の新判

事のうちの一人、ヘスス・ロハス新判事が辞任の意向を

表明したビデオが流れた。 

 

このビデオはマリオ・シルバが司会を務める国営放送の

テレビ番組で流されたもの。 

 

内容は、ヘスス新判事がフリオ・ボルヘス国会議長に対

して辞任の意志を伝えるもの。 

ヘスス新判事の発言によると「自分の意志とは関係なく、

新判事に応募するプロフィール書類を第三者に送られ

た。７月２０日に新判事に選ばれたと国会から通達を受

けて、断ったが拒否が出来なかった。今回の新判事就任

は私の意志とは関係なく辞表を提出したい。」という内

容。 

 

一方で同氏は２１日（金曜）に新判事の就任の宣誓式に

参加している。ブカラン議員はこのビデオは脅迫や拷問

により強制されたものに違いないとコメントした。 

 

「アイサミ副大統領らの凍結資産数億ドル」      

 

報道機関 EFE は、アイサミ副大統領とサマーク・ロペ

ス氏が米国に保有する資産は数億ドルに上ると報じた。 

 

２０１７年２月に、アイサミ副大統領とサマーク・ロペ

ス氏（企業家でアイサミ氏と麻薬や汚職などで協力関係

にあるとされる人物）は米国国内の銀行口座や資産の差

し押さえの制裁を受けた。 

 

米国の政府関係者（匿名）が、両名はマイアミを中心に

不動産や飛行機を保有しており、その額は数億ドルに上

るとコメントしたという。 
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経 済                      

「アビアンカ ベネズエラ行き運航中止」      

 

７月２６日 コロンビアの航空会社アビアンカはベネ

ズエラ行きの路線の運航を８月１６日から停止。チケッ

トの販売を本日から停止すると発表した。 

 

これまでアビアンカはボゴタ―カラカスを一日２便、カ

ラカス―リマの路線を運航してきた。 

 

運航停止の理由を技術的な問題で、ベネズエラの空港が

世界的に求められるインフラ水準に達していないこと

が理由としている。 

 

しかし、翌日、一転してカラカス―ボゴタ、カラカス―

リマ間の運行を２７日から停止すると発表し、混乱が生

じている。通常のオペレーションができないことが理由

とのこと。 

 

アビアンカはボゴタ―カラカス間の５９％の運行シェ

アを占めていた。また、リマ―カラカス間は７７％の運

行シェアを占めていた。 

 

アビアンカ便は重要なルートでこれまで運航停止の可

能性は低いと見られていたため、緊急時の避難用チケッ

トとしてカラカス―ボゴタ間のルートを購入している

会社は多い。かつ、ベネズエラをボゴタから管轄してい

る企業も多く日本企業のビジネスにも大きな影響を与

えることになる。 

 

更に、デルタ・エアラインも週に１回運航しているカラ

カス―アトランタ間の運行の停止をベネズエラ民間航

空会社機関（INAC）に申請しているようだ。ベネズエ

ラへの渡航がますます厳しくなっている。 

 

 

 

「ハリバートンとシュルンベルジュが減損」      

 

２０１７年第２四半期、PDVSA はハリバートンとシュ

ルンベルジュへのサービス費の支払いが出来ず、両社へ

手形を発行したことが判明した。 

 

シュルンベルジュは２０１７年第２四半期の財務諸表

で５．１億ドルの減損を計上しており、そのほとんどは

ベネズエラの主要な顧客との融資合意の結果と公表し

ていた。同社は額面７億ドルの手形を PDVSA から受け

取ったことを明らかにしている。 

 

一方、ハリバートンは３．８億ドルの手形を PDVSA か

ら受け取り、２．６億ドルの減損評価をした。 

 

「第９回目DICOMの結果公表」          

 

中央銀行の外貨競売委員会は第９回目の DICOM の

落札結果を公表した。 

今回も特別競売。国内で製品を生産するための原材料、

資材を輸入する企業に対して外貨を割り当てた。   

   

落札レートは１ドル２，８１０ボリバル 

（前回から５０ボリバル上がった） 

落札総額は３，２３３万ドル。  

法人への外貨割り当ては３６０社、２，２２０万ドル。 

個人は３４，７１０人に１，０１２万ドルが割り当てら

れた。 

 

法人については、農業部門に５５％、工業部門に３１％、

医薬品部門に１０．５％の外貨が割り当てられた。  

  

有名な会社では貨物輸送機器のマック社が５．８万ドル。

ネスレ社が３３万ドル。エクセルシオール・ガマ社が２

５万ドルなど。 

詳細は DICOM 専用ウェブサイトより確認できる。 

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-009-17/
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２０１７年７月２７日（木曜）            

政 治                      

「２８日から選挙後まで抗議行動を禁止        

      ～野党はデモ行進の続行を宣言～」   

 

ネストル・リベロール内務司法平和省は２０１７年７月

２８日～８月１日まで街頭でのデモ行動を禁止した。 

 

７月３０日の制憲議会選挙を平和裏に終了させるため

の対応策としており、同期間中に抗議活動をしたものは

５～１０年の禁固処分を受けると警告した。また、８月

１日（火曜）まで銃器の携帯と酒類の販売を禁止した。 

 

他方、野党は７月２８日（金曜）に大規模なデモ行進を

計画している。 

 

この警告に対してフレディ・ゲバラ国会第一副議長はツ

イッターで 

「独裁者が明日はデモ行進が出来ないと言っている。な

らば、明日はカラカスを占拠するだけではなく、ベネズ

エラ全土を占拠しよう」とデモ行進の参加を呼びかけた。 

 

その後、野党は記者会見を開き、２８日（金曜）～３０

日（日曜）まで毎日外に出て抗議行動をするよう支持者

に呼びかけた。 

また、与野党対話の可能性について、フレデイ・ゲバラ

国会第一副議長は「辛いことを言うようだが対話の再開

の可能性はないと思ってほしい」と発言した。 

 

「４８時間ストライキ２日目」           

 

２７日はストライキの２日目だ。引き続き多くの店舗、

会社が閉まっている様子。 

引き続き全国各地で野党支持者と治安部隊の衝突が続

いている。 

 

情報が錯綜しており正確数字は把握できていないが、検

察庁は２７日（木曜）に追加で５名の死者を確認したと

発表した。 

 

「選挙当日の治安対策を発表」           

 

制憲議会選挙を７月３０日に控えティビサイ・ルセナ

CNE 議長は、いくつか会場の設定が完了していない場

所があるが、準備はほぼ１００％終了していると発表し

た。 

 

今回の選挙は当日野党による抗議行動が予見されてお

り、通常よりも治安維持が強化される。 

 

パドリーノ・ロペス防衛相は２万３，０００人の民間防

衛隊が組織されると発言した。 

他にも、犯罪科学捜査班（CICPC）や軍部の捜査班２，

１１９名が街をパトロールする。加えて、治安維持部隊

が全国に１４万６０００人配置される予定だ。 

 

「大統領 選挙前に対話を要求」          

 

マドゥロ大統領は国に平和をもたらす唯一の方法が制

憲議会選挙であるとの主張を繰り返した。 

 

また、制憲議会選挙を直前に控え、選挙前に野党と対話

を持ちたいとの意向を示した。 

 

特に、対話の相手として、フリオ・ボルヘス国会議長、

ラモス・アルップ元国会議長、マニュアル・ロサレス新

時代党党首、ルイス・フロリダ議員を名指しで指名した。 
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経 済                      

「ロシアとのエネルギー協定締結を検討」      

 

マドゥロ大統領は、米国など欧米諸国からの制裁の警告

を受けて、政権を支援してくれる中国などの諸外国、特

にロシアに感謝を示した。 

 

そして、２０１７年後期にロシアと石油および天然ガス

に関するエネルギー協定を締結する予定であることを

明らかにした。 

 

ロシアは米国のベネズエラに対する制裁警告について、

強い姿勢で拒絶する声明を発表している。 

 

ロシアとベネズエラの関係は２００１年から本格的に

始まり、これまでに２６１の二国間協定を締結している。 

 

「中国基金 ニッケル・石炭産業に投資」      

 

ホルヘ・アレアサ鉱業開発・エコロジー相は、中国系企

業 CAMC エンジニアリング社と Yang Guang Group 社

がニッケル産業に３年間で１．８億ドル、ベネズエラの

国営石炭公社カルボ・スリアに２年間で４億ドルの投資

を行うことで合意したと発表した、 

 

社 会                      

「ベネズエラ 米国への亡命申請が増加」      

 

アムネスティア・インターナショナルは、初めて米国へ

の亡命申請国として、ベネズエラが一位になったと報じ

た。 

アムネスティア・インターナショナルのロアン・リン氏

は２０１６年にベネズエラ人から年間１万８，１５５件

の亡命申請を受けた。２０１５年は５，６０５件の申請

であったので３倍以上に増加しているとのこと。 

 

そして、２０１７年は２０１６年の申請数よりも多くな

る見通しで、２０１７年１月～３月の３カ月間で８，３

０１件の亡命申請を受けている。この数は２０１６年の

同じ時期と比べて２倍とのこと。 

 

リン氏によると、２００６年から２０１５年の間に亡命

を申請した７７％のベネズエラ人が亡命を認められて

いる。国際法の観点からは、不法に米国に移住した外国

人も、自国から脅迫や迫害を受けている場合、本国に送

還することはできない。しかし、その事実を確認するこ

とは難しく不法滞在者は送還されることが多い。 

 

以上 


