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２０１７年７月３１日（月曜） 

 

政 治                    

  「米国 マドゥロ大統領に制裁」 

  「選挙結果への国内外の反応 ～非難～」 

  「選挙結果への国内外の反応 ～賛同～」 

  「野党 投票数３００万票以下を主張」 

  「大統領 民放２社を非難」 

経 済                    

  「検事総長 Odebrecht 嫌疑で２０名を調査」 

「トリノ・キャピタル 債務不履行リスク上昇」 

「ICSID 政府に４．９億ドルの賠償を宣告」 

「政府高官の制裁は融資契約に影響」 

（写真）ベネズエラ国営放送 VTV 写真ギャラリー ”制憲議会選挙キャンペーン最終日” 

２０１７年８月１日（火曜） 

 

政 治                    

  「レオポルド・ロペスとレデスマ再び拘束」 

  「制憲メンバーが８月３日に国会集合予定」 

  「国会 制憲議会選挙を正式に否認」 

  「国会 与党議員３名が離党」 

  「選挙管理委員会 選挙結果の大部分を公表」 

経 済                    

  「石油制裁はひとまず回避」 

  「ベネズエラは CLAP の商品を２倍で購入」 

社 会                    

  「レオポルド妻が妊娠 3-4 カ月」 
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２０１７年７月３１日（月曜）            

政 治                      

「米国 マドゥロ大統領に制裁」           

 

７月３０日に制憲議会選挙が行われた（選挙結果はベネ

ズエラ・トゥデイ No.13 参照）。 

これを受けて、米国財務省はマドゥロ大統領個人に対し

て制裁を発動した。 

 

これにより、マドゥロ大統領は米国内の資産（預金や不

動産など）が凍結され、原則は米国への入国が禁止とな

る。一方で、９月２１日にニューヨークで開催される国

連総会へは参加可能と発言した。 

 

２０１４年１２月に米国議会が承認した「ベネズエラ市

民の人権侵害を守るための法律」の制裁枠組みにマドゥ

ロ大統領を加えただけで、原油輸入の禁止措置、法人を

対象とした金融制限などは科せられなかった。 

 

スティーブン・ムニューチン米国財務長官は「昨日、ベ

ネズエラで行われた非合法な選挙により、マドゥロ大統

領が国民の意志を無視する独裁者であることが確認さ

れた。」と語った。 

 

また石油業界への制裁について 

「現時点ではベネズエラ石油産業への制裁は発動して

いない。米国議会や有識者の意見を聞きつつ引き続き検

討する。すべての選択肢が検討対象にある。」と答えた。 

 

マクマスター米大統領補佐官（国家安全保障問題担

当）は今回の制裁措置について 

「トランプ大統領からベネズエラ国民を第一に優先す

るよう指示があった。そのため、政府だけに影響が出

るような措置を講じた。７月１６日～３０日にかけて

政権が行った国民の抑圧は凄惨なものだった。」と語っ

た。 

「選挙結果への反応 ～非難～」            

 

米国、欧州連合、スペイン、メキシコ、アルゼンチン、

ペルー、コスタリカ、パラグアイ、コロンビア、パナマ、

英国、米州機構のルイス・アルマグロ事務局長など多く

の国、組織の政府高官が、今回の選挙を認めないと発言

している。 

ニュアンスに差はあるが、基本的に今回の選挙が国民の

意志に反して実施されたこと、選挙当日の政府による暴

力的な抑圧行為を非難している。 

 

今回の選挙について、ニッキー・ヘイリー米国国連大使

は「マドゥロが偽物の選挙を行ったことで、独裁者とな

った。非合法な政権を我々は認めない」とツイッターで

投稿した。 

 

欧州委員会のミーナ・マッツィーニ報道官も「ベネズエ

ラの民主主義的ではない状況に懸念を表明する。」と政

権を批判している。 

 

ペルー外務省はベネズエラの状況について議論を行う

ため、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、グアテマラ、ホンジュラス、メキシ

コ、パナマ、パラグアイの外相をペルーに招待した。こ

の会議は８月８日（火曜）に開催される予定。 

 

８月１日にはアントニオ・タイヤーニ欧州議会議長が、

ベネズエラ政府高官が欧州内に所有する資産の凍結や

欧州域内の訪問禁止を提案した。 

 

また、与野党の調停役を務める南米諸国連合（ウナスー

ル）で事務局長を務めていたエルネスト・サンペール元

コロンビア大統領が、制憲議会選挙についてベネズエラ

の問題を深刻化させることになると懸念を表明した。 

これまでベネズエラ政府に味方してきたウナスールの

元代表が政府を真っ向から否定したのは驚きに値する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8daecad4a1a5baf322c2830c4756609c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8daecad4a1a5baf322c2830c4756609c.pdf
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「選挙結果への反応 ～賛同～」           

 

一方でベネズエラ政府を支持する諸外国も存在する。キ

ューバ、ボリビア、エルサルバドルは制憲議会選挙の成

功を祝福、米国の制裁と他国のベネズエラ政府への圧力

を非難した。 

 

また、ロシア外務省は 

「ベネズエラの選挙を否定し、ベネズエラの経済を悪化

させようとする国際社会が、ベネズエラ社会を混乱に引

き込もうとする計画を諦めることを望む。また、野党が

（政権の）対話への呼びかけを拒絶し、死者を拡大させ

ていることを非難する。」と声明を発表している。 

なお、中国による同選挙に関するコメントは確認できな

かった。 

 

国内では「倫理委員会」「軍部高官」「最高裁判所」が米

国によるマドゥロ大統領への制裁を非難し、現政権への

支持を確認した。 

 

マドゥロ大統領は米国の制裁について、 

「帝国主義からの指示に従う気はない。今も今後も屈服

するつもりはない。我々は米国の帝国主義を否定する。

反植民地主義でクー・クラックス・クランに反対する。

ホワイトハウスからの制裁は私にとっては誇りだ。」 

と自身のイデオロギーを主張した。 

 

「野党 投票数３００万票以下を主張」        

 

７月３０日に行われた制憲議会選挙について、ラモス・

ラルップ前国会議長は、野党が持っている投票情報を公

表した。 

 

野党が入手した情報によると、投票者数は２４８．３万

票で投票率は１２％、８８％は投票に参加していない。 

 

 

アルップ前国会議長は「この制憲メンバーは合法性を持

たない。死んだ状態で生まれている。」 

と選挙を否定し、メリダ州、タチラ州での野党と治安部

隊の衝突で１６名が亡くなったと政府を非難した。 

 

なお、パドリード・ロペス国防相は７月３０日の軍部の

治安対応について 

「野党支持者が投票会場を攻撃したが軍部は平和な環

境を作った。国軍は治安を悪化させる問題は起こしてお

らず、軍部が起こした死亡事件はない。」と評価した。 

 

また、ネストール・リベロール内務司法平和省は 

「７月３０日に少なくとも１４人が殺害され、数百人が

負傷した。２００の投票場が野党支持者に攻撃を受けた。

治安の悪化は政治的な理由で、国民の投票意思を妨害す

る右翼が原因。」 

と発言した。 

 

「大統領 民放２社を非難」             

 

マドゥロ大統領は民放ベネビシオン社とテレベン社に

対して、７月３０日の制憲議会選挙に関する報道をせず、

野党の抗議行動ばかりを報道したことに不満を述べ、両

社に釈明を求めた。 

本件について、与党の重鎮ホルヘ・ロドリゲス リベル

タドール市長が報道ライセンスを取り消す可能性があ

ると発言している。 

 

過去にも政権に批判的だった RCTV が放送ライセンス

をはく奪されたことがあった。まだ NTN24 も野党に加

担するような中継を流し続けたことを受けてベネズエ

ラ国内でのテレビ放送が止められている。 

 

なお、選挙管理委員会が選挙当日は投票場の近くに報道

関係者が近寄ることを禁止する、と決めており、選挙を

報道することに制限があった。 
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経 済                      

「検事総長 Odebrecht 嫌疑で約２０名を調査」     

 

検察庁はブラジル建設会社大手 Odebrecht と政府との

汚職関係を調べている。 

 

ルイサ・オルテガ検事総長はブラジルの「Estado de Sao 

Paulo」紙のインタビューで検察庁の調査状況を語った。 

 

同氏の発言によると、ベネズエラ政府は Odebrecht に

１１の建設事業を発注しており、３００億ドルを支払っ

ているが、これらの工事は完了していない。 

 

「汚職の問題の追及は非常に困難。証拠のほとんどは汚

職に関わった者の手にあるため入手が困難。また、多く

の情報が外国に隠されており、我々は証拠にアクセスす

ることが難しい。検察庁の人間が国外に出張に出ようと

するとパスポートを失効させられる。憲法で規定された

我々の権限では自由な調査に限界がある。 

このような障害にもかかわらず、調査を継続しており現

役の政治家の多くがこの汚職に関わっているであろう

ことが判明している。現在は２０名以下の個人を中心に

調査しているが、今後は捜査対象が広がる可能性がある。 

すでに米国に情報提供の協力を依頼しており、資料は検

察庁の手元にある。私はまだそれを確認していない。」 

と語った。 

 

なお、検事総長は７月３０日の選挙を認めないと発言し

ている。 

 

「トリノ・キャピタル 債務不履行リスク上昇」   

 

この５カ月の間、PDVSA とベネズエラの債券利回りは

ネガティブな状態が続いている。 

 

 

 

米国投資会社トリノ・キャピタルはレポートで、 

CDS は増加を続けており、デフォルトリスクが高まっ

ている。ブルームバークのシステムではベネズエラが５

年以内にデフォルトに陥る可能性は９７．８％。この１

２カ月内でデフォルトする可能性はベネズエラ国債が

６２．８％。PDVSA 社債は６７．５％まで達している。

最近では際立って高い数値まで上昇している。ただ、こ

の数字はこれまでで最も危機的な数値ではない。原油価

格が１バレル２０ドルに近かった２０１６年１月の

CDS 値は今の水準より高かった。 

 

最近のデフォルトリスクの高まりは米国による制裁懸

念から短期的な債務返済能力に懸念が出ていることが

原因としている。また、野党は外国の金融機関に融資を

行わないよう書簡を送っており、外国融資を拒絶する姿

勢もデフォルトリスクを高めている。 

 

トルコで行われた石油会議で PDVSA ダイレクターが

示唆した２０１７年満期債の再スワップについて、同じ

ような条件での提案は難しい。 

 

与野党対話が実現しない限り、国内情勢の悪化は継続す

る。対話が実現すれば債券価格は上昇するだろう。 

と述べた。 

 

また、同社は７月３０日の制憲議会選挙の投票数は３６

０万票で投票率は１８．５％と予想した。 

 

「ICSID 政府に４．９億ドルの賠償を宣告」   

 

投資紛争解決国際センター(ICSID)は２０１０年にベ

ネズエラ政府がスペイン系食品会社グラム社、バローレ

ス・ムンディアル社、コンソルシオ・アンディーノ社の

３社に行った接収の賠償金および利息として４億８，９

９０万ドルの支払いを命じた。 
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「政府高官の制裁は融資契約に影響」        

 

ベネズエラの調査会社エコアナリティカのアレハンド

ロ・グリサンティによると、 

 

「米国はマドゥロ大統領、マルピカ・フローレス国家歳

入庁長官、シモン・セルパ PDVSA 財務役員に制裁を科

した。 

 

この制裁は米国への入国禁止、米国内の資産の凍結と同

時に制裁対象者との今後の取引も禁止している。上記３

名は国あるいは PDVSA の財務を担う役割を担ってお

り、金融取引には彼らが関わることになる。 

 

米国に拠点を持つ金融機関は米国の制裁を恐れて、融資

が出来なくなるだろう。」 

と述べた。 

 

２０１７年８月１日（火曜）            

政 治                      

「レオポルド・ロペスとレデスマ再び拘束」      

 

８月１日（火曜）の深夜０時頃 国家警察諜報部（SEBIN）

は自宅軟禁されていたレオポルド・ロペス第一正義党党

首とアントニオ・レデスマ・カラカス首都区長を再び拘

束した。 

現在の正確な場所は確認できていないが、軍事収容所に

戻されたとの意見が多い。 

 

最高裁判所が７月３１日（月曜）夜に両者の自宅軟禁措

置を取り消ししたことを受けての再拘束となった。 

自宅軟禁措置を採る際に科した条件を守っていないこ

と、国外逃亡する恐れがあったことが再拘束の理由であ

ると書面で示した。 

 

 

 

エリアス・ハウア基礎教育相はテレビのインタビューで、 

 

自身は本件には直接かかわっていないと前置きしたう

えで、政治的な発言、暴力を誘発するような言動を控え

ることが自宅軟禁の条件だったと聞いている。レオポル

ド・ロペス氏とアントニオ・レデスマ氏はこの条件を破

ったことが再拘束の理由だろう。と答えた。 

 

また、７月８日のレオポルド・ロペス氏の自宅への搬送

に立ち会ったホルヘ・ロドリゲス・リベルタドール市長

は、 

「彼に科した唯一の自宅軟禁の条件は、”平和を呼びか

けること”だった。しかし、彼はその約束を守らなかっ

た。なぜならカプリレス・ミランダ州知事とロペス氏と

の間には政治力の争いがあり、ロペス氏が発言をやめれ

ばカプリレス氏に支持者を取られてしまうため、彼は政

治的な発言を続けざるを得なかった。」と語った。 

 

この措置には両者の親族、野党政治家はもちろん、多く

の国際社会が批判を示している。特に米国は次なる制裁

を検討する可能性があるとコメントしている。 

 

また、トランプ大統領は「両者の健康と安全の責任はマ

ドゥロ大統領にある」と現政権を非難した。 

 

 

（出所）Twitter 左がレオポルド氏、右がレデスマ氏 
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「制憲メンバーが８月３日に国会集合予定」     

 

議員の内部情報によると、制憲議会選挙で当選したメン

バーは８月３日（木曜）に国会議事堂を占拠するようだ。

８月１日時点でまだ国会に対して通知はされていない。 

 

原則として、制憲議会メンバーの宣誓式は国会の宣誓方

法と同じ。また、制憲議会には議長と副議長、秘書官と

副秘書官の役職ができる見通し。 

 

「国会 制憲議会選挙を正式に否認」        

 

８月１日（火曜） 国会は７月３０日（日曜）の選挙

を認知しないと正式に決定した。 

 

同時に７月１６日（日曜）に国会が行った選挙が国民

の意志を反映したもので制憲議会選挙の存在を否定す

る証拠であるとした。 

また、ルイサ検事総長に対して３０日当日の野党支持

者への攻撃について調査を求めた。 

 

制憲議会メンバーが国会を占拠するという噂につい

て、国民の意志で選ばれた我々の存在を否定すること

はできず、仮に制憲議会メンバーが国会を占拠した場

合、我々は別の場所で国会を継続すると宣言した。 

 

 

「国会 与党議員３名が離党」            

 

８月１日 与党のエウストキオ・コントレラス議員

（グアリコ州選出）、ゲルマン・フェレール（ララ州選

出）、アバン・テジェスカラボボ州補欠議員は離党して

新しい社会主義政党を作ると宣言した。 

 

 

 

 

この宣言自体はすでに７月２５日にエル・コオペラン

テが報じており、国会で正式に宣言したということに

なる。 

 

エウストキオ・コントレラス議員は国会で、 

今回の制憲議会選挙は、国民にも我々にも全く相談さ

れていない。チャベス大統領への忠誠は変わらないも

のの、野党と協力し政権を打倒する。と宣言した。 

 

「選挙管理委員会 選挙結果の大部分を公表」     

 

CNE はウェブサイトに選挙結果を公表すると発表して

おり、ベネズエラ時間の８月２日未明に大部分が公開

された。 

 

特筆するべき人物は以下の通り。 

 

・ディオスダード・カベジョ元国会議長 

・カルメン・メレンデス元大統領府担当相 

・デルシー・ロドリゲス前外相 

・シリア・フローレス元議員（マドゥロ大統領の妻） 

・ヘスス・ファリア元外国貿易投資相 

・オルランド・カマチョ（中小企業連合会会長） 

・オスカル・シェメル 

（民間世論調査会社インテルラセス社長） 

・ゲルソン・ヘルナンデス 

（ボリバル建設商工会議所代表） 

・ケイラ・デ・ラ・ロサ 

（政府戦略組織代表） 

・ウィルス・ランヘス（PDVSA 労働組合代表） 

・オスワルド・ベラ（元労働相） 

・エマ・オルテガ（元都市農業相） 

 

なお、先住民枠８名の議員は８月１日に先住民の習わ

しによって代表者が決められる。 
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経 済                      

「石油制裁はひとまず回避」            

 

ロイター通信は米国によるマドゥロ大統領の制裁は債

券価格をほとんど動かさなかったと報じた。 

 

金融業界の主な懸念は石油産業への制裁あるいは金融

制限であり、今回の制裁措置はそのどちらにも該当し

なかった。 

 

一方で米国の原油先物価格は、ベネズエラ石油産業へ

の制裁を恐れて上昇傾向にあったが、今回の措置では

米国からの外貨フローに緊急の変更は起きない下降し

た。 

 

UBS の石油産業アナリストは、金融市場は米国からベ

ネズエラへ軽質油の輸出が禁止されることを想定して

いたが、今回はそうならなかった。 

制裁は実質的な経済制裁というよりもシンボリックな

意味合いが強い。と論じた。 

 

「ベネズエラは CLAP の商品を２倍で購入」       

 

メキシコの新聞「エクセルシオール」紙は、ベネズエラ

政府の食糧配給プロジェクト CLAP に入っているメキ

シコ産の食料品は、メキシコ国内価格の２倍の値段で出

荷されていると報じた。 

 

CLAP に入った１２種類の食料品はメキシコ国内では

１６ドル程度で販売されている。それが３４ドルでベネ

ズエラ向けに出荷されている。特にトウモロコシ粉はメ

キシコの国内価格の６倍で出荷されており、マヨネーズ、

トマトソースなどは３倍だった。 

つまり、メキシコであれば、０．５４ドルで販売される

トウモロコシ粉がベネズエラ向けの場合は３．４ドルで

販売していることになる。 

 

この情報はメキシコの関税システムから得られた情報

とのこと。２０１７年１月～５月の間にメキシコがベネ

ズエラ向けに輸出した食料品は４１．４万トン。少なく

とも５１１コンテナがベネズエラのラグアイラ港に到

着している。この食料品の輸入業者は”Postar Intertrade 

Limited”でアイサミ副大統領と一緒に制裁を受けたサ

マーク・ロペス・ベジョ氏がオーナーの企業。 

 

同新聞社の調査によると、”Postar Intertrade Limited”は

２０１７年１月９日～１６日の１週間の間にメキシコ

の現地企業９社と１，１９２万ドルの契約を結んだとの

こと。 

 

 

（出所）CLAP 公式サイト 

“箱には５人家族の１週間分程度の食料品が入っている” 

 

社 会                      

「レオポルド妻が妊娠 3-4 カ月」         

 

８月１日 レオポルド・ロペス氏は SEBIN に拘束され

る直前に、自身が再び拘束されることを支持者に伝える

ビデオメッセージを投稿した。 

 

また、その中で妻のリリアン・ティントリ氏が妊娠して

いることを明らかにした。 
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アントニオ・レデスマ氏の妻は、テレビでティントリ氏

が妊娠後３～４カ月が経過していることを明らかにし

ている。 

 

 

 

以上 


