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（写真）大統領府 “ガス田の共同開発の署名をしたロスネフチのセーチン社長と PDVSA のケベド総裁” 

 

２０１７年１２月１５日（金曜） 

 

政 治                   

 「与野党対話実施 具体的な成果無し 

～１月１１日、１２日に交渉再開～」 

 「サハロフ賞は議長と元カラカス首都区長が受理」 

経 済                   

 「シエンフエゴ製油所株式 キューバに渡る」 

 「野村証券 債券返済は持続可能ではない」 

社 会                   

「児童１３０名 マイケティア空港で出国禁止」 

「チャベス娘元恋人 ４年４カ月の自宅軟禁 

～汚職資産の没収と４０％の罰金刑～」 

２０１７年１２月１６日（土曜） 

 

政 治                   

 「ラミレス元国連大使 大統領選出馬意欲示す」 

 「野党対話アドバイザー 野党に苦言」 

 「欧州連合 クリスマス後に制裁発動」 

経 済                   

 「PDVSA ロスネフチとガス田開発で署名」 

 「ベラルーシとの関係強化を模索」 

社 会                   

「逮捕されたラミレス氏従兄弟の私生活」 

「貿易外国投資相の護衛 殺人容疑で逮捕」 

「タチラ州 ガソリン給油に７～８時間待ち」 
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２０１７年１２月１５日（金曜）             

政 治                       

「与野党対話実施 具体的な成果無し          

     ～１月１１日、１２日に交渉再開～」       

 

１２月１５日 ドミニカ共和国で与野党交渉が行われ

た。具体的な合意はなく交渉は１月１１日（木曜）、１

２日（金曜）に持ち越されることとなった。 

 

与党の交渉窓口を務めるホルヘ・ロドリゲス情報通信相

は今回の交渉について 

「我々は野党と６つのテーマについて具体的な話し合

いを持った。これら６つのテーマについて重大な進展が

あった。」と述べた。 

 

一方で野党側は今回の交渉について、具体的なコメント

は避けているようだ。 

 

同交渉の仲裁役を務めるドミニカ共和国のメディナ大

統領は 

 

「本日の交渉の進展については、いかなることも答えら

れない。全てが決まったら内容を明らかにする。」とコ

メントした。 

 

また、野党側の付き添い国を務めるチリのエラルド・ム

ネス外相は 

「６つのテーマについて議論がされたが、技術的なレベ

ルの話で、詰めなければいけない内容が多い。我々は目

標に近いところまで到達している。１月１２日に最終的

な結論が出ると信じている。」とコメントした。 

 

 

６つのテーマとは具体的に何かは明言していないが、こ

れまでの流れを見れば 

 

１．人道支援 

２．国会の機能回復 

３．政治犯の釈放 

４．選挙管理委員会（CNE）の役員交代 

５．制裁の解除 

６．大統領選挙の実施プロセス 

 

などになるのではないか。 

 

「サハロフ賞は議長と元カラカス首都区長が受理」         

 

１２月１４日にフランスで人権擁護や民主主義の擁護

に貢献した人物を讃えるサバロフ賞の受賞式が行われ

た。 

誰が受賞するのか多少の関心があったが、同会に出席し

た政治家はフリオ・ボルヘス国会議長とアントニオ・レ

デスマ元カラカス大首都区長だった。 

 

２０１７年１２月１７日（日曜） 

 

政 治                   

 「米国政府 制裁は解除せず人道支援を提示 

～ベネズエラ政府は侮辱と非難～」 

 「２０１８年国会 UNT 女性議長の可能性」 

経 済                   

 「中国企業と石油開発で協定を締結」 

 「エステラール カラカスーマドリッド間運行」 

社 会                   

 「カラカスで多発する誘拐についてのレポート」 
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賞状はアントニオ・タイヤーニ欧州議会議長から授与さ

れた。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス国会議長ツイッター 

“サハロフ賞を受け取るベネズエラ野党団” 

 

経 済                       

「シエンフエゴ製油所株式 キューバに渡る」          

 

１２月１４日 ハバナで米州ボリバル同盟（ALBA-

TAP）の会合が行われた。 

 

アレアサ外相は、同会合で人材育成、医薬品供給、衛生

サービス、文化・スポーツの促進、農業振興、両国の経

済統合など２０１８年にキューバと共同で実施する２

７のプロジェクトに関する署名を締結したと発表した。 

 

これ自体は特に気にするような報道でもないが、翌日に

ロイター通信が PDVSAとキューバ政府系の Comercial 

Cupet と合弁で運営しているカメロ・シエンフエゴ製油

所の株式が１００％キューバに渡ったと報じた。 

 

キューバのカミロ・シエンフエゴ製油所は２００６年４

月にシエンフエゴに建設された。PDVSA Cuba が株式

の４９％、Cupet が５１％の合弁会社 Cuvenpetrol S.A.

が炭化水素製品の購入、貯蔵、精製、販売を行っている。 

 

ロイターによると、株式がキューバに渡ったのは２０１

７年 8 月のこと。株式譲渡の理由はベネズエラ政府側が

キューバとの約束を履行していないことが理由として

いる。 

 

PDVSA の報告書によると、同製油所の精製能力は日量

６．５万バレル。２０１６年の精製実績は日量２．７万

バレル。内訳は、日量０．５万バレル相当のガソリンと

ナフサ、日量１万バレルのジェット燃料、日量１．２万

バレルの残留物だった。 

 

「野村証券 債券返済は持続可能ではない」        

 

野村證券（アメリカ）のアナリストがベネズエラの債券

支払いの遅れについて、 

 

「来年度同様の戦略を続けられるとは思えない。２０１

８年のベネズエラは極めて見通しが立てにくい。国債、

PDVSA社債にクロスデフォルトが起きるリスクが毎日

存在している。 

 

ベネズエラ政府は債務の支払い意志を示している。利息

の支払いは意志の証明だろう。しかし、産油量の減少と

外国からの融資手段が一層制限されたことで、ベネズエ

ラ政府が使用できる外貨は一層減っている。 

 

２０１８年の輸入額は２０１７年よりも３５％減り、９

４億ドルになると見通している。そのうち、石油セクタ

ー以外（食料品や医薬品、その他財）の輸入は５０億ド

ル程度になるだろう。 

 

５０億ドルで一年間の国内需要を賄えるとは思えない。

債務不履行のリスクは極めて高い。」 

と分析した。 
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社 会                       

「児童１３０名 マイケティア空港で出国禁止」          

 

１２月１５日 非政府団体「在ペルー・ベネズエラ連盟」

はペルーに出稼ぎをしているベネズエラ人の両親とそ

の子供を面会させるために、児童１３０名をペルーに渡

航させようとしたがマイケティア空港で止められた。 

 

この報道がベネズエラ政府の非人道性を示していると

して、国内外で話題になっている。特に出国が禁止され

た児童の中には政治亡命した「希望の光団体」のオスカ

ル・ペレス氏の妻と子供が含まれていたので政治問題と

して扱われている。 

 

本件は検察側とベネズエラ連盟の主張が食い違ってい

る。 

 

サアブ検事総長は出国を禁止した理由について、 

 

「児童だけ、あるいは片親のみで国外を出る場合は所定

の許可証が必要になる。一部にこれらの書類の偽装が確

認されていた。児童の国外拉致の疑いがあり、全員の出

国を禁止した。 

彼らは自身のオフィスで許可証を作成し、ベネズエラの

管轄省庁の許認可プロセスを経ていなかった。」と説明

した。 

 

一方でペルーに滞在している児童らの親、ベネズエラ連

盟の職員は 

「児童の出国に必要な書類は適切なプロセスを経て許

可されている。」と説明した。 

 

 

 

 

 

 

「チャベス娘元恋人 ４年４カ月の自宅軟禁       

    ～汚職資産の没収と４０％の罰金刑～」                 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.71」にて、元俳優でチャベ

ス元大統領の娘の元恋人だったマニュエル・ソサ氏が汚

職に関わった４名の情報を提供することと引き換えに

免罪されたとの報道を紹介した。正確には免罪ではなく

減刑だった。 

 

１２月１５日 ソサ氏は４年４カ月の自宅軟禁措置を

宣告された。また、汚職で得た資産は全て没収。加えて、

汚職で得た資金の４０％相当の金額を罰金として払う

ことになった。ただし、罰則金４０％がボリバル建てな

のかドル建てなのかは明らかにされていない。公定レー

ト、あるいは DICOM レートを基準にしたボリバル額

の４０％であれば支払うのはそこまで難しい話ではな

いだろう。 

 

ソサ氏はPetroPiarでの取引に関連して２００万ドルの

汚職の罪で今年１０月に逮捕された（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.42」１０月４日付の記事参照）。 

 

２０１７年１２月１６日（土曜）             

政 治                       

「ラミレス元国連大使 大統領選出馬意欲示す」        

 

ラミレス元国連大使は現地新聞「エル・パノラマ」のイ

ンタビューに答えた。 

 

そこで記者から大統領出馬について聞かれると、 

「もちろん出馬意志はある。私かあるいは別の候補者だ。

私はマドゥロ大統領にあらゆる面で勝っている。故チャ

ベス元大統領の経済ブレーンを務めた立場として、ベネ

ズエラを現状から脱却させるための能力と倫理観を有

している。」と答えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d99f5182b1647dc5a230c6e3e66722.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
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他、ラミレス氏の従兄弟のディエゴ・サラサール氏の自

宅の金庫から見つかったラミレス氏が汚職に関わって

いるとされる証拠について聞かれると、 

 

「検事総長は嘘をついている。石油の売買取引に関わる

書類で私の名前が出てくることは無い。検察庁は石油業

界の商業取引を知らない。PDVSA の取引は供給・商業

担当役員が管轄している。」と答えた。 

 

また、PDVSA の汚職捜査について、ベネズエラの経済

混乱の責任者を我々に押し付けようとしている。と政府

の姿勢を非難した。 

 

「野党対話アドバイザー 野党に苦言」           

 

与野党対話のアドバイザーであるホルヘ・ロイ氏（ベネ

ズエラ経団連の前会長）は、１２月１５日に行われたド

ミニカ共和国での与野党交渉について 

 

「与野党双方がお互いに最も重要なテーマをゆずろう

としない。これが対話を非難する人々に更なるフラスト

レーションを与えている。」 

ツイッターに投稿した。 

 

また、野党連合は発する言葉と行動を一致しなければ、

国民の信頼を得られない。と付け加えた。 

 

「欧州連合 クリスマス後に制裁発動」              

 

１１月１３日に欧州連合はベネズエラ向けの武器およ

び原材料の輸出を禁止した。同時にベネズエラ政府関係

者への個人制裁を承認する制裁措置を発効した。 

 

武器の輸出禁止措置は即日有効になったが、ベネズエラ

政府関係者への個人制裁は制度が作られただけで具体

的な個人制裁は科せられていない。 

 

スペインのダスティス外相は 

「我々の経験からベネズエラ政府に要求を履行させる

には圧力が必要だと認識している。クリスマスの後にベ

ネズエラ政府関係者の個人制裁の準備が整うだろう。」

と述べた。 

 

制裁圧力により何を履行させるのかとの質問について

は、 

「与野党交渉の結果、選挙により平和的な政権移行が実

現すれば、それが最も望ましい。ベネズエラ国民の生活

を改善するための人道支援、政治犯の解放、国会の権限

回復などを望んでいる。」 

 

経 済                       

「PDVSA ロスネフチとガス田開発で署名」            

 

１２月１６日 ロシアの石油会社ロスネフチのイゴー

ル・セーチン社長がベネズエラを訪問した。 

 

同日、セーチン社長はパタオ鉱区とメヒジョン鉱区のガ

ス田を PDVSA と共同で開発することで合意、署名した。

契約期間は３０年間。 

 

同２地区の開発権については２０１６年２月からロス

ネフチと共同でフィージビリティースタディが行われ

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.21」８月１６日付

の記事参照）。 

 

ロスネフチの発表によると、これら２地区のガス開発、

輸出権はロスネフチにある。ロスネフチは PDVSA に対

して６０億ドルの融資（正確には石油購入代金の前払い）

をしている。 

 

ロスネフチの試算によると、フィージビリティースタデ

ィの結果、日量２，５００万立法フィートの天然ガスの

産出が可能と結論付けている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f5777b7a80fc43c9492f19c97cb024b.pdf
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「ベラルーシとの関係強化を模索」             

 

ベネズエラとベラルーシが二国間の経済関係強化のた

めの会合を行った。 

 

リカルド・メネンデス企画相は 

「両国はハイレベル級会合を開き、ベネズエラの食料貯

蓄を増やすための方法について議論した。今回は輸入よ

りも国内生産について時間を割いて議論した。特に粉ミ

ルク、小麦、バター、食用油の生産を増やしたいと考え

ている。 

 

また、自動車メンテナンス施設の設置などベネズエラの

国内生産を拡大させるための検討を行った。２０１８年

の国家生産計画に基づいて議論されている。」 

 

同会合にはメネンデス企画相以外にイルデマロ・ビジャ

ロエル住宅相とファン・アリアス鉱業相が参加した。他、

経済財務省と食料省の関係者も同席した。 

 

 

（写真）メネンデス企画相ツイッター 

“ベラルーシ政府高官と会合するメネンデス企画相（写

真中央左の人物）” 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「逮捕されたラミレス氏従兄弟の私生活」         

 

１２月１日 ラファエル・ラミレス元国連大使の従兄弟

のディエゴ・サラサール氏が逮捕された（「ベネズエラ・

トゥデイ No.69」１２月１日付の記事参照）。 

 

スペインの新聞社「El Pais（エル・パイス）」はサラサ

ール氏の私生活に関する記事を発表した。 

 

２０１２年に高級ワイン Pmerol Petrus１９９０を６９

４本購入している。このワインは１本５，５６０ユーロ。 

 

また、サラサール氏の従兄弟であるルイス・マリアノ

氏と元電気エネルギー相のネルビス・ビジャロボス氏

も汚職に関与しており、３名で１，０００万ユーロ

（１２億円程度）の贅沢品を購入している。 

 

サラサール氏は３００万ユーロの宝石を購入、２００

万ユーロの美術品も購入している。１００万ユーロの

ワイン、スーツなど洋服に９５万ユーロ、ヘリコプタ

ーのレンタル代などで支出をしている。 

 

これらの支出はアンドラ銀行にある３７の口座から支

出されている。また、支出の多くは２００７年～２０

１２年の間に確認されている。 

 

「貿易外国投資相の護衛 殺人容疑で逮捕」        

 

犯罪科学捜査班（CICPC）はビエルマ・モーラ貿易外国

投資相の護衛長を務めているアリステル・チャコン氏を

Naviera Paraguana（パラグアナ海運会社）のロミー・フ

ァルス副社長の暗殺容疑で逮捕した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3c5d7a2cf170ecdf3beda264a19505d4.pdf
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刑事事件の記者をしているハビエル・マジョルカ氏によ

るとチャコン氏は７万ドルで、ファルス副社長の誘拐と

殺人を請け負ったという。また、チャコン氏以外にも殺

人に関与した疑いで３名が逮捕されている。 

 

貿易外国投資相は日本人駐在員の面談相手になりやす

い役職だ。ビエルマ・モーラ氏は最も汚職が深刻とされ

るタチラ州の知事を６年間務めた人物。また、徴税庁

（SENIAT）の長官も経験しており、税務関係のコネク

ションもある。 

 

同氏と関わる際は、彼の周りに悪いうわさがあることを

十分に理解して接近しなければいけないだろう。 

 

「タチラ州 ガソリン給油に７～８時間待ち」        

 

ベネズエラ国内製油所の稼働率が下がっており、ベネズ

エラ全土でガソリン不足が深刻化している。 

 

特にコロンビアの国境付近はガソリン販売に関する汚

職（ベネズエラで購入したガソリンをコロンビアで販売

する汚職）が蔓延しており、ガソリン不足は危機的な状

況にあると言われる。 

 

タチラ州の州都サンクリストバル市はガソリンスタン

ドに長蛇の列ができているようだ。現地紙ラ・ナシオン

によるとガソリンの給油のために７～８時間待ちしな

ければいけない。 

 

また、先週木曜日からガソリンの補給タンクが来ておら

ず、多くのガソリンスタンドでガソリンの販売を停止し

ている。 

 

 

 

 

 

２０１７年１２月１７日（日曜）             

政 治                        

「米国政府 制裁は解除せず人道支援を提示      

      ～ベネズエラ政府は侮辱と非難～」       

 

与野党交渉における政府側の求めは米国の制裁解除だ。 

一方で米国は制裁解除には否定的な見解を固持してい

る。 

 

米国国務省のヘザー・ノーアート報道官は 

「ベネズエラ国民はひどい人権侵害にさらされており、

米国はベネズエラの状況を懸念している。また、食料や

医薬品も不足しており、マラリア感染も拡大している。 

 

米国政府はベネズエラ国民の経済危機、政治問題、人道

問題を解決するために尽力している。」とコメントした。 

 

制裁解除の可能性について記者から質問を受けると 

「ベネズエラ政府への制裁は同国政権が民主主義の規

律を取り戻し、憲法に準じる姿勢を見せれば解除するこ

とになるだろう。」とまずはベネズエラ政府が先にアク

ションを起こす必要があると理解できるコメントをし

た。 

加えて、 

「ベネズエラ政府が求めれば、米国政府は人道支援の準

備は出来ている。マドゥロ政権には国民の生活困窮を認

識し、人道支援を求めるよう改めて要請する。」と述べ

た。 

 

同コメント対してベネズエラ外務省は 

「米国政府は制裁を科して国内に混乱を招いておきな

がら、人道支援を提示している。我々への侮辱だ。ヘザ

ー・ノーアート報道官の発言を明確に拒絶する。トラン

プ政権に対し、我が国への物理的、心理な攻撃を停止す

るよう求める。」と声明を発表した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１２月１５日～１２月１７日報道         No.０７３   ２０１７年１２月１８日（月曜） 

8 / 9 

 

「２０１８年国会 UNT 女性議長の可能性」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.72」１２月１４日付の記事

で２０１８年の国会議長はエンリケ・マルケス新時代党

（UNT）議長になる見通しとの情報を紹介した。 

 

マルケス氏以外に UNT の議長候補が浮上している。デ

ルサ・ソロルサノ氏だ。彼女が議長になれば野党国会と

しては初めての女性議長になる。 

関係者によるとデルサ氏の方が国会議員内では評判が

良い。また UNT 以外の政党からも彼女を支持する人が

多いようだ。一方でエンリケ・マルケス氏は２０１６年

に第一副議長を務めており、政治家としての経験が長い。 

 

個人的にはマルケス氏よりもデルサ・ソロルサノ氏の方

が PJ や VP の方向性に近い気がしている。連合として

の見解を統一するためにはソロルサノ氏の方が議長に

向いているように思う。 

 

（写真）TauQual  

“左エンリケ・マルケス氏、右デルサ・ソロルサノ氏” 

 

経 済                       

「中国企業と石油開発で協定を締結」          

 

ウグベル・ロア科学技術相は１２月１５日から訪中して

いる。訪中にはデジタル通貨管理庁の長官に任命された

カルロス・バルガス氏も同行している。 

 

１２月１７日  ロア科学技術相は中国の China 

Shandong Kerui 社とウーゴ・チャベス石油革新国際研

究センターを発足することに合意、署名した。 

 

同社と石油開発の共同開発を進めることになりそうだ。 

また、ロア科学技術相はグレート・ウォール社と科学技

術分野の関係強化を議論した。 

 

 

（写真）ウグベル・ロサ科学技術相ツイッター 

 

「エステラール カラカスーマドリッド間運行」        

 

ベネズエラの航空会社エステラールはカラカス―マド

リッド間の運行を開始した。飛行機のオペレーションは

ポルトガル系のチャーター便航空会社ハイ・フライ航空。 

 

運行は１２月１３日に開始されており、月曜、水曜、金

曜の週３便運行する。 

 

カラカスのマイケティア空港からの出発時間は１６時

３０分、マドリッドのアドルフォ・スアレス空港の到着

は午前６時の予定。また、マドリッド発便は午前９時４

５分、カラカス着は１３時１５分着を予定している。 

 

往路、復路共にカラカスの早朝、夜間を避けており治安

に配慮された運行と言える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6accb6b71b8711430afb9cd013eb5485.pdf
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社 会                       

「カラカスで多発する誘拐についてのレポート」         

 

フランシスコ・ファハルド高速道路は駐在員の多いチャ

カオ市を通っており現地で暮らせばこの道を必ず通る

だろう。しかし、この道路は誘拐が多い場所としても知

られている。 

 

犯罪調査専門家のフェミニ・マルモル氏によると、この

地域で誘拐を生業にしている犯罪者集団は少なくとも

１２グループ存在する。彼らは車高の高い高級車に乗り、

銃で武装し、防弾ベストを着用している。彼らは日中で

も誘拐を行い、一度に６～９名を誘拐することもある。 

 

警察の内部情報によると１１月だけで１５件、フラン

シスコ・ファハルド高速道路のアルタミラ・カウリマ

レ、メトロポリタナ分岐路で誘拐事件が起きている。 

 

また、マルモル氏はこれらの数字は実際に起きた誘拐

件数の３割程度だと話す。警察を信頼していないこと

が原因。 

 

なお、警察はカラカス地区での誘拐事件が減少したと

発表しているが、４月～７月にかけて起きた反政府デ

モで軍と警察が街を占拠していたことが理由で、最近

では誘拐犯が活動を再開している。 

 

最近の誘拐のほとんどは２４時間以内に解放される電

撃誘拐。犯罪者グループの多くはエル・バジェ地区、コ

タ９０５地区、エルセメンテリオ地区に拠点を構える。 

グループ名は El Coqui、El Galvis、El Juvenal、El Bemba、

El Quilomba など多数。 

 

彼らの要求内容は外貨か車であることが多い。コロンビ

アの国境まで移動し、車と鍵を置いて帰るよう指示する

場合もあるようだ。 

 

以上 


