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（写真）選挙管理委員会（CNE） ララ州の州知事投票画面 

赤色が与党候補、緑色が野党統一候補、青色が９月１０日のプレ選で敗北した対抗候補 

 

２０１７年９月１５日（金曜） 

 

政 治                   

  「CNE 州知事選の投票画面を公開」 

「元食糧相 米州機構で政府の実態を証言」 

  「制憲議長 メルコスール議長らと会談」 

  「日本 ベネズエラの情勢について声明を発表」 

経 済                   

  「在庫減少で国内製油所の稼働率が低下」 

  「原油価格は１バレル３０６人民元」 

社 会                   

「フローレス甥 PDVSAの清算手続きで口利き」 

２０１７年９月１６日（土曜） 

 

政 治                   

  「与野党対話 パラグアイが野党の支援国」 

  「対話に向けた与野党の主張」 

  「誘拐、強盗容疑で元検察庁職員を逮捕」 

  「元検事総長 亡命した新判事らと会合」 

経 済                   

  「鉄、アルミニウムの生産拡張を発表」 

社 会                   

「在豪ベネズエラ大使館 技術的な理由で閉鎖」 
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２０１７年９月１５日（金曜）             

政 治                       

「CNE 州知事選の投票画面を公開」               

 

１０月１５日に控える州知事選について、選挙管理委員

会（CNE）が投票画面を公開した。 

例えばミランダ州であれば以下の通り。 

 

 

 

画面が小さくて見えにくいが、野党は９月１０日のプレ

選挙で勝利した統一候補以外の候補も残っている。 

ミランダ州はカルロス・オカリス氏が野党統一候補に選

ばれたが、対抗馬であったルイス・ロドリゲス氏も候補

として画面に残っている。他の泡沫候補も残ったままだ。 

一方、与党政党は国会議員のエクトル・ロドリゲス氏で

統一されている。 

 

９月１０日のプレ選挙の得票率は６．７％だ。多くの国

民が選挙に参加した結果、統一された見解とは言い難い。 

 

この投票画面のまま州知事選が行われるのであれば、野

党支持者の票が拡散する懸念がある。 

 

選挙規則に準じれば、選挙実施日の１０日前までは候補

者の取り消し、交代手続きが可能。州知事選まではまだ

１カ月ほど時間があるため、今後この投票画面も変わる

可能性はあるだろう。 

 

各州の投票画面は選挙管理員会のサイトで確認できる。 

「Divulgacion Elecciones Regionales 2017」 

 

「元食糧相 米州機構で政府の実態を証言」         

 

米州機構はマドゥロ政権を「人道に対する犯罪」の容疑

で国際司法裁判所に訴えるべきかどうかを審議してい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.33」９月１４日付記事

参照）。 

 

９月１５日 ベネズエラ政府の中枢を担ってきた元軍

人が米州機構に出席し、ベネズエラ政府の実態を証言し

た。 

 

証言したのは、国防副大臣や、食糧相、陸空運相などベ

ネズエラ政府の中枢にいたエルベルト・ガルシア・プラ

サ氏だった。同氏は２０１４年９月に食糧相を辞職し、

２０１５年４月にはフェリー購入に関わる汚職で逮捕

命令が出ており、米国に亡命していた。 

２０１７年９月１７日（日曜） 

 

政 治                   

 「大統領 野党と１００回以上は対話している」 

 「人道への犯罪 米州機構加盟国が申請」 

経 済                   

 「米制裁により他国通貨での決済が必要」 

社 会                   

 「デルタ航空 カラカス―アトランタ間停止」 

 「空港での SENIAT 汚職の実態」 

 「ペレス氏と共謀したパイロットを起訴」 

http://regionales2017.cne.gob.ve/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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その後、米国の捜査に協力しているとの報道なども出た

が長らくテレビへの露出は無かった。同氏は、米州機構

の場でベネズエラ政府の実態を告発した。主な発言内容

は以下の通り。 

 

1. 祖国カードは国民を操作するための手段として用

いられている。 

2. 全国民へ十分な食料は行き届いていない。 

3. 誰もが知っている通り、ベネズエラの司法は行政に

従っている。 

4. 裁判の実施、終了は行政が決めている。 

5. マドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏が司法権

を握っている。 

6. マイケル・モレノ最高裁判長はシリア・フローレス

氏の親友。シリア・フローレス氏とエルビス・アモ

ロソ氏（制憲議会第一副議長）の承認がない限り、

裁定は出さない。 

7. 憲法に従えば、国民に武器を使用するべきではない。 

8. 政府は必要であれば国民に武器を使用することを

許可した。 

9. 食糧相を辞職した理由は、食品の供給システムを変

えようとしたが、抵抗勢力がそれを拒んだから。 

 

 

（写真）米州機構放送映像の抜粋 

“エルベルト・ガルシア・プラサ元食糧相” 

 

 

「制憲議長 メルコスール議長らと会談」                 

 

９月１５日 デルシー・ロドリゲス制憲議長はアリン

ゴ・チナグリア・メルコスール議長らと会談し、野党と

の交渉の状況について説明した。 

 

同会合について野党のウィリアム・ダビラ議員（メルコ

スール議会のベネズエラ議員を兼務）は、 

 

「制憲議会がメルコスール議会から国会議員を締め出

そうと画策している。 

 

ロドリゲス氏はメルコスール議会の中でもポピュリス

トに属する一部の幹部としか会談していない。同会合に

は、パラグアイの代表副議長は参加していなかったし、

ベネズエラ代表のエミリオ・ロンドン氏も出席していな

い。偏った態度と宣言はもう十分だ。 

 

メルコスールはベネズエラの加盟権を停止している。パ

ラグアイ代表副議長やベネズエラ代表副議長らが招待

していないのに会合を行うべきではない。」 

 

とロドリゲス制憲議長を非難した。 

 

「日本 ベネズエラの情勢について声明を発表」             

 

９月１５日付けで日本外務省は「ベネズエラ・ボリバル

共和国情勢について（外務報道官談話）」を公開した。 

 

以下、談話の内容を記載（原文には赤色無し）。 

 

 

1. 我が国として、ベネズエラの政治経済社会情勢の現

状について深い遺憾の意を表明するとともに、事態

を深く憂慮しています。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_003301.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_003301.html
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2. 我が国は、ベネズエラにおいて民主性が保全され、

諸問題が広範な国民参加を得て、民主的に解決され、

一刻も早く民主主義が回復されることを強く求め

ます。 

3. 我が国は、ベネズエラ国民が経済的に困難な状況に

直面していることに鑑み、人間の安全保障の理念に

基づき、ベネズエラ国民が直接裨益する民生支援が

重要と考えます。そのため、ベネズエラ国民への民

生支援に引き続き努めて参ります。 

 

（参考）ベネズエラ情勢 

（１） 本年５月１日、マドゥロ大統領は憲法改正を議

論する制憲議会の招集を発表（参考：ベネズエ

ラには従来から「国会」が存在しており、「制憲

議会」はその「国会」とは別）。野党側は、制憲

議会招集は不要として反発を強化。 

（２） ７月３０日、制憲議会議員５４５名を選ぶ制憲

議会選挙を実施。８月４日、制憲議会が発足。 

（３） ８月１８日、制憲議会が立法権を行使すること

を決定。 

 

 

赤色の部分は個人的に重要だと思う点。 

 

「一刻も早く民主主義が回復されることを強く求めま

す。」 

 

この文章は、「現在のベネズエラには民主主義が無い」

と日本政府が認識していることを意味するだろう。文章

自体は中立性を感じるが、主張の筋は欧米に寄っている

と言える。 

 

「ベネズエラ国民が直接裨益する民生支援が重要と考

えます。そのため、ベネズエラ国民への民生支援に引き

続き努めて参ります。」 

 

 

 

民生支援とは「非常地において医療や食糧支援などの一

般人への支援を施すこと。」 

 

「引き続き」という文言から、日本政府としてベネズエ

ラには既に民生支援を行っている。との認識と理解でき

る。恐らく医療機器の寄贈など、外務省の草の根プロジ

ェクトの継続を意図していると想像する。 

 

（参考）の部分で制憲議会の推移を説明しているあたり

は、はっきりとした非難は避けるものの、制憲議会が立

法権を行使することを非難するニュアンスに受け取る

ことができる。 

 

一方で９月１３日～１４日に行われた与党と野党の対

話に向けた交渉に関する記述はされなかった点も特筆

に値するだろう。 

 

なお、米国は９月１５日に、与党と野党の対話による解

決策の模索を支持するとの声明を発表している。 

 

経 済                       

「在庫減少で国内製油所の稼働率が低下」          

 

ロイター通信によると、ベネズエラで最も精製能力が高

いアムアイ製油所が在庫不足により稼働停止している。 

 

PDVSA 従業員によると、５つある蒸留機のうち、２機

しか稼働していない。 

 

PDVSA 従業員は、稼働停止の理由は原油在庫が減って

いるからだと説明。 

アムアイ製油所は一日６４．５万バレルの精製能力があ

るが、現在は２０万バレルくらいだろうと語った。 

 

また、カルドン製油所は精製能力が日量３１万バレルあ

るが、現在は１１万バレルくらいだろうと補足した。 
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「原油価格は１バレル３０６人民元」           

 

ベネズエラの原油価格が人民元建てで表記されるよう

になった。 

 

９月１１～１５日のベネズエラ原油価格は１バレル３

０６．２６人民元と表記されている。米ドルでは４６．

７６ドルに相当する。 

 

先週の４６．１４ドルから０．６２ドル上昇した。 

 

 

社 会                       

「フローレス甥 PDVSA の清算手続きで口利き」          

 

マイアミの新聞社「Diario Las Americas」によると、ニ

ューヨーク検察庁は判決を前に新たな証拠を提出した。 

 

 

 

同記事によると、逮捕されているカンポ・フローレス氏

とフローレス・デ・フェレイタ氏は当時 PDVSA の財務

担当役員であったマルピカ・フローレス氏との関係を利

用し、PDVSA の支払い優先リストの上位に入れる見返

りとして報酬を受け取っていたようだ。 

 

２０１５年７月２９日にカンポ・フローレス氏が金銭の

見返りに支払いを早くすると約束したやり取りが

WhatsApp の履歴から確認された。 

 

２０１７年９月１６日（土曜）             

政 治                       

「与野党対話 パラグアイが野党の支援国」        

 

９月１６日 野党連合のルイス・フロリダ氏は与野党対

話に向けた交渉の証人として３国目をパラグアイにす

ることを発表した。 

野党連合は与党、野党それぞれが３カ国ずつ証人を据え

て交渉を行うことを主張しており、政府もそれを認めて

いるようだ。 

これにより野党側はチリ、メキシコ、パラグアイを交渉

の証人に据えることになる。 

 

個人的な感想だが、チリ、メキシコは人道的な観点や法

的な側面から冷静にベネズエラ政府を非難している印

象があり、仲裁者としては悪くない印象を持っている。 

一方、パラグアイは強烈にベネズエラ政府を非難してお

り、感情が先走る議論が多い。そして、ベネズエラ政府

との仲は極めて悪い。 

パラグアイに仲裁者としての適性があるかは疑問だが、

野党を支持する味方であることは間違いないだろう。 

 

なお、与党側はボリビアとニカラグアの指名を公表して

いるが、現時点では３カ国目は正式に公表されていない

（３カ国目がドミニカ共和国との噂もある）。 
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「対話に向けた与野党の主張」             

 

９月１３日～１４日にかけて対話に向けた交渉がドミ

ニカ共和国で行われた。次回の交渉は９月２７日に行わ

れる予定だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.33」９月１４

日記事参照）。 

 

ボルヘス国会議長は対話プロセスの存在を否定し、野党

連合が対話を再開するために求める条件を示した。 

 

1. 対話の証人として友好国を互いに３カ国選出する

こと 

2. 双方が合意できる対話のスケジュールを定めるこ

と 

3. 中立的な仲裁者の決定 

4. 選挙管理委員（CNE）役員の平等な決定 

5. 中立的な国際機関の立会いによる大統領選含む選

挙の実施 

6. 政治犯の釈放 

7. 政治的な迫害の停止 

8. 憲法秩序の回復 

9. 人道危機に対して迅速な行動をとること 

10. 対話の過程で生じた重要な事項は国民投票で決定

すること 

 

一方で、与党の交渉窓口を担っているホルヘ・ロドリゲ

ス・リベルタドール市長はドミニカ共和国で議論した点

は以下の６点だったと言及した。 

 

1. 自国主権と他国からの介入の拒否 

2. 選挙スケジュールと選挙の保証 

3. 制憲議会の「真実委員会」についての議論 

4. 最高裁判所に国会が従うこと 

5. 経済戦争との闘い 

6. 制憲議会を認識すること 

 

 

「誘拐、強盗容疑で検察庁元職員を逮捕」              

 

９月１６日 検察庁はマニュエル・イダルゴ元検察庁職

員を逮捕したことをツイッターで発表した。 

 

容疑は悪質な誘拐、強盗の共謀。 

 

 

 

「元検事総長 亡命した新判事らと会合」              

 

９月１６日 オルテガ元検事総長は、国会に任命され国

外に亡命している最高裁判所判事６名とボゴタで会合

を開いた。 

 

同会合で、民主主義を取り戻すために尽力する必要があ

るとの意見で一致した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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以下は所感だが最近はオルテガ元検事総長への注目が

低くなっている印象がある。 

 

理由はいくつかあるだろう。 

 

１つ目は、すでに国外におり、国民への訴求力が低くな

っていること。 

 

２つ目は、ブラジルでのベネズエラ政府の告発以降、同

じことを繰り返しており、新しい内容が出ていないこと

（「ベネズエラ・トゥデイ No.24」８月２３日付記事参

照）。 

 

３つ目は、ベネズエラ国内の反政府デモはすでに収まっ

ており、国民の関心が下がっていること。 

 

４つ目は、カベジョ議員の汚職は Odebrecht 自身に否

定されてしまい、訴えの正確性に疑問符がついてしまっ

たこと（「ベネズエラ・トゥデイ No.30」９月６日付記

事参照）。 

 

５つ目は、サアブ新検事総長が検察庁のトップである実

態が定着してしまったこと。 

 

サアブ新検事総長の就任手続きが法律に従っていない

ことは明白だが、１カ月経過した組織運営を観察する限

り、検察庁内の汚職を取り締まろうとするサアブ検事総

長の姿勢はそこまで悪くないように感じる。 

 

このままではオルテガ元検事総長は国民の関心を維持

することは出来ないだろう。 

オルテガ元検事総長が国民および国際社会からの関心

を維持するためには、新しいテーマで何らかの証拠を提

示する必要がある。 

 

 

 

 

経 済                        

「鉄、アルミニウムの生産拡張を発表」             

 

ファン・アリアス基礎・戦略・社会主義産業相は、ボリ

バル州の国営製鉄公社（SIDOR）で、この数カ月で６０

万トンの液体鋼を生産したと発表。年末までに更に３５

万トンが生産される見通しを示した。 

 

ウンボルト・カジェス SIDOR 社長は、生産された鉄鋼

は、ミシオン・ビビエンダ（政府が進める住宅建設プロ

グラム）の建設資材として優先的に利用する。と発表し

た。 

 

他、アルミニウム製品を製造する国営会社アルカサは２

０１６年の年間アルミニウム生産量が３５０．７万トン

だったのに対して、２０１７年８月の時点で３５３．０

万トン生産しており、前年の実績を上回ったと強調した。 

また、２０１７年は年間５００万トンの生産を目標にし

ていると発表した。 

 

社 会                       

「在豪ベネズエラ大使館 技術的な理由で閉鎖」          

 

９月１４日 在オーストリア・ベネズエラ大使館は 

 

「在オーストラリア・ベネズエラ大使館は、技術的な理

由により一時的に領事業務を停止しなければならない

ことを告げる。 

パスポート発行のため、出入国管理局（SAIME）との面

談日を確定していた者の面談予定は延期される。新たな

業務日は追って告げる。」と発表した。 

 

オーストラリア紙「The Daily Telegraph」によると、閉

鎖の理由は借館料の支払い遅延とのこと。また、支払い

を求める家主にベネズエラ人が暴行を加えたと報じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/156193defcdbf16dd36c4a855b1bfde5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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同紙によると、ベネズエラ大使館の家主は延滞している

５０，７４８豪ドル（４０，７１２米ドル相当）の支払

いを求めて、大使館前をトラクターで封鎖したようだ。

その際に口論となったベネズエラ人、セサル・バエナ氏

から暴行を受けたと報じている。 

 

２０１７年９月１７日（日曜）             

政 治                       

「大統領 野党と１００回以上は対話している」               

 

９月１７日 マドゥロ大統領は国営放送VTVで与野党

対話について自身の見解を述べた。 

 

「昨日、ボルヘス議員が明らかな嘘をついた。与党と

対話をしていないと発言した（本号「対話に向けた宇

与野党の主張」参照）。２０１６年から今までで数え

れば１００回以上は野党と話し合いを持っている。」 

 

 

「ボルヘス議員はこれまでに３０～４０回は対話に出

席しているし、ラモス・アルップ議員も何度も出席し

ている。レオポルド・ロペス氏も同様に対話へ参加し

ている。マニュエル・ロサレス氏もそうだ。最近の対

話は８月１日から開始されていた。」 

 

と、発言。これまでも水面下で対話が行われていたこ

とを明らかにした。 

 

「人道への犯罪 米州機構加盟国が申請」        

 

米州機構はベネズエラ政府が「人道に対する犯罪」を犯

しているかを調査している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.33」９月１４日付記事、本号「元食糧相 米州機構

で政府の実態を証言」参照）。 

 

仮に「人道に対する犯罪」を犯していると認識された場

合は国際司法裁判所に訴えられることになるが、米州機

構としては訴えを起こすことが出来ないようだ。 

 

訴えを起こすとすれば、米州機構に加盟する国でローマ

規程に批准している２８カ国のうち、どこかの国が国際

司法裁判所に訴えることになる。 

 

現在、今回のプロセスを支持しており、かつローマ規程

を批准しているのはカナダだ。他、アルゼンチンやコス

タリカも訴える可能性がある。 

 

ただし、この１５年間、特定の国が他国を「人道に対す

る犯罪」で国際司法裁判所に訴えたことがない。間違い

なく訴えた国とベネズエラは深刻な外交問題が起きる

だろう。 

 

なお、今回の調査には大使は一人も出席しておらず、加

盟国３４カ国が着席する椅子の半分は空席だったよう

だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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経 済                       

「米国の制裁により、他国通貨での決済が必要」          

 

民間調査会社ダタナリシスのビセンテ・レオン社長は、

他国通貨を使用する政府の政策について意見を述べた。 

 

「通貨バスケット制による、国際決済スキームはラテン

アメリカでは初めての事例だ。他のラテンアメリカ諸国

はどこも米ドルを使用している。 

 

２００１年にアルゼンチンが米ドルとユーロの２通貨

で通貨バスケット制の採用を試みたことがあるが、形に

ならなかった。 

 

ベネズエラは制裁により米ドルの使用に制限がでたた

め必要に迫られて講じた措置だ。他の方法がないのであ

れば政府の方針を肯定する。」 

 

ビセンテ・レオン代表は野党側の人間として認識されて

おり、政府の政策を肯定するのは珍しいと言える。 

 

＜通貨バスケット制の長所＞ 

 

・アジアなど新興市場との取引が増える可能性がある 

・人民元と円は準備通貨として認識できる 

（IMF 規定で外貨準備にカウントすることが出来る通

貨である） 

 

＜通貨バスケット制の短所＞ 

 

・人民元と円での国際取引は全体の４．７４％程度。 

・他国との決済の多くは米ドルであり、支払い時に他国

通貨から米ドルに両替するためのコストが発生する。 

・移行期に為替問題が起きる。 

 

 

 

社 会                       

「デルタ航空 カラカス―アトランタ間停止」          

 

デルタ航空は９月１６日（土曜）をもってカラカス―ア

トランタ間の運航を無期限で運休した。 

 

これは７月から決まっていたことであり、予定通り最終

便が出国した。これまでデルタ航空は週１便が運航して

いた。ベネズエラからアトランタへ向かう直行便が無く

なった。 

 

 

（写真）TVVnoticias 

 

「空港での SENIAT 汚職の実態」             

 

ベネズエラを良く知っている人であれば、全く新しい話

ではないが、まだベネズエラに来たことが無い方のため

に空港での洗礼を記載する。 

 

徴税職員 SENIAT がカラカスのマイケティア空港で外

国から到着する旅行者に米ドルを要求することは誰も

が知っている。 

 

到着後、入国手続きを終え、スーツケースを拾う。その

後、手荷物を X 線スキャンにかける必要がある。 
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ここで SENIAT の職員にランダムに呼び止められる。

SENIAT 職員はパスポートを没収し、別室に連れて行く。

その個室で、スーツケースの中身を見られたくなければ

１００ドルを支払うよう要求してくる。 

 

人によっては８００ドルを要求された者もいるようだ。

交渉して支払い額を下げたが、入国するために４００ド

ルを支払ったという。 

 

なお、スーツケースを確認させることを選んだ場合、中

身を物色されて食料品などを確認するとプレゼントと

してもらえないか聞かれる。 

中身をチェックした結果、何らかの指摘を受けると罰金

を支払わなければいけない。その時は米ドルではなくボ

リバル通貨で支払うのが一般的だ。 

 

旅行者はボリバル通貨を持っていないので、一度別室を

出て両替所 ITAL CAMBIO で米ドルをボリバル通貨に

両替をして罰金を支払わなければならない。 

ITAL CAMBIO の為替レートは DICOM レートが適用

される。 

 

 

（写真）マイケティア国際空港 

 

 

 

 

「ペレス氏と共謀したパイロットを起訴」             

 

６月２７日に犯罪科学捜査班（CICPC）に所属するオス

カル・ペレス捜査官率いる数名が、内務法務平和省のヘ

リコプターを奪い、内務法務平和省事務所および最高裁

判所を攻撃した。 

 

検察庁はペレス捜査官と共謀し、ヘリコプターを操縦し

たフランクリン・カバニャ氏を逮捕し、テロ共謀罪の罪

で起訴した。 

 

首謀者であるオスカル・ペレス捜査官は現在も逃走中。 

 

 

（写真）@AlbertoRT51 

 

以上 

 


