
 VENEZUELA TODAY 
２０１７年９月１３日～９月１４日報道            No.０３３   ２０１７年９月１５日（金曜） 

1 / 7 

（写真）ドミニカ共和国大統領府 写真ギャラリー ”対話の仲裁をするドミニカ共和国メディナ大統領、 

サパテロ元西大統領とレオネル・フェルナンデス元ドミニカ共和国大統領” 

 

 

２０１７年９月１３日（水曜） 

 

政 治                   

  「ドミニカ共和国で与野党が対話の可能性探る 

～野党内では意見が分かれる～」 

  「欧州連合 ベネ政府高官への制裁を承認」 

  「アレアサ外相 スペイン外相と会談」 

  「州知事選候補 野党プレ選挙の再選挙を容認」 

  「オルテガ元検事総長 テレビ番組に出演」 

経 済                   

  「米国 ベネズエラへの追加制裁議論停止の噂」 

  「経済緊急事態令 再度延期」 

２０１７年９月１４日（木曜） 

 

政 治                   

  「対話の模索 続きは９月２７日に実施 

～友好国も対話に参加する見通し～」 

  「野党連合 プレ選挙の抗議申請を拒絶」 

  「米州機構 人道に対する犯罪を調査」 

  「検事総長 オルテガ時代の検察庁を非難」 

  「米大統領 国連総会前にラテン首脳と会食」 

経 済                   

  「医薬品分野などでインドと契約を締結」 

  「PDVSA ロスネフチと会談」 
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２０１７年９月１３日（水曜）             

政 治                       

「ドミニカ共和国で与野党が対話の可能性探る       

        ～野党内では意見が分かれる～」       

 

９月１２日 フランス外相が９月１３日（水曜）に与野

党対話が再開すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.32」９月１２日付記事参照）。 

 

野党側は今回のドミニカ共和国への訪問について、「対

話の再開」ではなく「対話のための模索あるいは交渉」

と定義している。 

いずれにせよ、与野党の代表はドミニカ共和国に訪問し、

対話の可能性を探った。 

 

与党からはホルヘ・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、ロイ・チャダートン元

米州機構大使が参加した。 

 

野党はフリオ・ボルヘス国会議長、ティモテオ・サンブ

ラーノ議員（新時代党）、フイス・フロリダ（大衆意志

党）、ビセンテ・ディアス（元選挙管理委員会、野党代

表）、マニュエル・ロサレス氏（新時代党創始者）、エド

ゥアルド・ゴンサレス議員（第一正義党）が出席した。 

行動民主党の政治家は参加していない。 

 

仲裁者はドミニカ共和国のメディナ大統領とサパテロ

元西大統領である。 

 

交渉は１３日、１４日の２日間にかけて行われる。 

 

野党は、これまでの経験から、野党が提示する条件をの

まない限り、与党と対話を再開することを拒否している。 

一方、与党は野党政治家を「祖国の裏切り者」と定義し

ており、テロリストとの交渉に譲歩はできないというス

タンスを貫いている。 

野党の多数派が対話を再開するためには、政府の動きを

縛るための何らかの条件が必要だと認識しているが、政

府に求める条件は政党によって微妙にずれている印象

を持っている。 

 

野党が挙げている条件は主に以下の通りだろう。 

 

1. 制憲議会を解散すること 

2. 国会を公権力として認めること 

3. 政治犯を解放すること 

4. 野党政治家、支持者への政治的な迫害をやめること 

5. 大統領選のスケジュールを明らかにすること 

6. 市長選のスケジュールを明らかにすること 

7. 経済問題に迅速に対応すること 

8. 信頼できる国際仲裁者を設定すること 

 

９月１０日のプレ選挙で大勝した行動民主党ラモス・ア

ルップ代表は対話の可能性について 

「国連はベネズエラ問題の解決に強い関心を示してく

れている。彼らが何らかの形で仲裁に関わる可能性はあ

るだろう。国連が監督する中で、与党と野党がそれぞれ

に友好国の外相を仲裁者として会合するのであれば良

いと考えている。」と自身の見解を述べた。 

 

カプリレス・ミランダ州知事は 

「サパテロ元西大統領の仲裁による対話はすでに経験

済みで、野党として得るものがなかった。」としてサパ

テロ氏主導の仲裁に否定的だ。 

 

また、ベネズエラ行動進歩党（MPV）のシモン・カルサ

ディージャ議員は、 

 

「今回のドミニカ共和国での交渉については野党内で

も統一して決めたのではない。有志の政治家が個人的な

意向で参加しており、組織的な方針ではない。」 

と野党連合内で意見が分かれていることを明らかにし

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
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「欧州連合 ベネ政府高官への制裁を承認」         

 

タハニ欧州議会議長が欧州連合としてベネズエラ政府

に制裁を科すための議論を行うよう指示した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.32」９月１１日記事参照）。 

 

９月１３日 欧州議会は特定のベネズエラ政府高官を

人権侵害の責任者として制裁することを賛成多数で可

決した。制裁対象者は欧州圏への入国が禁止され、域内

の資産が凍結される可能性がある。 

 

同議題は賛成５２６名、反対９６名、不参加５９名で可

決された。 

 

また、①制憲議会選挙は憲法違反であり、制憲議会の存

在を認めない、②選挙で選ばれた国会議員への抑圧を非

難する、③検事総長の不当な解任を非難する、④最高裁

判所のメンバーを拒否する。との声明も賛成多数で可決

した。 

 

「アレアサ外相 スペイン外相と会談」                 

 

アレアサ外相はマドリッドでスペインのアルフォンソ・

ダスティス外相と会談した。 

 

会談後に、アレアサ外相は 

「ダティス外相に対して、協力、国際法、不介入主義、

自国主権の原則でお互いを尊重する関係を求めている

と伝えた。 

 

スペインは間違った見方をしている。対話に前向きな姿

勢を見せず、暴力行為を推進する政治勢力のせいで、ベ

ネズエラは被害を受けている。誠実な対話への支援が必

要だ。」とコメントした。 

 

 

 

スペイン外務省の声明によるとダスティス西外相は 

「ベネズエラ政府は野党との対話を望むだけでは不十

分だ。遅延なく議論を進めることが不可欠だと考えてい

る。 

また、スペインとベネズエラの関係発展のために引き続

き友好的で率直な意見交換をすることで同意した。」と

伝えた。 

 

 

（写真）アレアサ外相 ツイッター 

 

「州知事選候補 野党プレ選挙の再選挙を容認」             

 

９月１０日に行われた野党のプレ選挙で、第一正義党が

アラグア州とアマゾナス州の選挙で不正があったと非

難した。最終的に第一正義党はプレ選挙委員会を離脱す

ると報じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.32」９月１２

日記事参照）。 

 

アラグア州の野党統一候補に選ばれたイスマエル・ガル

シア氏（行動民主党所属）は、第一正義党から犯罪者集

団を雇い選挙を妨害したと非難されている。同氏は関与

を否定した。 

加えて、もし必要であればプレ選挙をもう一度行っても

いいと再選挙を容認した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abd787d5e8040dc47334b50a7d8f8432.pdf
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「オルテガ元検事総長 コロンビアの番組に出演」         

 

オルテガ元検事総長はコロンビア系テレビ局 NTN24

のニュース番組に登場した。 

 

同番組で改めてカベジョ制憲議員は親族の会社（TSE 

Arietis やその他米国会社）を通じて１億ドルを受け取

っていることを主張、その証拠は電子化されており提示

することもできると発言した。一方でこれらの証拠は全

ての裏付けが出るまで留保しておきたいとの意向を示

した。 

なお、Odebrecht はオルテガ元検事総長の主張を否定し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.30」９月６日付記

事参照）。 

 

また、対話について 

「対話にはバチカンの仲裁が必要。大学や社会組織など

政治家以外の意見も取り入れる必要がある。ベネズエラ

の問題で影響を受ける人々の意見を聞くべきだ。」と答

えた。 

 

経 済                       

「米国 ベネズエラへの追加制裁議論停止の噂」           

 

９月１３日 米国紙「ヌエボヘラルド」は、ホワイトハ

ウスは一時的にベネズエラへの追加制裁の議論を停止

させたと報じた。 

 

理由は米国を襲った台風の影響でメキシコ湾近隣の製

油所の稼働率が大幅に低下し、米国の燃料流通に支障が

出ていることが原因のようだ。 

 

国家安全保障省の元顧問は 

「米国政府はマドゥロ政権への締め付けを望んでいる

が、米国メキシコ湾の精製施設を締め付けたいとは考え

ていない。」とコメントした。 

 

その他、米国関係筋は 

「米国政府は、ベネズエラの石油産業に制裁をかける前

に米国のガソリン供給に与える影響を十分に検討する

必要がある。米国はまだハリケーンの被害から回復して

いない。」と話している。 

 

なお、この報道についてビジェガス情報通信相は「フェ

イクニュースだ」と否定している。 

 

 

 

「経済緊急事態令 再度延期」            

 

１７年９月１１日付け官報第４１，２３３号で経済緊急

事態令の延長が公布された。延長はこれで１０回目。 

 

政令には緊急事態令を延長した理由として、 

「特殊な事情がベネズエラの政治経済、社会に甚大な被

害を与え、憲法秩序が危機にさらされている。そのため

に緊急事態を延長する」と書かれている。 

 

経済緊急事態令が敷かれている間、ベネズエラ政府は特

定の経済分野に関連する事案について憲法で定められ

た一部の権利を制限することが出来る。 

新しい経済緊急事態令は１７年９月１２日から６０日

間有効のため、期限は１１月１０日まで。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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２０１７年９月１４日（木曜）             

政 治                       

「対話の模索 続きは９月２７日に実施         

     ～友好国も対話に参加する見通し～」        

 

昨日に続き、９月１４日もドミニカ共和国で対話が続け

られた。報道によると与党代表と野党代表が直接顔を合

わせて議論する機会はなかったようだ。 

 

サパテロ元西大統領は 

「我々が言えることは、両者がお互いの見解を述べたこ

とだ。ベネズエラの状況についての認識を明らかにした。

与党も野党も対話の可能性を探っている。」 

 

ドミニカ共和国のメディナ大統領は 

「我々の申し出を受けてくれたベネズエラ政府と野党

連合に感謝する。また、国連グテーレス事務総長の支援

にも感謝する。今回の対話で与野党ともに何らかの着地

点を見出そうとする姿勢は理解することが出来た。 

 

今回の交渉では両者の意見を聞き、論点を整理した。次

回の交渉は９月２７日（水曜）に行われる。対話には友

好国チリ、メキシコ、ニカラグア、ボリビアの外交団が

参加する見通し。他に２カ国が追加で参加する可能性が

ある。 

 

次回の会合が先になる理由は、国連総会で外相級の要人

の予定が取れないためだ。今はこれ以上のことは明らか

にできない。」と発表した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス・リベルタドール市長は今回の交渉

について、 

「昨日の交渉もよかったが、今日の交渉は更によかった。

これまで１００回以上は野党と交渉を重ねてきたが、近

いうちに合意に至ると考えている。」 

と交渉の進展に楽観的な姿勢を示した。 

 

 

（写真）ドミニカ共和国大統領府 

“ホルヘ・ロドリゲス・リベルタドール市長 

 後ろがデルシー・ロドリゲス制憲議長（２人は兄妹）” 

 

「野党連合 プレ選挙の抗議申請を拒絶」           

 

野党連合のプレ選挙委員会は９月１２日に最終結果を

発表すると同時に、結果に不服があるものは２４時間以

内に申請するよう求めていた。 

 

本件に関してアラグア州、アマゾナス州、ヤラクイ州の

３州で不服の申請があった。アラグア州、アマゾナス州

はすでに第一正義党が訴えを起こしていたが、ヤラクイ

州は報道では焦点はあてられていなかった。 

 

ヤラクイ州での申し入れの理由は不明だが、票差から考

えて不服申し立ては大衆意志党（VP）のガブリエル・ガ

ジョ氏によるものだろう。 

 

 

野党連合のプレ選挙委員会は３件の不服申し立てにつ

いて議論を行い、最終的に全ての申し立てを棄却した。 

これで野党連合としては正式に２３州の野党連合候補

が決定したことになる。 
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「米州機構 人道に対する犯罪を調査」              

 

９月１４日から１５日にかけて米州機構でベネズエラ

の「人道に対する犯罪」を議論するセッションが開催さ

れる。仮にベネズエラ政府の行動がローマ規程に違反し

ていると認識された場合は国際司法裁判所で裁かれる

ことになる。 

 

「人道に対する犯罪」というのは「国家もしくは集団に

よって一般の国民に対してなされた虐殺、絶滅を目的と

した大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」を

指す。ナチスのホロコースト、アパルトヘイトなどが「人

道に対する犯罪」と認められている。 

 

「人道に対する犯罪」を米州機構として議論するのは初

めて。また、米州機構加盟国からの求めではなく、アル

マグロ事務局長からの求めで行われている。 

 

一日目のセッションでは国際司法裁判所の元検察官ル

イス・オカンポ氏が証言した。同氏は今年７月からアル

マグロ事務局長の顧問として活動している。 

 

オカンポ氏は 

「チャベス政権時代から２８９件のベネズエラ公務員

による拷問が確認されている。２２３件は男性で、６６

件は女性への拷問。７９％は１８～３０歳。未成年も拷

問を受けている。 

 

チャベス元大統領の頃は、選択的に特定の人物に拷問が

行われていたが、マドゥロ政権は不特定多数に拷問を行

っている。 

 

ベネズエラでは警察、軍人などの治安部隊が拷問を行っ

ているだけではなく、政府として組織的に拷問に加担し

ている。」と説明した。 

 

 

また、大衆意志党の活動家で政治犯として拷問されてい

たという２７歳のフランシスコ・マルケス氏も証言者と

してベネズエラ政府の拷問実態を告発した。 

 

なお、ベネズエラ政府は今回のセッションに参加してい

ない。 

 

「検事総長 オルテガ時代の検察庁を非難」              

 

サアブ検事総長は制憲議会で検察庁の状況を報告した。 

同演説にてルイサ・オルテガ元検事総長の頃の運営を改

めて批判した。 

 

「オルテガ元検事総長は数億ドルの汚職を生み出した

主な責任者だ。 

 

食料品輸入に関わる外貨管理委員会（CADIVI）の手続

きで通常の価格よりも２０，０００％高く、外貨を申請

した企業もいる。検察庁は犯罪集団の最も上位に位置す

る組織だった。 

検察庁で汚職行為を働いたホセ・パラ氏を起訴した。パ

ラ氏はオリノコ石油流域での Odebrecht の契約に関わ

る汚職に加担している。」と発言した。 

 

 

（写真）国営放送局 VTV の映像抜粋 
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「米大統領 国連総会前にラテン首脳と会食」              

 

ニューヨークで国連総会が９月１２日～２５日にかけ

て行われている。トランプ大統領は来週９月１８日（月

曜）にブラジル、コロンビア、ペルーの大統領を夕食に

招待するようだ。主要なテーマはベネズエラの混乱に対

する議論とメキシコ、キューバとの関係について。 

 

ブラジルの外相筋は 

「トランプ大統領は自分には頼れる支援国がいること

をアピールしたいと思われるが、彼が望むような結果に

なるか分からない。」と答えた。 

 

経 済                       

「医薬品分野などでインドと契約を締結」           

 

アイサミ副大統領はインドと医薬品、エネルギー分野な

どでの協力を促進する覚書を締結した。 

 

アイサミ副大統領は 

「我々はインドとエネルギー分野で新しい契約を結ぶ。

PDVSA のグループも交渉に参加している。 

 

また、インドの医薬品分野は他の国と比べ物にならない

ほど急速に発展している。ベネズエラが必要とする全て

の医薬品や触媒は米国ではなくインドから輸入する。 

 

インド政府は米国の抑圧を前にベネズエラを支援する

意志を示している。」と発表した。 

 

ベネズエラでは２００８年からインドの ONGC Videsh

社と PDVSA による合弁会社 Indovenezolana 社がオリ

ノコ流域のフニン地区で活動している。 

 

 

 

 

「PDVSA ロスネフチと会談」            

 

アイサミ副大統領は、 

「９月１４日からロスネフチのダイレクターがベネズ

エラを訪問し、ベネズエラでのプロジェクトに関する交

渉を行う。」と発表した。 

 

今回の訪問に先立ち、９月１２日にデル・ピノ石油相は

ロシアでノバク石油相と会談を行っている。 

 

ロシア政府はベネズエラから債務返済の予定変更の申

請を受けていることを明らかにした（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.31」９月９日付記事参照）。 

 

PDVSA はロスネフチから多額の融資を受けており、債

務償還について何らかの議論がなされると思われる。 

加えて、ベネズエラ政府は米ドル建ての石油輸出契約の

見直しを進めており議題の一つとなるだろう。 

 

（出所）デル・ピノ石油相 ツイッター 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e25164a4130827b215b673ee0bb74ee9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e25164a4130827b215b673ee0bb74ee9.pdf

