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（写真）ベネズエラ主導党（９月２５日 反政府デモで封鎖されたフランシスコ・デ・ミランダ通り） 

 

２０１７年９月２５日（月曜） 

 

政 治                   

  「アレアサ外相 国連で演説 

～米国による一方的な制裁を非難～」 

「アルマグロ事務局長 国連職員と面談」 

  「大統領 知事就任には制憲議会の認知が必要」 

経 済                   

  「８月の基礎生活コストは３００万ボリバル」 

  「中国との協力で２０万バレル増産を目指す」 

社 会                   

「チャカオで有志の抗議行動が勃発」 

「チャカオ一帯で停電、水も使えなくなる」 

２０１７年９月２６日（火曜） 

 

政 治                   

  「野党 ２７日の与野党交渉の不参加を発表 

～誠実な交渉が出来る環境にない～」 

  「米大統領 欧州にベネズエラへの制裁促す」 

経 済                   

  「ベナルム 高付加価値財の輸出を増やす」 

  「大統領 インド、中国と関係深化を求める」 

  「投資家との会合が行われていないことを確認」 

社 会                   

「検事総長 汚職による資金は本国に戻す」 

「チャカオで反政府デモ参加者１０人拘束」 
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２０１７年９月２５日（月曜）             

政 治                       

「アレアサ外相 国連で演説              

      ～米国による一方的な制裁を非難～」    

 

９月２５日 国連でアレアサ外相が演説を行った。主な

発言は以下の通り。 

 

1. 国連総会は平和と理解のための場であるべきとこ

ろ、一部の国により冒涜されている。過去にチャベ

ス大統領が演説した時と変わらず、この場所には未

だに硫黄の匂い（悪魔がいるという意味）がする。 

2. トランプ大統領は国連を宣戦布告する場所だと認

識している。我々は原油埋蔵量が世界一であること

を理由に米国の攻撃を受けている。 

3. 米国のトランプ大統領がベネズエラ国民を苦しめ

ていることを訴えなければならない。ただし、我々

は米国との対話を望んでいる。 

4. 米国は人権問題に関わる７２％の協定に署名をし

ていない。米国こそが最も人権的な問題を引き起こ

している国である。米国が国連の人権理事会に席を

置くべきではない。 

5. 他国の国民を苦しめる一方的で違法な制裁行為を

諸外国は非難するべきだ。 

6. ベネズエラは「いかなる方法のテロ行為も非難する」

立場を取っている。 

7. 米国は警察による黒人への暴力や差別が多く報告

されている国で、３５０万人の路上生活者がおり、

核兵器を戦争利用した唯一の国である。 

8. ベネズエラは多額の国家予算を貧困層への支援や

社会開発のために投じてきた。 

9. ベネズエラは今回の国連で核兵器禁止条約に締結

した。引き続き核の廃絶に努力する。 

 

 

 

LaPatilla は、アレアサ外相の演説に出席した国は少なか

ったと報じており、演説当時の写真を公開している。 

 

 

（写真）LAPATILLA（アレアサ外相の演説） 

 

 

（写真）LAPATILLA（アレアサ外相の演説） 

 

「アルマグロ事務局長 国連職員と面談」          

 

９月２５日 米州機構のアルマグロ事務局長はザイド・

ラアド国連人権高等弁務官と会談した。 

 

アルマグロ事務局長はベネズエラの人権侵害状況につ

いて米州機構が作成した報告書をザイド氏に渡した。 

制憲議会後のベネズエラの状況については、独裁的な政

権が確立した。との意見を述べた。 
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また、 

「平和や人権を交渉の材料に使うことを容認できない。

これらは我々が持つ資産の中で最も尊い存在だ。ベネズ

エラ政府が国民の人権を蹂躙する行為を許してはいけ

ない。」とコメントした。 

 

ザイド弁務官は国連の人権監視団がベネズエラに訪問

して状況を直接確認したいとの意向を伝えた。 

 

 

「大統領 知事就任には制憲議会の認知が必要」                 

 

９月２５日 マドゥロ大統領は与党の知事候補者らを

前に演説を行った。 

 

マドゥロ大統領は 

「制憲議会の前で州知事への就任を誓えないのであれ

ば、州知事に就任することは出来ないだろう。」と述べ

た。 

 

野党は制憲議会を違法な存在であると認識しており、野

党が制憲議会の前で州知事への宣誓を誓う可能性はか

なり低い。 

野党多数の国会は最高裁の裁定に従わなかったことを

理由に国会権限をはく奪されている。今回も制憲議会を

認めないことを理由に、当選した州知事が無効となる可

能性もあるだろう。 

 

なお、アンソアテギ州の与党推薦候補であるアリストブ

ロ・イストゥリス氏は約２０のプロジェクトを提出し、

マドゥロ大統領は同プロジェクトへの予算を承認する

と発言した。 

 

他にもアプレ州、ボリバル州、カラボボ州、コヘーデス

州、スクレ州の知事候補者からプロジェクト案が提出さ

れ、マドゥロ大統領に即時承認されている。 

 

マドゥロ大統領は 

「各候補者は自分が担当する州で何が必要とされてい

るかを見極めてプロジェクトクトを立て提出すること

を求める。与党の政治家は政権の全面的な支援が約束さ

れている。与党の知事であればより多くのことが出来る

だろう。」と有権者に対して与党候補者への投票を呼び

掛けた。 

 

経 済                       

「８月の基礎生活コストは３００万ボリバル」          

 

家計コストの調査団体 DENDAS-FMV は５人家族が

１カ月にかかる食費、医療費、住居費などを含めた１カ

月の生活費（基礎生活コスト）を毎月公表している。 

 

同組織の調査によると、２０１７年８月の基礎生活コス

トは２９３万８，２７７ボリバル（先月費４３．８％増）

だった。一人当たり５８．８万ボリバルになる。 

 

なお、１７年８月時点の最低賃金、法定福利の食料チケ

ットの合計は約２５万ボリバルだったため、最低賃金で

は一人の生活費の半分程度しか賄えないことになる。 
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「中国との協力で２０万バレル増産を目指す」        

 

新規投資の減退、メンテナンス不足や人材流出などを理

由に PDVSA の原油生産量の減少が著しい。 

 

PDVSA は中国天然気集団（CNPC）の協力で日量２０

万バレルの増産を目指している。 

 

ネルソン・マルティネス PDVSA 総裁と CNPC アメリ

カの Ye Xiandeng 社長は９月２５日に CNPC らと契約

方法について協議を行い、双方の合意が近づいていると

話した。 

 

PDVSA が発表したプレスリリースによると、中国の協

力で８００（３００鉱井の再稼働と５００の改修）の鉱

井を稼働させ、短期間で日量２０万バレル増産すること

が出来る。とのことだ。 

また、同会合で人民元建ての決済スキームについても協

議がなされた。 

 

PDVSA と CNPC との関係については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.37」９月２３日付の記事参照。 

 

 

（写真）PDVSA 

“９／２５ PDVSA と米 CNPC 代表団との会合” 

 

 

社 会                       

「チャカオで有志の抗議行動が勃発」          

 

「RESISTENCIA（抵抗）」というグループがチャカオを

通る主要道路「フランシスコ・デ・ミランダ通り」およ

びその接続道路「エリーセ通り」を封鎖した。 

 

彼らは道路にゴミを置き、火を放ち、壊したガードレー

ルを道路に置くなどして車の侵入を止めた。今回の抗議

行動の影響で地下鉄も停止した。 

 

 

 

参加者はテレビの取材に対して、 

「我々は国民が疲弊していないことを大統領に気づか

せるために抗議行動を再開した。野党政治家の主導によ

るものではない。政治家無しで街頭に出て戦おう。」と

コメントした。 

 

一部では 

「我々は政治家が裏切り者で無能なのでこうして街頭

で反政府行動を行っている。我々は空腹で今の状況に辟

易（へきえき）している。」と野党政治家を非難するも

のもいた。 

 

抗議は１４時頃から始まったようだが１７時頃には治

安部隊が駆けつけ催涙弾を放つなど取り締まりが始ま

り少なくとも３名が拘束された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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「チャカオ一帯で長時間の停電、水も使えなくなる」                 

 

チャカオ、ロス・パロス・グランデス地区の住民が長時

間にわたり同地域が停電しているとツイッターで抗議

している。 

 

一部のツイッターでは少なくとも１２時間は停電して

いるとのコメントもある。 

 

９月２４日、チャカオ市は公式ツイッターで 

「チャカオの大部分の地域で停電が起きている。理由は

確認中だが、大雨の影響と推測されている。」と投稿し

た。 

 

カラカスの水道を管理する「イドロカピタル」は停電に

より、ポンプが作動せず、一部地域で水道サービスが停

止している。と発表している。 

 

具体的にはチャカオ市（Altamira、Bello Campo、Campo 

Alegre、Chuao、Baruta Sur、Cuntry Club、Castellana、

La Floresta、Los Palos Grandes、San Marino）、スクレ

市、バルータ市、リベルタドール市で水道サービスが停

止している。 

 

 

（写真）イドロカピタルの発表文 

 

２０１７年９月２６日（火曜）             

政 治                       

「野党 ２７日の与野党交渉の不参加を発表       

      ～誠実な交渉が出来る環境にない～」        

 

９月２６日 野党は２７日に予定されていた与野党対

話の可能性を探る交渉に参加しないことを発表した（こ

れまでの与野党対話については「ベネズエラ・トゥデイ

No.33」９月１３日、１４日付の記事参照）。 

 

野党は対話に参加しない理由について 

「政府は交渉を進めるための政治犯の釈放、人道的支援

の要請、選挙の保証など守るべき条件を満たさなかった。

事前の合意が守られていない状況では対話は継続でき

ない。 

対話を継続させるためには、明確な条件と政府が対話を

勧めようとする意志を示すことが重要だ。」と説明した。 

 

カプリレス・ミランダ州知事は野党の対話からの離脱に

ついて「政治家ではなくベネズエラ人として、対話の不

参加を支持する。」とコメントした。 

 

与党は野党側の決定を非難しており、デルシー・ロドリ

ゲス制憲議会議長は予定通りドミニカ共和国に向かう

予定。 

 

バルガス州の野党統一候補ファン・マニュエル・オリベ

ロ氏の兄弟が２５日（月曜）夜に SEBIN により逮捕さ

れている。カベジョ制憲議員は逮捕の理由は盗難車に乗

っていたからだと発言している。なお、オリベロ氏は母

親の所有車だと反論している。 

 

また、９月１０日のプレ選挙でアマゾナス州以外は野党

連合の統一候補が決まったが、野党政党から立候補者の

変更が出来ないとクレームが出ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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「米大統領 欧州にベネズエラへの制裁促す」           

 

９月２６日 国連総会終了後にトランプ大統領はスペ

インのラホイ大統領をホワイトハウスに招いた。 

 

会談では北朝鮮など国際情勢について意見交換し、ベネ

ズエラについても言及された。 

 

トランプ大統領は 

「ベネズエラは社会主義政権に支配され、国民が苦しん

でいる。米国、カナダおよび多くのラテンアメリカに続

いて、欧州連合もマドゥロ政権への制裁に加わってほし

い。我々全員が加わっていることが重要だ。」と制裁の

適用を促した。 

 

スペインは基本的にベネズエラへの制裁適用に賛成し

ている国だ。 

 

ラホイ大統領は 

「ベネズエラはすでに民主主義国ではなく、独裁政権と

言わざるを得ない。我々はベネズエラ政府に継続的な圧

力をかける必要性を認識している。すでに欧州連合はベ

ネズエラへの制裁行為を承認している。」と述べた。 

 

欧州連合は、ドミニカ共和国で始まった交渉の進捗を見

守り、制裁の適用を判断する雰囲気があったが、野党は

交渉の継続を拒否した。 

 

トランプ大統領の制裁を促す向きもあり、欧州連合によ

る制裁の可能性が高まったと言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「ベナルム 高付加価値財の輸出を増やす」              

 

９月２６日 ファン・アリアス基礎戦略・社会主義産業

相はテレビ番組で、ベナルムが原材料加工会社と同盟関

係を結び、付加価値の高い財を外国に輸出すると発表し

た。 

 

「我々は生産ラインの拡張と高付加価値財の輸出拡大

に取り組んでいる。原材料の輸出だけではない。２０１

７年前期の間に１億ドル以上の鉄製品を輸出した。前年

同期は０．９億ドルの輸出額だったので、１０％増えて

いることを意味する。」 

とコメントした。 

 

一方で停電やメンテナンス不足の影響により生産ライ

ンが停止しているとの報道が出されている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.37」９月２３日付の記事参照）。 

 

 

（写真）ファン・アリアス大臣ツイッター 

“ベナルムの工場視察” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b87cc463b35335b6be75f925086b56c.pdf
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「大統領 インド、中国と協力関係深化を求める」            

 

マドゥロ大統領は中国、インドと協調して医薬品を国内

に供給すると発表した。 

 

「中国、インド、国内の医薬品業界とは良い関係が築け

ている。国内の医薬品供給を急速に回復できるだろう。 

 

ベネズエラ国内の医薬品不足はコロンビアのマフィア

に責任がある。ベネズエラではパーキンソン病の薬は１

４ボリバルで購入できるが、コロンビアでは４４ドルで

売られている。これまで２年以上、彼らの被害を受け続

けてきた。抵抗する必要がある。」と述べた。 

 

また、医薬品団体 Cifar のティト・ロペス代表は政府と

協力して医薬品に関わる汚職行為をなくすと発言した。 

 

「投資家との会合は持たれていないことを確認」             

 

８月に米国がベネズエラ政府に金融制裁を科した際に、

マドゥロ大統領が、同国の債券保有者の７０％は米国と

カナダの法人・個人が保有していると発言し、近々、投

資家と会合を行う。と発表した。 

 

この発表がされて２週間以上が経過したが、いまだに

会合の調整はされてないことを現地の証券関係者のレ

ポートで確認した。 

 

また、今月は通常よりもベネズエラ債券の取引額が少

ないことを指摘した。理由は前述した投資家との内容

が明らかになるまで売買を停止する動きがあること、

米国による制裁で将来的にベネズエラ債券を保有する

ことにリスクを感じていることなどが要因と分析して

いる。 

 

 

 

社 会                       

「検事総長 汚職による資金は本国に戻す」          

 

サアブ検察庁はガスプロムバンク（資本参加４０％）

との合弁会社「ペトロサモラ」に関わる汚職で同社役

員８名を逮捕した（「ベネズエラ・トゥデイNo.30」

９月６日付の記事参照）。 

 

サアブ検事総長は、民放グロボビシオンのインタビュ

ー番組に出演し、以下の内容をコメントした。 

 

「ペトロサモラの事件について、役員らが国内の法律

を無視しオペレーションの妨害行為を働いていたこと

を確認した。１名は逃亡中だが、近いうちに逮捕され

ると確認している。８名の逮捕者の調査は継続してい

る。 

我々はこの汚職行為が２年間は継続していたと考えて

いる。逮捕するだけではなく、汚職による資金は本国

に送金するべきだと考えている。 

 

ラミレス国連大使（元PDVSA総裁）から、検事総長に

就任して４５日間でここまで汚職の取り締まりが進ん

だことに対して称賛を受けた。 

 

ベネズエラのOdebrecht代表とは、就任後４回は面談

した。彼らは調査に協力する意思を示している。」 

 

汚職による資金を国内に返金させるべきだという点に

ついては、重要な発言だと思われる。 

 

PDVSA の汚職に関わる外貨の漏出は大きい。一度国外

に出た資金を本国に戻すことは容易ではないだろうが、

汚職が摘発されることで外国からの融資に代わる政府

の資金源になる可能性も考えられる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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「チャカオで反政府デモ参加者１０人拘束」        

 

２５日に続いて２６日もチャカオで抗議行動に関連し

た逮捕者が出た。昨日と同じく“Resistencia”のグループ

のようだ。 

 

同１０名の団体はプラサ・ボリバルに集まり抗議行動を

行おうとしていた。途中で２０名近いチャカオ市警察が

あらわれて、デモ抗議で使用するプラカードや旗などを

押収した。 

 

チャカオ警察は、逮捕した１０名のうち、２名は麻薬販

売による逮捕歴があり、３名はここ数カ月の反政府デモ

で拘束されたことがあり、１名は２０１４年の頃の反政

府デモで逮捕されたことがあったと報じている。なお、

３名は未成年。 

 

 

（写真）VeneMundoWeb 参照 

“チャカオ市警に拘束された１０名” 

 

チャカオ市警は内務法務平和省からの通達があるまで

解放できないと政府に従う姿勢を見せた。 

チャカオ市はラモン・ムチャチョ氏が市長を務めていた

が、治安を安定させる意思がなく職務怠慢として市長職

を解任、１５カ月の禁固刑を宣告されている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.17」８月８日付の記事参照）。ただ、

ムチャチョ市長はすでに米国に亡命している。 

 

後任の市長はグスターボ・ドゥケ氏。チャカオ市の治安

担当をしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.18」８月

９日付の記事参照）。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f262d0ad4e68adb8236a4f2224af5d7.pdf

