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２０１７年７月１０日（月曜） 

 

政 治                   

  「デモで野党支持者と治安部隊が衝突」 

  「検察庁内部でストライキ準備」 

  「教会 大統領に制憲議会選挙の中止を要請」 

  「リリアン・ティントリ 批判に返答」 

  「７月１６日の国民投票 投票所決まる」 

  「大統領 露プーチン大統領と電話会談」 

経 済                   

  「PDVSA 契約会社 増産への努力を約束」 

「最高裁 PDVSA 合弁会社の設立を承認」 

「PDVSA が州知事と協力」 

「DICOM 競売が 9 月から行われないと予測」 

 

（写真）ツイッター投稿写真を切り抜き。アルタミラ広場に上る通りで爆発。 

２０１７年７月１１日（火曜） 

 

政 治                   

  「検察庁 PDVSA 幹部らの調査実施」 

  「レオポルド・ロペス自宅軟禁の背景」 

  「護民官 拘束者の自宅軟禁措置を提案」 

  「軍部の妨害により国会は延期」 

経 済                   

  「PDVSA 10 月満期債の交渉を提案」 

  「大統領 CAF に 10 億ドルの融資を要請か」 

  「米国地裁 PDVSA に有利な裁定」 

  「DICOM 第 7 回目の結果公表」 

  「制憲議会に出馬する企業家が会合を実施」 

  「国会公表の月別インフレ指数」 
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２０１７年７月１０日（月曜）           

政 治                      

「デモで野党支持者と治安部隊が衝突」       

 

引き続き野党支持者と治安部隊の激しい衝突が続いて

いる。 

７月１０日（月曜） 野党は AM１０時～PM８時まで

主要道路を封鎖するストライキを呼びかけ、呼応した支

持者がストライキに参加した。 

フランシスコデミランダ通りの一部では AM７時前か

ら封鎖が始まり、通勤者らの移動に影響がでた。他、ラ

ラ州やカラボボ州でも早朝から道路封鎖が起きた模様。 

 

今日、特に現地のツイッターを騒がせたのは冒頭の写真

の動画だ。国家警察がバイクで移動している際に突然爆

発が起き、7 名の警察が火傷など負傷した。 

 

他、野党アルフォンソ・マルキナ議員がララ州で民間武

装勢力が発砲をしているとツイッターに投稿した。 

 

また、原因は調査中だがアラグア州マラカイの制憲議会

選挙に出馬していたホセ・リバス氏が殺害された。顔な

どに１０発以上の銃弾を受けており、復讐など意図的な

犯罪とみられている。 

 

１０日は通常よりも逮捕者の多い日だった。非営利団体

フォロ・ペナルのアルフレッド・ロメロ代表は「７月１

０日の逮捕者数は１３０名。４月の抗議行動が始まって

１００日以上経過し、３，６６６名が逮捕された。」と

ツイッターに投稿した。一日の逮捕者数が４０名弱とす

ると１３０名はその３倍の人数になる。 

 

地域別の逮捕者内訳は右表のとおり。ミランダ州、スリ

ア州での逮捕者が多かった。 

 

 

「検察庁内部で対応措置の準備」           

 

先週、検察庁のルイサ・オルテガ検事総長が最高裁判所

で職権乱用の罪により裁判にかけられた。同日中に判決

は下されず、５日の期間をおいて宣告することになって

おり、１０日（月曜）がその５日目であった。ルイサ検

事総長は「自分は最高裁に検事総長職の解任を宣告され

るだろう。だが、違法な最高裁の判断を自分は認めるつ

もりはない。」と徹底抗戦の構えを見せた。 

 

ロイター通信の報道では、検察庁職員の多くはルイサ・

オルテガ検事総長の姿勢を支持しているとのこと。仮に

ルイサ検事総長の解任が宣告された場合は、様々な公職

者を起訴し、ストライキを行い、又辞職するなど行使し

うるあらゆる手段を行使する予定との検事総長内部の

コメントを報じた。 

検察庁の屋上にはヘリコプターが降りられないよう机

や椅子を置きバリケードを張っているようだ。 

 

最高裁は現在のところ検事総長の処遇に関する判決を

下していない。 

表：　７月１０日の反政府デモの逮捕者

州・地域名

ミランダ州 32 名

アンソアテギ州 6 名

カラボボ州 12 名

カラカス 10 名

ララ州 11 名

ヌエバエスパルタ州 16 名

タチラ州 1 名

スリア州 42 名

合計 130 名

（出所）非営利団体フォロ・ペナル

人数
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「教会 大統領に制憲議会選挙の中止を要請」    

 

教会連盟はマドゥロ大統領に対して７月３０日に予定

している制憲議会選挙の手続きを停止するよう要請す

る書簡を送った。 

 

「もしも大統領が食品や医薬品の不足問題、治安の問題

の解決を望み、かつ民主主義的な組織運営を取り戻した

いのであれば、緊急に制憲議会の実施を停止する必要が

ある。同様に、異なる思想を持った公権力（具体的には

野党多数の国会と検察庁）を認める必要がある。」と大

統領に考えを改めるよう求めた。 

 

教会は現政権に対して、以前より強硬な態度で臨んでお

り、先週金曜日にはディエゴ・パドロン司教がマドゥロ

政権を「７月３０日の制憲議会を実施すれば、軍事独裁、

社会主義、マルキスト政権と認識する。」と警告してい

る。 

 

「リリアン・ティントリ 批判に返答」     

 

自宅軟禁措置となったレオポルド・ロペス氏の妻リリア

ン・ティントリ氏はロペス氏の引き渡しに立ち会ったホ

ルヘ・ロドリゲス・リベルタドール市長とデルシー・ロ

ドリゲス前外務相（制憲議会に出馬中）に 

 

「夫を自宅に返してくれてありがとう。与党が望むので

あれば与野党の対立を仲裁する意思がある。連絡をして

ほしい。」と伝えたとテレビのインタビューに答えた。 

 

このコメントに対して多くの野党支持者より、批判が出

ていた。 

1986 年にミス・ユニバースになったバルバラ・パラシ

オはツイッターで「彼女がベネズエラ国民の敵に感謝を

伝えたことに強い失望を覚えた。」と投稿した。 

 

 

これらの批判にして、ティントリ氏は「礼儀は勇気を奪

わない。私は親に昔から礼儀を重んじるよう教えられて

きた。深夜３時に門の前に行くと大勢の警察とホルヘ・

ロドリゲス、デルシー・ロドリゲスが立っており、夫を

引き渡した。私はロドリゲス兄妹２人に対してだけでは

なくその場にいた全員に礼儀として感謝を伝えた。」と

回答した。 

 

このティントリ氏の回答には一定の支持があり支持者

の批判は鎮静化したように見える。 

 

「７月１６日の国民投票 投票所決まる」      

 

７月１６日（日）に行われる野党主導の国民投票の投票

会場が公開された。詳細は「民主主義救出委員会」のウ

ェブサイトにて確認できる。 

 

 

外国に居住するベネズエラ人も投票可能 

同様に野党連合のウェブサイトでも会場を確認できる。 

 

ちなみに日本にも投票会場がある。 

 

米国やスペインなどは何十カ所も投票所があるが日本

は１カ所のみ（７月１２日時点）。ベネズエラへの関心

の低さをうかがわせる。 

 

投票会場は 

愛知県名古屋市中区丸の内 1-10-25 澤村ビル 3 階 3-A 

インターネットで場所を特定しようとしたが 3 階 3-A

が何をしているのかは分からなかった。 

 

 

  

https://crdvenezuela.com/index.php/puntosvotacion/
https://crdvenezuela.com/index.php/puntosvotacion/
http://www.unidadvenezuela.org/2017/07/conozca-los-puntos-la-consulta-soberana-del-16j-habilitados-exterior/
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「大統領 露プーチン大統領と電話会談」       

 

ベネズエラ政府が厳しい政治状況に立たされている中、

引き続きロシアは現政権との関係構築を続けている。 

 

７月１０日にロシアのプーチン大統領とマドゥロ大統

領は電話会談を行った。ベネズエラ外務省はプーチン大

統領との電話会談を以下の通り公表している。 

 

「ロシア、ベネズエラ両大統領は２国間の緊密な関係を

引き続き継続することを確認した。プーチン大統領はマ

ドゥロ大統領に対して、平和の構築に尽力しベネズエラ

国民を指導する姿勢を尊敬すると評価した。加えて国内

外からの圧力を拒絶すると伝えた。 

 

会談の内容は多岐にわたったが、特に国防、エネルギー、

農業、科学技術、文化分野での協力について話し合いが

もたれた。 

 

ベネズエラはロシアにとって南米カリブ海諸国で２番

目の商業相手国でベネズエラの発展はロシアの関心事

項であることを伝えた。その意味で今年１０月にロシア

で開催されるハイレベル級会合の準備のためにラモン・

ロボ経済担当副大統領がモスクワへ訪問したことの重

要性を強調した。 

 

プーチン大統領は農業、石油、ガス、バス製造分野での

二国間プロジェクトの進展を喜んだ。」 

 

経 済                      

「PDVSA 契約会社 増産への努力を約束」      

 

PDVSA の サ ー ビ ス 委 託 会 社 で あ る Southern 

Procurement Services (SPS)社のジョルダレイ・ゲレロ

技術管理担当は「PDVSA との契約に基づき、アンソア

テギ州シモン・ロドリゲス市エル・ティグレ地区の採掘 

 

用設備の設置とメンテナンスに尽力する。すでに井筒の

設置にかかる基本的な仕事は終えており、自動コンプレ

ッサーのメンテナンスをしている。PDVSA の作業員も

配置についている。現在 SPS 社は２３名の技術員が

PDVSA で働いている。機械の試運転や実際の運用は

PDVSA 作業員が行っている。」と語った。 

 

「最高裁 PDVSA 合弁会社の設立を承認」     

 

７月１０日（月曜） 最高裁は PDVSA の合弁会社

Petrosur の設立を承認した。Petrosur は PDVSA 合弁会

社 用 組 織 CVP と Stichting Administratiekantoor 

Inversiones Petroleras Iberoamericanas 社（オランダ系

と思われる）の合弁。最高裁の文章によると新会社はオ

リノコ川流域フニン鉱区に設置される。 

 

本来、憲法に準じれば PDVSA の合弁会社の設置は国会

が承認することになっているが２０１６年７月から国

会が不敬罪で無効になっており最高裁が承認した。 

 

なお、PDVSA は投資家の法的安全性は憲法が新しくな

っても確保されると同社のウェブサイトに掲載してい

る。これは制憲議会に出馬している与党派のエルマン・

エスカラ弁護士が労働者向けの会合で、新憲法には外国

からの炭化水素部門での投資について株式をすべて接

収することを可能とする条文を入れたい。と語ったこと

が原因。 

 

「PDVSA が州知事と協力」            

 

７月１０日 スクレ州のエドウィン・ロハス知事は港湾

税改定法に署名した。 

 

「我々政府は既存の方向性を抜本的に変えなければな

らない。大統領の言う生産性の高い社会主義を実現する

必要がある。 
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本日、PDVSA とスクレ州との間で２つの協定を結ぶ。

一つはスクレ州の国民が淡水にアクセスできるよう井

戸を作ること。もう一つはスクレ州の道路のメンテナン

スだ。」と発言した。 

また、翌日１１日にネルソン・マルティネス石油相はス

クレ州、ファルコン州、ミランダ州、バルガス州、ヌエ

バエスパルタ州の海岸に位置する市を中心に１０個の

海水脱塩装置を設置すると発表した。 

 

「DICOM 競売が 9 月から行われないと予測」         

 

ベネズエラの経済調査会社エコアナリティカのアスド

ゥルバル・オリベロ代表は 9 月には DICOM が停止す

るだろうと予想した。 

 

「ベネズエラの企業家にアドバイスできることがある

とすれば、この数週間で手持ちのボリバルを可能な限り

DICOM で外貨に換えることを進める。なぜなら９月、

１０月は４０億ドルの債務返済が控えており、政府は

DICOM のための外貨を確保する余裕がないからだ。 

 

ベネズエラの GDP は３年間で２６％減少した。ここま

で急激な経済停滞は南米において８０年代から今まで

に２回しか起きたことがない。しかもベネズエラ経済は

まだ縮小する。 

 

最近の工業連合会のアンケート調査では平均の工場稼

働率は３２％だった。これは昨今の与野党の衝突が原因

の一つだが、外貨の絶対的な不足が根本にある。産油量

は減少し、原油価格も上昇しない。２０１５年に輸入額

は約２２％減少し、２０１６年には更に５０％減少した。

そして、今年はこのままだと更に２９％減少する。 

 

現在、民間企業の輸入全体の約４０％は並行レートによ

る輸入だ。一方で政府は１ドル１０ボリバルの DIPRO

の為替レートで配給用食料品を輸入している。 

 

国民の購買力は急激に衰えている。購買力の低下により

物価の上昇が抑えられている。店舗の販売量は危険水域

にある。」と現在の経済状況に危機感を示した。 

 

２０１７年７月１１日（火曜）           

政 治                      

「検察庁 PDVSA 幹部らの調査実施」        

 

検察庁が与党陣営に属する関係者の汚職調査を進めて

いる。 

 

まず PDVSA 幹部のオルランド・チャシン役員を７月１

４日９時に検察庁へ召喚している。PDVSA が購入した

自動車を自身の私物として使用していた疑いがもたれ

ている。また、車両購入時に水増しした金額を支払い、

その一部のキックバックを受けていたとの疑いもある。

なお、この自動車購入についてボリバル建てで落札され

たとあるが、実際はドル建てで支出されたとみられる。 

 

加えて PDVSA とイレギュラーな契約が結ばれている

として俳優マニュエル・ソサ氏とアリ・ラモス氏の調査

を進めている。なお、同氏は故チャベス大統領の娘マリ

ア・ガブリエラ・チャベスの元恋人だったようだ。 

マニュエル・ソサ氏は GRAMAL C.A.の社長として

PDVSA のオペレーションの部材供給の仕事を請け負っ

ており、アリ・ラモス氏は同社の副社長だった。 

 

他、７月５日に起きた国会襲撃事件の調査のため軍人ブ

ラディミール・ルゴ国会警備対策官を７月１３日１０時

から検察庁に召喚すると発表した。 

与党のスタンスは現在の検事総長を認めておらず、ルゴ

警備対策官が検察庁の召喚に応じる可能性は極めて低

いと考えられる。 

 

ほか、反政府デモ参加者の持ち物を強奪したとして４３

名の国軍職員の調査を開始した。 
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「レオポルド・ロペス自宅軟禁の背景」       

 

レオポルド・ロペス氏の自宅軟禁の理由については様々

なうわさが飛び交っているが、その一つとして野党系情

報サイト「Run Run」を運営しているネルソン・ボカラ

ンダがその理由を報じた。 

 

ボカランダ氏が情報筋から確認した話では、レオポル

ド・ロペス氏の自宅軟禁措置は国軍内部にロペス氏を殺

害しようという動きがあったため、急遽自宅軟禁の措置

に切り替えて、万が一殺害されたとしても政権側の責任

にならないようにした。とのこと。 

 

ビジェガス情報通信相はロペス氏の自宅軟禁措置を受

けて、「今後彼の安全の保証は家族と彼の周りの者が責

任を負うことになる。」とコメントしている。 

 

「護民官 拘束者の自宅軟禁措置を提案」      

 

タレク・ウィリアム・サアブ護民官はレオポルド・ロペ

ス氏が軍事収容所から自宅軟禁に切り替えられた時に

コメントした通り、最高裁に対して他の１４名のチャカ

オ警察職員と大衆意志党に所属するジョン・ゴイコエチ

ェア氏の解放を求めた。 

他、バリナス州選出ウィルメル・アズアヘ議員に対して

少し処分を軽くすることを申請した。 

 

ウィルメル・アズアヘ議員の家族と１４人のチャカオ警

察の家族は警察諜報部（SEBIN）に対して早期解放を求

めるためハンガー・ストライキを開始した。 

 

「軍部の妨害により国会は延期」           

 

軍人ブラディミール・ルゴ国会警備対策官の指令により

国会の前に軍人が待機し、国会職員や報道機関が国会へ

入館することを拒んだ。 

 

これにより７月１１日（火曜）の国会の開催は延期され

た。 

スタイン・ゴンサレス議員は国会が軍部に囲まれるよう

な国は他にはない。軍部の措置は政府からの指示による

ものに違いない。と政府を批判した。 

 

なお、１１日に予定していた国会の議題は以下の通り。 

 

１．国会施設と国会で働く職員、憲法を守るための計画

の合意 

 

２．マドゥロ大統領によるルイサ検事総長を解任しよう

とする憲法違反な対応に関する議論と国会の役割に関

する議論 

 

３．物価の高騰と国民の悲惨な生活、経済状況に関する

議論 

 

経 済                      

「PDVSA 10 月満期債の交渉を提案」           

 

トルコのイスタンブールで第２２回世界石油会議が開

催され PDVSA 役員らも同会議に参加した。 

 

PDVSA のエクトル・アンドラデ・セネラルマネージャ

ー（GM）は原油価格の低迷を理由に２０１７年１０月

に一部の満期を迎える PDVSA2020 年社債について、

現段階では様々な可能性があるが、再交渉の可能性もあ

ることを明らかにした。 

 

「大統領 CAF に 10 億ドルの融資を要請」       

 

非公式な情報だが、財務省国家歳入庁は食料品の輸入や

対外債務の返済のために必要な資金を確保するため、ア

ンデス開発基金（CAF）と 10 億ドルの融資の可能性に

ついて協議する。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年７月１０日～７月１１日報道               No.005   2017 年 7 月１２日（水曜） 

 7 / 7 

 

現在、国内の輸入を賄うのに十分な外貨が入ってきてお

らず、対外債務の返済のため外貨準備を切り崩している。

一方で CAF に融資を依頼したのはこれが初めてではな

くこれまで何度か拒否されている。 

 

ちょうど、CAF は１１日（火曜）にラテンアメリカ諸国

の開発融資のためという名目で１２．５億ドルの債券を

米国で発行したところであった。 

 

「米国地裁 PDVSA に有利な裁定」            

 

７月１１日 米国マンハッタン地裁は PDVSA とエク

ソンモービルの訴訟について PDVSA がエクソンモー

ビルに対して 16 億ドルを支払うよう命じた裁定をくつ

がえした。 

 

今回の決定は PDVSA 側の要求が認められたことにな

る。米国マンハッタン地裁判事によると、２０１４年に

前述の賠償命令を決定した裁判官はエクソンモービル

社が行うべき法的手続きの不備を見逃していた。と語っ

た。 

 

「DICOM 第 7 回目の結果公表」               

 

中央銀行の外貨競売委員会は第７回目の DICOM の落

札結果を公表した。 

第６回目 DICOM に続いて今回も特別競売だった。国

内で製品を生産するための原材料、資材を輸入する企業

に対して外貨を割り当てた。 

 

落札総額は２，４４３万ドル。民間セクターで外貨の割

り当てを受けた有名な会社ではケロッグ社が３．５万ド

ル。ファイザー社が２１．９万ドル。ネスレ社が４０万

ドル。グッドイヤー社が４０万ドル。SC ジョンソン社

が８．８万ドル。なお、ラセール航空と DIGITEL 社が

債務返済として 40 万ドルを落札している。 

 

「制憲議会に出馬する企業家が会合を実施」       

 

大理石などの輸出を手掛ける Canteras & Mármoles 社

広間で制憲議会に出馬する起業家の会合が開催された。 

 

同会合はミゲル・ペレス・アバッド外国貿易投資相の呼

びかけによるもので、フェデインドゥストリア社のオル

ランド・カマチョ代表、インテルラセスのオスカル・シ

ェメル社長、他 Empreven 社、Confagan 社、Coboien 社

の社長らが参加した。 

 

企業セクターとして、新憲法作成に当たり、石油依存経

済からの脱却のため融資システムの変更、民間投資家の

権利の保証、全ベネズエラ人の経済権の尊重などを提案

する予定。 

 

「国会公表の月別インフレ指数」               

 

前の号で国会が発表したインフレ指数について記事を

記載した。 

 

参考までに、２０１７年１月～６月のインフレ率を紹介

する。 

 

なお、リカルド・メネンデス企画相は２０１８年に新し

い方法で経済指標が発表されると発言している。 

以上 


