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（写真）国連のアントニオ・グテーレス事務総長 ”９月１２日から第７２回国連総会を NYで開催” 

 

２０１７年９月１１日（月曜） 

 

政 治                   

  「CNE １０月１５日の州知事選開催を発表」 

「国連事務局長 ベネズエラ政府を非難 

～ベネズエラをめぐり意見が対立～」 

  「欧州連合 国会へ制裁手続きの進捗を報告」 

経 済                   

  「大統領 アルジェリア企業団の来訪を予見」 

「ブラジル PDVSA に関連した汚職を調査」 

  「経済担当副大統領 経済制度の変更を説明」 

社 会                   

  「検察 シリア・フローレスの甥に３０年求刑」 

２０１７年９月１２日（火曜） 

 

政 治                   

  「フランス外相 与野党対話再開を報じる 

～野党連合は対話再開を否定～」 

  「プレ選挙をめぐり野党の結束に亀裂」 

  「大統領 カザフスタン大使館の設置を発表」 

  「米州機構 ベネズエラの人権侵害を調査」 

経 済                   

  「OPEC ベネズエラ日量１９１．８万バレル」 

  「米議会に PDVSA ALBA の汚職調査を申請」 

  「制憲議員 為替自由化の必要性を主張」 
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２０１７年９月１１日（月曜）             

政 治                       

「CNE １０月１５日の州知事選開催を発表」       

 

選挙管理委員会（CNE）は全国州知事選を１０月１５日

（日曜）に実施すると発表した。 

 

今回の選挙の有権者は１，８０４万９，０６５人。カラ

カス首都区の有権者はカラカス首都区長がいるので、州

知事選の有権者にはカウントされない。 

 

選挙キャンペーンは９月２３日から１０月１２日にか

けて行われる予定。 

 

なお、これまでベネズエラの選挙システムの運営を担当

していた Smartmatic 社は７月３０日（日曜）に実施さ

れた選挙に不正があったと告発し、CNE は同社の契約

を打ち切っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.15」８

月２日記事参照）。 

 

州知事選のシステムを運営する会社は ExCle社。同社は

アルゼンチン系の会社でCNEが選挙で使用している指

紋認証システムを担当している。 

 

「国連事務局長 ベネズエラ政府を非難         

      ～ベネズエラをめぐり意見が対立～」         

 

国連のザイド・イブン・ラアド人権高等弁務官は、反政

府活動におけるベネズエラ政府の人権侵害について、以

下の発言をした。 

 

「ベネズエラ政府が進めている真実と対話委員会のコ

ンセプトには賛同するものの、現在のメカニズムは適切

なものとは言えない。 

 

ベネズエラでは、マドゥロ政権が民主主義の仕組みを破

壊する脅威が存在しており、国連は人権を保護、推進す

るために同国の救済に参加しなければいけない。 

 

国際社会は４月から始まった一連の反政府デモの実態

を調査するべきだ。」と発言した。 

 

ホルヘ・アレアサ外相は、ザイド人権高等弁務官の発言

を虚偽であると拒絶し、米国政府の指示に従いベネズエ

ラを攻撃していると非難した。また、４月以降の一連の

治安悪化は野党政治家が先導していたと釈明。 

誤った情報を事実のように報告し、ベネズエラ政府に圧

力をかけることをやめるよう要請した。 

 

他、米国はこれまでよりも落ち着いたトーンの演説を行

った。 

「我々はマドゥロ政権に対して民主主義を確立し、即

刻・無条件で政治犯を釈放することを呼びかける。」 

 

パラグアイ代表は、リマでベネズエラ政府を非難した１

２カ国（リマ・グループと呼ばれている）を代表してベ

ネズエラ政府を改めて非難した（リマ・グループについ

ては「ベネズエラ・トゥデイNo.17」８月８日付記事参

照）。 

 

「ベネズエラ政府は人民の意志や、米州の価値を脅かし

ている。政治的に抑圧しており、国民を危機に落として

入れている。」と発言した。 

 

一方でこれらの主張に反対するグループも存在した。 

 

キューバ、エクアドル、エジプト、その他中東地域を中

心とする非同盟諸国会議のメンバーである。キューバは、

国連が偏った姿勢を取っており、美辞麗句を用いて国内

問題に介入することを辞めるよう求めた。昨今、態度に

変化が見られていたエクアドルも「国内問題は自国で解

決すべきだ」と介入に否定的な態度を取った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f8ff869b08184d04b07a2ca8bfc293d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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「欧州連合 国会へ制裁手続きの進捗を報告」                 

 

９月１１日 タハニ欧州議会議長がフリオ・ボルヘス国

会議長あてに送った書簡の内容が公開された。 

 

その書簡には 

 

「私は欧州議会議長として、ベネズエラの制憲議会の存

在を認めていない。もちろん、同組織の決定も認めない。

同様に私は常に国会に対して連帯を示し、強く支援をす

る。 

 

欧州委員会のクラウデ代表と欧州理事会のドナルド・ト

ゥスク欧州理事会議長に対して、ベネズエラで人権侵害

を行っている責任者に対して対応を取るように求めた。 

 

欧州議会はリマでの宣言の内容を支持しており、

CELAC と欧州連合との首脳会合には参加しない。」 

 

と書かれていた。 

 

経 済                       

「大統領 アルジェリア企業団の来訪を予見」          

 

９月１１日 マドゥロ大統領はアルジェリアを訪問し

た。今回の訪問は急遽決まったことのようで、同国の大

統領とのアポイントは取れなかったようだ。 

 

国営メディアは、アルジェリアでは同国の国家評議会議

長と会談し、意見交換を行ったと報じている。 

 

この会合の後にマドゥロ大統領はメディアへの取材に

答えた。 

 

「米国の制裁を受けて我々は世界戦略の再構築を余儀

なくされている。 

 

中東諸国と経済的な結びつきを強化する。我々はネガテ

ィブな情報を拡散するようなことはしない。発展のため

の議論をする。 

 

アルジェリアとの経済関係を強化する。近いうちにアル

ジェリアの企業団がベネズエラを訪問するだろう。イラ

ンのテヘランでも経済促進の議論を進める予定だ。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）アルジェリア国家評議会議長宅での会談 

 

「ブラジル PDVSAに関連した汚職を調査」        

 

ブラジル警察は PDVSA とブラジル企業との取引での

汚職を調査している。 

 

２０１０年～２０１４年にかけて、ブラジルから輸出さ

れた農業機械の代金として PDVSA がベネズエラ企業

（Tracto America）とブラジル企業（America Trading）

に６，４４６万ドルの支払いをしている。 

 

この支払いはペーパーカンパニーにアドバイザー料と

して振り分けられ、ブラジル、パナマ、米国、スイスな

どの口座に分けられている。 
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すでに Tracto America 社のオーナーであるガルシア・

バルガス氏はマドリッドでインターポールのサポート

で拘束され、ベネズエラ検察庁で調査が進められている。 

また、ブラジルでも関係者６名が拘束され、調査が進め

られている。ブラジル検察庁は、ベネズエラの検察庁と

協力して事件を明らかにすると発言した。 

 

オルテガ元検事総長の解任を受けて、ブラジル検察庁は

ベネズエラの検察庁と関係が悪化しているが、汚職関連

の捜査では協力関係が出来ているようだ。 

 

「経済担当副大統領 経済制度の変更を説明」        

 

ラモン・ロボ経済担当副大統領は、マドゥロ大統領の発

表した経済政策は米国からの制裁に対抗するために必

要な措置であると政策を正当化した。 

 

「我々は国際取引のシステムを変更しなければいけな

い。ユーロ、人民元、ルーブルなど米ドル以外の通貨を

使用する。数日の間、行政関係者や国際組織と話し合い

を持つ。」と説明した。 

 

また、DICOM について 

「DICOM は現在技術的な調整をしている。外貨を民間

セクターに供給する DICOM は米ドルとは異なる外貨

で支払うことになる。 

 

これまで DICOM でドルの割り当てを受け、口座に留

保している個人・法人は預金されているドルがなくなる

わけではないので安心してほしい。 

米ドルに代わる通貨として、人民元、ルピー、ルーブル、

円などが挙げられる。 

 

 

 

 

 

また、対外債務について政府は引き続き履行する意思が

あると強調した。なお、国別の債券の保有率については

米国が６０％、カナダが１３％、英国が７％保有してい

る。」と説明した。 

 

社 会                       

「検察 シリア・フローレスの甥に３０年求刑」          

 

マドゥロ大統領の妻シリア・フローレスの甥にあたる２

名が、米国にコカイン８００キロを密輸しようとした罪

で２０１５年１０月にハイチで捕まり、裁判を受けてい

る。 

同様に、２０１５年６月にカラカスで起きた２名の殺人

に関わった疑いもかけられている。 

 

本来は９月１３日に判決が言い渡される予定だったが、

弁護士の申請により延期された（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.30」９月７日記事）。本件について、判決の延期

が正式に決定した。 

 

検察は、５万ドル～１，０００万ドルの罰金と最低でも

禁固３０年、最大で終身刑を求めている。 

 

また、シリア・フロー

レスの親族で国家歳

入庁のトップ（以前は

PDVSA 財務担当役員

も務めた）を務めるマ

ルピカ・フローレス氏

が麻薬取引に関わっ

ているとの証言も明

らかになった。 

（写真）ニューヨーク裁判所 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cadb43add6a2835cdad73b36fed89cac.pdf
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２０１７年９月１２日（火曜）             

政 治                       

「フランス外相 与野党対話再開を報じる         

       ～野党連合は対話再開を否定～」     

 

本日はサプライズな事件が起きた。 

 

事の発端は、ホルヘ・アレアサ外相がフランス外相とパ

リで会合をもったことから始まる。 

 

会合後にジャン＝イヴ・ル・ドリアン仏外相は 

「明日、９月１３日（水曜）にドミニカ共和国で与党と

野党が対話を再開することを歓迎する。対話はドミニカ

共和国のダニロ・メディナ大統領とサパテロ元スペイン

大統領が仲裁する。 

 

対話の再開は喜ばしいニュースだ。すぐにでも具体的な

対応がとられることを願う。 

 

フランスはベネズエラの政治経済情勢および人権問題

を心配している。仮に対話の結果が出ないのであれば欧

州として何らかの措置を講じる必要があると考えてい

る。」とコメントした。 

 

しかし、この発言について、第一正義党のトマス・グア

ニパ幹事長は 

「本件については野党連合として正式な発表をしてい

ない。加えて、本件について事前に全く議論は行われて

いない。フランス外相の発表について、とても驚いてい

る。」と発言した。 

 

その後、野党連合として正式に書簡が公表された。 

オリジナルは「 Comunicado Mesa de la Unidad 

Democratica」で確認できる。 

 

 

 

野党の声明を要約すると、 

 

「野党連合はベネズエラ国民及び世界の人々に対して、

政府が憲法に準じない限り対話は再開しないことを発

表する。 

 

1. 我々が政府に求めているのは憲法を守ること 

2. ベネズエラの民主主義を守り、国民の街頭での活動

を支援するために野党連合は国内外で活動をして

きた。 

3. これらの努力の結果、ドミニカ共和国のダニロ・メ

ディナ大統領は野党の掲げる条件を政府が受け入

れられるか可能性を探っている。 

4. 我々は民主主義の戦いのために、メディナ大統領と

会合をもつ予定。 

5. これらの行動は国民の求めに応じるものである。 

6. 対話の条件は以下の通り。 

（１） 市長選、２０１８年に行われる大統領選の予定

を公表し、変更しないことを誓うこと。 

（２） 政治犯の釈放と迫害行為をやめること 

（３） 国家権力の独立を保証すること。したがって、

国会の存在を認めること。 

（４） 社会、経済問題に迅速に対応すること 

７． メディナ大統領からの招待は政府との対話を再開

することを目的としていない。 

 

これらの条件を満たす対話が行われれば、ベネズエラに

未来が開けるだろう。」 

 

恐らく、野党としては、サパテロ元スペイン大統領とメ

ディナ大統領が参加する与野党の極秘会談を、フランス

外相に公表された。ということだろう。 

 

野党は対話と認識していないようだが、与野党の交渉は

水面下で継続していることが確認されたと言えるだろ

う。 

 

http://www.unidadvenezuela.org/noticias/7622=comunicado-mesa-de-la-unidad-democratica
http://www.unidadvenezuela.org/noticias/7622=comunicado-mesa-de-la-unidad-democratica
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なお、アントニオ・グテーレス国連事務総長は 

「ベネズエラでの対話再開に向けた動きを全面的に支

持する。ベネズエラの問題を平和的に解決するには対話

をベースにした政治的な合意が必要だと考えている。 

ベネズエラ政府および野党はこの機会に国が抱える課

題を討議するべきだ。」とコメントした。 

 

「プレ選挙をめぐり野党の結束に亀裂」            

 

与野党対話の再開と別で、プレ選挙をめぐり大きな事件

が起きている。問題は第一正義党（PJ）から起きた。 

 

第一正義党はアマゾナス州とアラグア州のプレ選挙で

行動民主党（AD）の対抗候補に敗北した。この２州に

ついて、犯罪者集団が選挙を妨害したため有権者の投票

が阻害されたと再選挙を求めた。 

更に、アラグア州の暴力行為は行動民主党のイスマエ

ル・ガルシア氏（アラグア州の野党統一候補）が計画し

たものだと非難した。 

 

ガルシア氏は当然これを否定しており、行動民主党のラ

モス・アルップ代表も再選挙は行わないと発言している。 

 

最終的に第一正義党はプレ選挙の委員会から抜けると

ツイッターで公表した。 

 

 

第一正義党は２３州中６州で統一候補に選ばれた。同政

党は野党の最大政党でより多くの州で勝利できると見

込んでいたようで、今回のプレ選挙は納得のいく結果で

はなかったと思われる。 

 

なお、９月１０日に行われたプレ選挙の結果と所感は

「ベネズエラ・ウィークリー・レポート No.11」で紹介

したい。 

 

「大統領 カザフスタン大使館の設置を発表」              

 

９月１２日 マドゥロ大統領はテレビでカザフスタン

とアルジェリア訪問の成果を発表した。 

 

「ベネズエラはカザフスタンと外交関係を確立するこ

とを決めた。ベネズエラ大使を送る。すぐにベネズエラ

大使館がカザフスタンに設置される。 

カザフスタンとアルジェリアは帝国主義に対抗する国

だと感じた。今後は政界情勢が大きく変わる。今では想

像もできないような変化が起きるだろう。 

 

トルコのエルドアン大統領との会談で、経済関係を一層

強化していくことで合意した。また、彼は近いうちにベ

ネズエラに訪問したいと言ってくれた。近日中に金融、

商業、エネルギー、技術、文化など多岐にわたる二国間

会合が開催されるだろう。エルドアン大統領はベネズエ

ラに巨大なメスキータを建設することを望んでいる。」 

 

「米州機構 ベネズエラの人権侵害を調査」        

 

米州機構は９月１４日、１５日にかけてベネズエラ政府

が「人類への犯罪（人権侵害よりも強い意味で用いられ

ていると思われる）」を行っているかを調査する。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/11c7eb153c6b22b1f04248eaf96eaeaa.pdf
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米州機構の特別顧問であるルイス・オカンポ氏と国際司

法裁判所はベネズエラで重大な人類への犯罪が行われ

ているかを調査する。調査はローマ協定の規定に違反し

ていないかを確認するため。米州機構本部で実施される。 

 

ルイス・アルマグロ米州機構事務局長は一連の与野党衝

突について、ベネズエラ政府の姿勢を強く非難している。 

 

経 済                       

「OPEC ベネズエラ日量１９１．８万バレル」            

 

OPEC は２０１７年８月の月刊レポートを公表した。 

 

同レポートによるとベネズエラの８月の産油量は日量

１９１．８万バレルで、先月よりも３．２万バレル減少

した（セカンダリーソース）。 

ベネズエラからのダイレクトソースでは日量２１０万

バレル。こちらは先月比１．７万バレル減少している。 

 

OPEC 加盟国全体の産油量は日量３，２７５．５万バレ

ル。先月よりも７．９万バレル減少しており、ベネズエ

ラの減少分がほぼ半分を占めている。 

 

  

（出所）OPEC Monthly Report セカンダリーソース 

 

 

 

「米議会に PDVSA ALBAの汚職調査を申請」         

 

IBI Consultant 社のドグラ・ファラフ社長は米国の国際

麻薬取締委員会に対して、PDVSA との取引での資金洗

浄の疑いで ALBA PETROLEO について調査するよう

要請した。 

 

ファラフ社長は 

「コロンビア革命軍（FARC）の同盟関係にある組織

を追及しなければいけない。米国政府にベネズエラや

中央アメリカ地域でFARCの協力している組織を制裁

するよう協力してほしい。」と語った。 

 

「制憲議員 為替自由化の必要性を主張」            

 

９月１２日 ヘスス・ファリア制憲議員は国営報道局

VTV のテレビ番組で、１ドル１０ボリバルの固定両替

レートをなくし、食料品や医薬品についても自由レート

にするべきだと提案した。 

 

「為替レートは自由レートに変えるべきだ。それで並行

レートを消滅させることが出来る。自由レートの移行期

間は若干レートがドル高ボリバル安になると思う。しか

し、そのうち信頼が構築されれば適切な為替レートに収

束していくはずだ。」 

 

ヘスス・ファリア氏は投資・国際貿易相だったころから

為替レートの自由化を主張しているが、為替レートは今

や悪い意味でベネズエラ経済の構造に入り込んでおり、

自由化には抵抗勢力が多い。 

過去、強い政治力を持ったラミレス元 PDVSA総裁も為

替レートの自由化に挑戦したが、失敗し PDVSA 総裁職

を下ろされた。為替レートの自由化は容易なことではな

い。 

以上 


