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（写真）大統領府 “生活品メーカー１７社と生活品価格で合意を発表するアイサミ経済担当副大統領ら” 

 

 

２０１８年８月２９日（水曜） 

 

政 治                     

 「マルコ・ルビオ議員 米国の軍事介入を提案」 

「米州機構 ベネズエラの移民問題で臨時会合」 

 「国会 パスポートの有効期限５年延長を承認」 

経 済                     

 「Pirelli ９月７日に工場の稼働再開」 

 「マクドナルド ベネズエラの複数店舗を閉鎖」 

「GOLD 証書 ３カ月毎に現金化できる」 

「３０回目 DICOM １ドル BsS. ６１．１２」 

社 会                     

「ブラジル 入国制限の検討で混乱」 

２０１８年８月３０日（木曜） 

 

政 治                    

 「アジュップ AD 幹事長 急進野党を非難」 

 「野党政治家 政府が犯罪者を外国に送っている」 

経 済                    

 「P＆G、Colgate 衛生用品の統制価格で合意」 

 「ロイター通信 ペトロは取引されていない」 

 「PETROSUR 設立は債務返済のため」 

「ブラジル外相 欧米の制裁で支払い不可」 

社 会                     

「カラカス ２日連続で停電」 

「投機で１３１名逮捕、PDVSA 元役員懲役６年」 
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２０１８年８月２９日（水曜）             

政 治                       

「マルコ・ルビオ議員 米国の軍事介入を提案」       

 

８月２９日 米国のマルコ・ルビオ下院議員はテレビの

取材に対応。ベネズエラは米国やラテンアメリカ地域に

とっての脅威に当たり、米国による軍事介入を検討する

べきだと提案した。 

 

マルコ・ルビオ下院議員はフロリダ州選出議員でキュー

バ人移民。反マドゥロ政権議員の急先鋒として米国で最

も有名な議員の一人。 

 

ルビオ議員は、ジョン・ボルトン国家安全保障問題担当

補佐官と会合し、ベネズエラ情勢について意見交換をお

こなったことも明らかにした。 

 

（以下、筆者所感） 

彼はベネズエラ問題について、米国政府中枢と深く繋が

っており、この発言が彼のスタンドプレーとは思えない。 

 

マルコ・ルビオ議員がこの発言をすることで、今後ラテ

ンアメリカ諸国の代表らが、この意見に対する見解を示

す。また、ベネズエラを取り巻く国際世論がどのような

状況かを米国政府が判断する。 

これによりラテンアメリカ各国政府および国民の米国

軍事介入に対する支持度を図ろうとしているのだろう。 

 

ラテンアメリカ諸国がこの提案に強く反対感を示さな

いのであれば、米国はベネズエラへの軍事介入に向けて

前進すると思われる。 

 

トランプ大統領やペンス副大統領らが発言すれば、大問

題になるが、マルコ・ルビオ議員がこれを提案する分に

は米国政府は非難の矛先にならないとの思惑もあるは

ずだ。 

以下はマルコ・ルビオ議員へのインタビュー翻訳。 

 

 

私は長年にわたり平和的な問題解決を支持してきた。し

かし、マドゥロ政権は地域にとっての脅威になった。 

 

私は、米国の軍部は米国の安全保障に脅威がある場合だ

けに使用できると考えている。 

 

私はマドゥロ政権が米国の国防安全上、またラテンアメ

リカ地域全体にとって重大な脅威になる要素があると

感じている。 

 

ジョン・ボルトン国家安全保障問題担当補佐官と会合し

た。ベネズエラ全般の状況について意見交換をした。戦

略については話していない。具体的な内容をここで明ら

かにするつもりはない。 

 

ただ、一つ言えることがある。 

マドゥロ政権はコロンビアや隣国を不安定にする麻薬

の売人を支援しており、ゲリラやテロリストをかくまっ

ている。 

もしマドゥロ（ベネズエラ）がプーチン（ロシア）の軍

用機を配置する基地を用意したらどうなる。もっと深刻

な事態に発展することも考えられる。 

 

 

 

（写真）Wikipedia “マルコ・ルビオ米国下院議員” 
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「米州機構 ベネズエラの移民問題で臨時会合」         

 

米州機構（OAS）は９月５日（水曜）に緊急会合を行う。 

 

テーマは「急増するベネズエラの移民危機について」。 

同会合はコスタリカのリタ・マリア OAS 代表大使がア

ルマグロ事務局長に申し入れを行い実施されることに

なった。 

 

会合には国連の人民高等弁務官事務所や国際移民機構

（OIM）関係者らも出席する。 

 

国連の人民高等弁務官事務所や国際移民機構（OIM）が

最近発出した調査レポートによると、外国に暮らすベネ

ズエラ人は現在２３０万人おり、うち１６０万人は１５

年から外国に移り住んだ。 

 

なお、８月２０日時点でペルーのポポリシオ外相は 

「２週間以内にアルゼンチン政府、チリ政府らと共同で

国連の国際司法裁判所にマドゥロ政権を訴える」 

と発言している（「ベネズエラ・トゥデイ No.179」８月

２０日付の記事参照）。 

 

既に発表から１１日が経過した。米州機構の緊急会合や

ルビオ議員の軍事介入発言などを踏まえて、近日中に大

きな進展があっても不思議ではない。 

 

「国会 パスポートの有効期限５年延長を承認」                  

 

８月２９日 野党多数の国会はベネズエラ人のパスポ

ートの有効期限を５年間延長することを全会一致で決

定した。 

 

国会は理由について、「１００万人を越えるベネズエラ

人が外国に移住した。政府当局、外国領事館はパスポー

トの延長を求める国民に適切な対応をしていない。」 

 

「パスポートの有効期限が切れることで外国に暮らす

ベネズエラ人の生活が脅かされている。」 

と説明した。 

 

経 済                        

「Pirelli ９月 7 日に工場の稼働再開」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.182」８月２７日付の記事

でタイヤメーカー「Pirelli」が労働者への通知なしに工

場の稼働を停止したとの記事を紹介した。 

 

本件について８月２９日 エドゥアルド・ピニャテ労働

相は、「Pirelli」は工場を再開すると発表した。 

 

「Pirelli 社について、問題直後に同社の労働者から意見

を聴取した。そして労働者の圧力の結果、工場の稼働を

再開する。」と発言した。 

 

しかし、野党系の情報サイト「Puntodecorte」は「Pirelli」

がカラボボ州政府の労働管理局に対して 

「貨物船のプエルト・カベジョ港への就航頻度が減り、

原材料の到着が遅れているため、１８年８月２７日～９

月７日までの１０日間は工場の稼働を停止する。」 

と通知していた通知書のオリジナルを投稿した。 

 

通知書の作成日は８月２１日だった。 

ただし、カラボボ州政府の労働監督局が押印した通知書

受付日は８月２９日になっていた。 

書面を作成したのが８月２１日で「Pirelli」が州政府へ

送らなかったのか、州政府が到着した書類を放置してい

たのかは不明。 

 

なお、前回のレポートでは「Pirelli」の労働者は７００

名程度と記載したが、報道によって数字がブレている。

１，０００名以上というメディアもあれば１，４００名

というメディアもある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
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「マクドナルド ベネズエラの複数店舗を閉鎖」         

 

ベアトリス・アドリアン記者は米国のファーストフード

チェーン「マクドナルド」の店舗がベネズエラで次々に

閉鎖しているとツイッターで報じた。 

 

「マクドナルドのフロリダ地区、ラジャグラ地区、フィ

ラ・デ・マリチェ地区、サバナグランデ地区、ボリバル

通りのバレンシア地区、アラグア公園のショッピングセ

ンター、アカリグアアモールのジャノ・ショッピングセ

ンター、クラッセ・デ・フロリダが店舗を閉めた。」 

と投稿。 

 

マクドナルドはフランチャイズ方式でベネズエラでは

「Arco Dorado 社（金色の輪）」がフランチャイザー（商

標管理やノウハウを提供する側）として運営している。 

 

「Arco Dorado 社」はここ最近で店舗が減ったことを認

めたが、引き続きベネズエラで事業を継続するとの発表

をしている。 

 

「GOLD 証書は３カ月毎に現金化できる」                  

 

マドゥロ大統領は１．５グラムと２．５グラムの GOLD

証書を購入することにより貯蓄を行う試みについて発

表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.182」８月２７日付

の記事参照）。 

 

このプロジェクトは９月１１日から始まる予定。 

 

８月２９日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、GOLD

証書を購入した者がもし現金化したいと考えるのであ

れば３カ月に一度、GOLD 証書を現金化する機会があ

ると発表した。 

 

 

 

ただし、「現金化できる」のはボリバル・ソベラーノだ

けで、外貨ではもらえないようだ。 

 

「もし購入者が GOLD 証書を現金化したいのであれば

３カ月に一度現金化できる。GOLD 証書はその時の

DICOM レートに応じてボリバル・ソベラーノに変わ

る。」と説明した。 

 

他方、ロドリゲス情報通信相は、現金はあまりお勧めし

ないと補足した。 

 

理由は、「米ドルなど外国通貨は価値の変動が激しい。

一方で GOLD は現物資産で価値が保証されている。」 

ということだ。 

 

「３０回目 DICOM １ドル BsS. ６１．１２」                  

 

中央銀行は第３０回目の DICOM の結果を公表した。 

 

為替レートはドル建てで１ドル Bs.S ６１．１２と、前

回の Bs.S ６０．８５よりも少しボリバル安となった。 

 

なお、並行レートの参考サイト「Dolar Today」の同日

のレートは１ドル Bs.S ８６．４７。 

前回の BsS. ８３．４７から差が開いた。 

 

外貨の割り当て総額は６５万４，３０３．５５ドル。 

前回よりも３０万ドル超増えたことになる。 

 

３６法人に対して５９万２，９３８．６ドルが割り当て

られ、２５０名の個人に対して６万１，３６４．９５ド

ルが割り当てられた。 

割り当て金額が最も多かった法人はスーパーマーケッ

トの「Supermercado Luxor」で１５万ドル、次いで生活

品メーカー「SC Johnson」が１０万ドルの供給を受けた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
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社 会                        

「ブラジル 入国制限の検討で混乱」           

 

８月２９日 ブラジルのテメル大統領がラジオ番組

「Radio Jornal」でベネズエラ人移民の流入に制限をか

ける措置を検討していると発言した。 

 

ラジオでは、毎日７００～８００名ほど入国してくるベ

ネズエラ人の入国数を１００～２００程度に制限した

いと発言していた。 

 

同発言から数時間後、「ブラジル政府にベネズエラ人の

入国を禁止する意図はない。」との声明が出た。 

ただし、この声明ではブラジル政府が入国制限の検討を

辞めたとは認識できない。 

 

ブラジルのベネズエラ国境の町パカライマ市では、８月

１７日にベネズエラ人移民と思われるグループがブラ

ジル人店主を殴打し、金品を強奪したとのニュースを受

けて、ベネズエラ人の難民キャンプをブラジル市民が襲

撃するという事件が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.178」８月１８日付の記事参照）。 

 

ブラジル政府は治安維持部隊を派遣するなど対策を強

化したが、現地住民がベネズエラ移民に抱く脅威と不信

感は消えない。 

 

８月上旬にはロライマ州知事が国境封鎖を行ったが、ブ

ラジル最高裁がこの措置を禁止したこともある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年８月３０日（木曜）              

政 治                        

「アジュップ AD 幹事長 急進野党を非難」        

 

８月に入ってからヘンリー・ラモス・アジュップ AD 幹

事長は急進野党に対する非難を強めている。 

 

特にアジュップ AD 幹事長の息子が PDVSA と裏でつ

ながっているとの報道が流れ、それが野党側からだった

との情報が流れてからアジュップ AD 幹事長が急進野

党を非難し始めた。 

 

アジュップ AD 幹事長はカラカスの「エル・パライソ」

で、急進野党が「野党に爆弾を投下し、政府を太らせて

いる」と糾弾した。 

 

「国際社会は民主的な選挙の実施を求めている。今まで

一度も国際社会がクーデターを呼びかけたことは無い。

大虐殺を通じて国を変えることを訴えた外国政府はい

ない。 

 

しかし、急進野党は選挙での政権交代を否定しているが、

具体的にどのように国を変えるつもりなのかを示して

いない。更に彼らは常に野党を破壊しようとしている。 

 

急進野党は野党に爆弾を投下し、政府を太らせている。

私は彼ら（急進野党）が机の下で政府と利害が一致して

いると考えている。彼らは米国政府の代表だと自分たち

を勘違いしている。」 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
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「野党政治家 政府が犯罪者を外国に送っている」           

 

ペルーに住む野党政治家オスカル・ペレス氏は、ペルー

現地紙「El Comercio」のインタビューに応じ「チャビ

スタがベネズエラ人のイメージを悪くするために外国

に犯罪者を送り込んでいる」と主張した。 

 

なお、オスカル・ペレス氏は非政府団体「在ペルー・ベ

ネズエラ人連合」の代表者で、最高裁判所をヘリコプタ

ーで襲撃し、今年１月に政府に殺害されたオスカル・ペ

レス氏とは別人。 

 

インタビューは、８月２８日にマドゥロ政権が実施した

ペルーからベネズエラに帰国したベネズエラ人８９名

の帰国セレモニーに関する内容が中心（「ベネズエラ・

トゥデイ No.182」８月２８日付の記事「移民問題を巡

り与党、外国の対応分かれる」参照）。 

 

マドゥロ政権はペルーに移住したベネズエラ人がペル

ーで人種差別など冷遇され、ベネズエラに帰国したとの

イベントを実施していた。 

 

 

「Ｑ：最近ペルーからベネズエラに帰国したグループに

ついてどう考えているか？ 

 

Ａ：ペルーからベネズエラに帰国したベネズエラ人の中

には政府に騙されたと感じた人もいたと思う。また、帰

国したベネズエラ人の中にはマドゥロの支持者が混ざ

っていたと確信している。彼らはベネズエラ人がペルー

で通常の人間関係を築くことを妨げようとしている。 

あの飛行機でベネズエラに戻ったベネズエラ人の大半

はマドゥロ政権の差し金だった。 

 

Ｑ：どうして与党支持者ではなかった人も、彼らと一緒

にベネズエラに戻ったと思いますか？ 

 

Ａ：感情的な理由があったと思う。 

また、あのオファーはベネズエラ大使館が行ったものだ。

彼らにベネズエラでの仕事、祖国カード、住居、その他

の便宜供与を図ることを提案した。彼らの飛行機チケッ

トはベネズエラ政府が購入した。 

 

マドゥロ政権はほんのわずかな例外をベネズエラに送

還しただけだ。 

 

私は帰国した８９人のセレモニーを見たが、我々が行う

活動には誰一人参加していなかった。我々の事務所にも

来ていない。 

マドゥロ政権の行ったセレモニーは矛盾している。彼ら

はベネズエラで人権を侵害されたと感じてペルーに逃

げた人々だ。 

 

Ｑ：彼らのことをチャビスタの内通者だと思いますか？ 

 

Ａ：先ほども言ったようにその点については全く疑って

いない。また、政府の支持者であるベネズエラ人が外国

で犯罪を起こしている。 

 

例えば「Tren de Aragua」と言うグループはベネズエラ

政府、特にアイサミ副大統領と深い関係がある。 

またペルー人の対ベネズエラ感情を悪くするような書

き込みをツイッターで拡散し、人種差別を拡大させてい

る。 

 

Ｑ：チャビスタの関与を確認した事件はありますか？ 

 

「Peru Libre」という政党もベネズエラ人への人種差別

を拡散する組織で、マドゥロ政権の支持者だ。彼らの関

係者がベネズエラ大使館のイベントに参加しているの

を度々確認している。また、野党を非難している。また

「Peru Libre」は「Foro de Sao Paulo」という組織に属

しているが、「PSUV」も同組織に加盟している。」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
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彼の言う「Peru Libre」は「Peru Libertario」のこと。 

 

１０月７日のリマ市長選には「Peru Libertario」のリカ

ルド・ベルモント氏が出馬している。同氏の対ベネズエ

ラ政策に関する主張については「ベネズエラ・トゥデイ

No.180」８月２２日付の記事を参照されたい。 

 

経 済                       

「P＆G、Colgate 衛生用品の統制価格で合意」            

 

８月３０日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は生活品を生産する１７社と新価格に合意したと発表。

署名式を行った。 

 

同イベントに参加した会社は「Procter ＆ Gamble」

「 Colgate-Palmolive 」「 Grupo Farma Venezuela 」

「Cacique Maracay」「Alimentos Polar」など。 

 

まだ新価格は官報で掲載されていないが、価格統制の対

象品目として、「石鹸」「歯磨き粉」「トイレットペーパ

ー」「衛生タオル」「洗濯用せっけん」などが含まれてい

る。 

 

「ロイター通信 ペトロは取引されていない」         

 

ロイター通信は、ベネズエラ政府が運営しているデジタ

ル通貨「ペトロ」の調査記事を公開した。 

 

同記事によると、ベネズエラ国内でペトロが使用できる

店舗は確認できず、購入者もほとんどいなかったとして

いる。 

 

また、少数のペトロ購入者の中には、ペトロについて政

府の詐欺だとコメントする者もいれば、米国の金融制裁

で政府がペトロの使用を拡大できていないと米国を非

難する人もいたようだ。 

 

また、ペトロを監督する「デジタル通貨監督局」は存在

自体がナゾ。ロイターは「デジタル通貨監督局」がある

とされる財務省に訪問したが、受付は「まだこの建物に

オフィスは無い」と回答した。 

 

デジタル通貨の専門家は、ベネズエラ政府が発行したペ

トロは１８年５月に２００の口座で２，３００回取引が

されたと分析した。 

 

仮にこの取引が、ペトロの価格（ベネズエラのアヤクチ

ョ産原油価格）通りに取引された場合、１５万ドル相当

の取引があったことになるようだ。 

 

「PETROSUR 設立は債務返済のため」          

 

１８年８月２４日付の官報６，３９８号で、CVP とス

ペインオランダ系の「Inversiones Petroleo Iberoamerica」

が合弁会社「PETROSUR」を組織した。 

CVP は、PDVSA が合弁会社を組織するために使用する

組織。 

 

持ち株比率は「CVP」が６０％、「Inversiones Petroleo 

Iberoamerica」が４０％。オリノコ原油地帯にある Junin

第１０区の開発を行う会社。しかし、Junin 第１０区の

立地は開発に適していない場所のようだ。 

 

経済情報サイト「Bancaynegocios」は、「Inversiones 

Petroleo Iberoamerica」は同４０％を売却することがで

きると言われており、むしろ「Petrosur」の設立目的は

債務の返済を前提としたものだったと報じた。 

 

「Inversiones Petroleo Iberoamerica」は１３年にスペイ

ンで登記され、スペインで登記された当時の業務は不動

産関連だったようだ。その後、１７年４月１９日にオラ

ンダで「 Stichting Administratiekanto o Inversiones 

Petroleras Iberoamericanas (SAIPI)」を設立した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
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今回、CVP と合弁会社を設立したのは「Stichting 

Administratiekanto o Inversiones Petroleras 

Iberoamericanas (SAIPI)」のようだ。 

 

「アーガスメディア」は、オランダ会社の設立は法的所

有者や実質的な利益享受者が誰になるのかを隠すため

と記述、「Stichting Administratiekanto o Inversiones 

Petroleras Iberoamericanas (SAIPI)」と「Inversiones 

Petroleo Iberoamerica」の実質的な所有者は「Repsol」 

のアルフォンソ・コルティナ元社長、ラモン・ブランコ

元副社長だと報じた。 

 

うち、ラモン・ブランコ元副社長は資金洗浄の疑いでス

ペイン当局の調査対象になっている。 

 

ま た 、「 Stichting Administratiekanto o Inversiones 

Petroleras Iberoamericanas (SAIPI)」が所有する主要な

資産は英領バージン諸島にあるとされる「Arazen 

Investments Ltd」だと報じた。 

 

「ブラジル外相 欧米の制裁で支払い不可」         

 

フランス通信社「AFP」は「ベネズエラは南米にとって

の脅威に当たる」というタイトルの記事を公開した。 

 

記事の内容はベネズエラ移民への対策に苦慮する隣国、

ブラジルの状況を記事にしたもの。ベネズエラ政府を非

難する趣旨だった。 

 

その記事の中にブラジルとベネズエラの国境に位置す

るロライマ県の電力供給に関する記述がある。 

ロライマ県の電力はベネズエラの国営電力公社

「Corpoelec」が供給している。しかし、ブラジル側が

Corpoelec 社へ４，０００万ドルの支払い遅延を起して

おり、記事の中で「Corpoelec」がロライマ県への電力

供給を止める懸念があると紹介した。 

 

ブラジルのヌネス外相は４，０００万ドルの支払い遅延

が発生した理由について 

「米国、欧州の制裁によりブラジル政府は４，０００万

ドルを支払うことが出来ていない。」 

と回答した。 

 

この記事自体は大きな注目を集めなかったが、このヌネ

ス外相の発言部分を切り取り、ベネズエラのアレアサ外

相が自身のツイッターで 

「ベネズエラに対する金融ブロックの新たな証拠が公

開された。ブラジルの外務大臣が米国と欧州連合の制裁

のせいで Corpoelec へ４，０００万ドルの債務支払いが

出来ないことを証言した。」 

と投稿。 

 

アレアサ外相のツイッターをきっかけに同内容がベネ

ズエラメディアにも共有された。 

 

社 会                         

「カラカス ２日連続で停電」              

 

８月２９、３０日と首都カラカスで２日連続の停電が起

きている。 

 

３０日は午前１１時２５分ごろから「ボレイタ地区」「チ

ャカオ地区」「アルタミラ地区」「ロス・パロス・グラン

デス地区」「カティア地区」「エル・パライソ地区」など

かなり広い地域で停電が起きた。 

他、バルガス州でも停電の影響があったようだ。 

 

３０日にモタ・ドミンゲス電気エネルギー相は停電の理

由について、「昨日（２９日）にミランダ州サンタ・テ

レサ・デル・トゥイにて切断された電力ケーブルを修理

したが、うまく修理できていなかったためだ」と説明し

た。 
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一部地域では３０分程度で電力が復旧したが、復旧に時

間がかかっている地域も確認されている。 

 

前日の８月２９日も午後１５時頃から停電が起きてお

り、カラカス地下鉄は電力停止により一時稼働が停止し

た。 

 

「投機で１３１名逮捕、PDVSA 元役員懲役６年」              

 

ウィリアム・サアブ検事総長は、商品価格の不当な値上

げ、買い占め、在庫の出し惜しみなどを理由に直近の１

週間で１３１名を逮捕したと発表した。 

逮捕された１３１名のうち９２名は拘束、２９名は執行

猶予となっている。 

 

「我々は積極的に店舗を視察し統制価格が決まった２

５品目の食料品の不当な値段つり上げをコントロール

している。」と説明した。 

 

また、元 PDVSA の原油輸出部門の部長を務めていた

Nelida Izarra 氏に対して、５年８カ月の禁固刑が命じら

れたと発表した。 

 

罪状は、自身の役職を利用して原油の輸出価格を操作し、

PDVSA に４８億ドルの損失を与えたこと。 

 

サアブ検事総長は今回の不正行為にはラファエル・ラミ

レス元 PDVSA 総裁、ベルナルド・モマー氏、イライマ・

スレネ氏。ラリアナ・テレサ・セルパ氏も関与している

が、彼らは外国へ逃亡し逮捕を逃れていると訴えた。 

 

なお、今回５年８カ月の禁固刑を宣告された Izarra 氏は

１７年１２月に逮捕された。当時、ラミレス元 PDVSA

総裁は同氏の無実を主張していた。 

 

以上 

 

 

 


