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（写真）第一正義党（PrimeroJusticia）ツイッター ”フランス議長と国会へ入るフリオ・ボルヘス議長“ 

 

２０１７年９月４日（月曜） 

 

政 治                   

  「ボルヘス議長ら マクロン大統領と会談」 

「大統領 国連人権委員会への出席取りやめ」 

  「非政府組織 パレルモ条約の適用を申請」 

  「エレラ制憲議員 委員長を辞退」 

  「ボルヘス国会議長 法王に人道支援呼びかけ」 

経 済                   

  「PDVSA が輸入した潤滑油はキューバへ輸出」 

  「メリダ州 １０００種類のアイス屋閉店」 

社 会                   

「ミス・ベネズエラ２４名の候補者決定」 

２０１７年９月５日（火曜） 

 

政 治                   

  「ボルヘス国会議長 ラホイ首相らと会談 

～欧州連合で制裁を求める～」 

  「レオポルド・ロペス党首の妻 出頭延期」 

  「野党 １９州でプレ選挙」 

  「コロンビア記者 賄賂で政府批判を要求か」 

経 済                   

  「大統領 Chevron 代表と面談」 

  「経済対策を近日中に発表」 

社 会                   

  「PDVSA 汚職容疑で９名逮捕」 
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２０１７年９月４日（月曜）             

政 治                       

「ボルヘス議長ら マクロン大統領と会談」       

 

９月４日からボルヘス国会議長とゲバラ国会第一副議

長が欧州を回り、各国代表らと会談している。 

 

まず両名は９月４日にフランスでマクロン大統領とフ

ランス議会代表と会談した。 

 

ボルヘス国会議長は今回の欧州訪問の目的について、ベ

ネズエラへの人道的支援を求め、速やかに平和的な解決

を求めることが目的。と説明した。 

 

ボルヘス議長らは９月４日（月曜）午前中にフランスの

国会議長ヘラルド・ラチェル氏と会談した。 

 

ラチェル氏から 

「あなたは民主主義を守るために戦っている。民主的な

国会は独裁政権と戦うための最も強力な存在だ。国会は

合法的な組織である。」と評価された。 

他、フランス国会の外交政策委員会とベネズエラ国会と

の間に共同グループを作ることを決定した。 

 

また、ボルヘス議長とゲバラ第一副議長はマクロン大統

領とも会談し、マクロン大統領から、国会は民主的な手

段で選ばれた合法的な組織との評価を受けた。 

 

ボルヘス議長は、同会談の後にツイッターで 

「マクロン大統領は欧州各国と協力し、ベネズエラに対

して食料品や医薬品を出来るだけ早く送ることを約束

してくれた。人道的支援の扉が開かれた。 

我々は数年前からベネズエラ政府に対して人道的支援

を求めるよう要求し続けたが、ついに形にすることがで

きた。」と投稿した。 

 

なお、当初はボルヘス国会議長とリリアン・ティントリ

氏が欧州を回る予定だったが、ティントリ氏は国外出国

を禁止されているため、代わってゲバラ国会第一副議長

が欧州を回っている。 

 

 

（写真）野党連合ツイッターより抜粋 

 

「大統領 国連人権委員会への出席取りやめ」         

 

９月１１日に国連人権理事会はベネズエラの人権侵害

状況について議論をする予定だ（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.27」８月３１日記事参照）。 

 

本件について同理事会のスポークスマンであるローラ

ンド・ゴメス氏は、「９月１１日の理事会に、ベネズエ

ラ政府外交団が参加し、マドゥロ大統領が同日午前中に

演説する意向を口頭で聞いている。」とコメントした。 

 

しかし、この発表後に国連の人権理事会より、マドゥロ

大統領は参加せず、アレアサ外相が参加することになっ

たと訂正の発表がなされた。なお、ベネズエラ政府側か

らは大統領が出席しなくなった理由は明らかにされて

いない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1665ba0d154d5b6a088745d770db1a84.pdf
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「非政府組織 パレルモ条約の適用を申請」                 

 

非政府組織インターアメリカン・インスティトゥートの

サンチェス・ベルサイン代表は、ヌエボヘラルド紙の取

材に対して、 

 

「マドゥロ政権は犯罪組織を形成している。パレルモ条

約を適用させることで「国際的な組織犯罪」としてマド

ゥロ政権を倒壊させるための申請手続きを進めたい。」

とコメントした。 

 

パレルモ条約の詳細については外務省のサイトを参照 

「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」 

 

私はパレルモ条約の専門家ではないが、上記説明を読む

限りではパレルモ条約は「国際的な人身売買」「重火器

の不正取引」「密入国の防止」「薬物の国際取引防止」 

「資金洗浄」などが主眼となっており、政治的な目的で

の適用は想定されていないように見える。 

 

一方で、麻薬取引と資金洗浄のテーマについては、報道

でも度々注目されているため、パレルモ条約の適用につ

いては、ベネズエラ政府が麻薬取引や資金洗浄に組織的

に関わっていると確定できるかがカギになるのだろう。 

 

「エレラ制憲議員 委員長を辞退」             

 

制憲議会はテーマごとに委員会を組織する。 

 

与党のベネズエラ社会主義統一党（PSUV）に所属し、

現在制憲議員を務めるエアレ・エレラ制憲議員は、自身

のテレビ番組で制憲議会の「多様性と容認、平和的な共

存委員会」の代表を辞退することを発表した。 

 

辞任の理由について、 

 

 

「記者のエレアサル・ディアス氏とミゲル・サラサル氏

は「制憲議会の委員会代表は組織内の議論ではなく、指

名で決められている。」との制憲議会の官僚主義を批判

する記事を投稿した。私はこの記事に同意する。 

 

５４５名の制憲議会議員には多くの素晴らしいアイデ

アがあり、新しい概念を取り入れる必要があるので私は

制憲議会が定めた手続きに沿って「多様性と容認、平和

的な共存委員会」の代表職を辞任する。」 

と説明した。 

 

エレラ議員は故チャベス元大統領を最初から支持し続

けた古株の政治家。 

現在も PSUV に所属するが、マドゥロ政権に代わって

から露出が減っている。 

 

「ボルヘス国会議長 法王に人道支援呼びかけ」         

 

フランシスコ法王が９月６日（水曜）～１０日（日曜）

までコロンビアに滞在する（「ベネズエラ・トゥデイ

No.28」９月１日記事参照）。 

 

フリオ・ボルヘス国会議員は、フランシスコ法王に対し

て、現状の問題を訴える文章を送った。 

 

「我々はこれまで起きたことのない深刻な人権侵害に

直面している。非営利団体の調査では１週間に４人の子

供が栄養失調で亡くなっている。食料不足率は９０％で

１００万人を超えるベネズエラ人が悲惨な状況から逃

れるため国境を越えている。 

 

この凄惨な状況は力で統治しようとする既存のシステ

ムによるもの。最近ではチリの慈善団体がベネズエラの

悲惨な状況を緩和させるため、食料品や医薬品を送ろう

としているが、権力にしがみつく者たちがそれを拒んで

いる。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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国民はゴミをあさり、子供は医薬品がないことで亡くな

っている。また若者は職を探すため国外に脱出した。 

 

空腹と病気は政策の失敗によるものだが、政府は人道支

援を認めず、国民を犠牲にしてでも権力に留まるつもり。 

彼らの姿勢は多くの国から非難されている。 

強情な政権は国会を否認し、事実上解散させている。こ

の非民主主義的な姿勢が国民の自由と将来を奪い、問題

を深刻化させている。」 

 

ボルヘス国会議長は、フランシスコ法王に人道的な支援

を国際社会に求めてほしいと発言した。 

 

経 済                       

「PDVSA が輸入した潤滑油はキューバへ輸出」          

 

ベネズエラ労働組合のイバン・フレイテス氏は、 

「国内で深刻な燃料不足の問題があるが、潤滑油はキュ

ーバに横流しされている。 

先週、ファルコン州のカルドン製油所にオランダから７

万バレルの潤滑油が到着した。しかし、２．２万バレル

はすぐにキューバに輸送された。同じようなことはこれ

まで何度も起きている。」と非難した。 

 

またフレイテス氏は、カルドン製油所がトルエンなど精

製に必要な輸入材料が不足しており、精製が滞っている

ことも明らかにした。 

 

「メリダ州 １０００種類のアイス屋閉店」        

 

メリダ州は観光地としてベネズエラ国内では知られて

いる。１，０００種類のジェラートを販売する店として

ギネスにも認定された「HERADERIA COROMOTO」

はメリダ観光の行き先の一つとしてとても有名。 

日本人駐在員でもメリダ観光をした際には訪れたこと

のある人も多いだろう。 

 

しかし、ベネズエラの経済状況が悪化し、物不足が深刻

化する中で同店舗を閉めることになった。店主は「材料

が高いだけでなく、牛乳や砂糖などジェラートを作るた

めの原材料を調達できない。」と閉鎖の理由を説明した。 

 

 
 

社 会                       

「ミス・ベネズエラ２４名の候補者決定」          

 

経済状況が厳しい中でもミス・ベネズエラのコンテスト

は継続されるようだ。 

同コンテストのオーガナイザーとして知られるオスメ

ル・ソウサ氏は民放ベネビシオンで最終選考に残った２

４人の候補者を紹介した。 

 

各州を代表するベネズエラ人女性は９月１６日に正式

に紹介され、１１月９日にミス・ベネズエラが発表され

る予定だ。 

 

（写真）ミス・ベネズエラ公式サイト 
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２０１７年９月５日（火曜）             

政 治                       

「ボルヘス国会議長 欧州で各国代表と面談       

   ～ラホイ首相 欧州連合で制裁を求める～」        

 

フランスでマクロン大統領らと会談した野党団は翌９

月５日にスペインでラホイ首相および同国の国会議長

と会談した（９月４日のフランス訪問については「ボル

ヘス議長ら マクロン大統領と会談」参照）。 

 

フランスの行程とほぼ同じで、一行はスペイン国会にて

アナ・フリアン国会議長と面談した。 

フリオ・ボルヘス議長は、アナ議長からベネズエラ国会

を支持するとの言葉をもらい、ベネズエラの深刻な状況

について連帯を示してもらった。とコメントした。 

 

一行は、ラホイ首相とも会談した。 

その会談の際にラホイ首相は「欧州連合がベネズエラの

状況に圧力をかけるため、政府関係者に対して個人制裁

を科すよう働きかける。」と約束した。 

 

翌６日にはドイツのメルケル首相、７日には英国のメイ

首相と会談する予定になっている。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス氏 Twitter 投稿写真を抜粋 

 

「レオポルド・ロペス党首の妻 出頭延期」           

 

野党外交団が欧州を訪問する一方で、リリアン・ティン

トリ氏は９月５日に裁判所への出頭を命じられていた。 

 

ティントリ氏の弁護人は検察庁の書類不備が原因で延

期されたと説明した。同弁護士によると、検察庁は、前

もって事件の内容と想定される刑事罰について書面で

説明しなければいけない。 

加えて、２億ボリバルの現金を所有することは犯罪では

ない。とコメントした。 

 

現地紙 EL COOPERANTE によるホエル・ガルシア弁

護士への取材によると、リリアン・ティントリ氏を罪で

裁くためには、不法な手段により現金を入手したことを

検察庁が証明することが必要になる。 

検察庁がそれを証明できなければ罪に問うことは出来

ない。と説明した。 

 

また現在、調査対象となっている BOD 銀行の２名につ

いて、仮に銀行の通常業務以外の活動として、ティント

リ氏に現金を渡していた場合は罪に問われることにな

る。ともコメントした（BOD 銀行職員の逮捕について

は「ベネズエラ・トゥデイ No.28」９月２日記事参照」）。 

 

また、BOD 銀行は今回の事件について「BOD 銀行では

平均で一日３０億ボリバルの現金を引き出しており、大

金の引き出しを求めるケースは普通にある」と公式な文

章を公表している。 

 

「野党 １９州でプレ選挙」              

 

９月５日 野党連合のフランシスコ・カストロ氏は９月

１０日に行われる州知事選プレ選挙の最新状況につい

て説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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当初、アンソアテギ州、ヌエバエスパルタ州を除く全国

２１州で投票を行う予定だったが、バルガス州とカラボ

ボ州も候補者が１名に絞られたため１９州でプレ選挙

が行われることとなった。 

投票会場は全国に９７７カ所、３，１１０の投票机が設

置される。 

 

なお、主要な州の出馬議員を紹介すると、 

 

ミランダ州は 

・ホセ・ルイス・ロドリゲス氏（写真左） 

・カルロス・オカリス氏（写真右） 

の２名で争われる。 

    

 

普通に考えれば、スクレ市長オカリス氏が勝利する可能

性が高いが、オカリス氏はスクレ市の治安を十分に抑え

ていないと政府に圧力をかけられていた。州知事選への

参加を拒否される可能性も否定できない。 

 

スリア州は 

・エルビン・ロサレス氏 

・フアン・パロブ・グアニパ氏 

の２名で争われる。 

 

エルビン・ロサレス氏はマニュエル・ロサレス元スリア

州知事（新時代党の党首）の妻。新時代党はスリア州で

基盤が強く、普通に考えればエルビン・ロサレス氏が勝

利するだろう。 

 

ララ州は 

・ヘンリー・ファルコン氏 

・ルイス・フロリダ氏 

の２名で争われる。 

 

ヘンリー・ファルコン氏はララ州の現知事で勝利する可

能性が高いが、再選を望ましく思っていない野党連合か

らはファルコン氏への批判の声も出ている。 

 

他の州の候補者も野党連合の Twitter から確認できる。 

「野党連合 公式ツイッター」 

 

「コロンビア記者 賄賂で政府批判を要求か」         

 

９月５日 テレスール（ベネズエラ、ブラジルなど各国

政府共同出資の報道会社）は、コロンビアの１チャンネ

ルで記者クラウディア・カノ氏がベネズエラ警察諜報部

（SEBIN）のエドガー・セビジャ氏に対して２，８００

ドルを支払うことの見返りに、警察が報道関係者へ暴力

を働いており、カベジョ議員らが麻薬取引に関わってい

ると告発するよう要求した、と報道した。 

 

テレスールは、証拠として同２名が電話で会話している

音声記録を紹介している。 

なお、この音声記録によれば、エドガー・セビジャ氏は

カメラの前で虚偽の発言をすることは気がすすまない

と答えている。 

 

この報道について、クラウディア・カノ氏はツイッター

で私は支払いなどしていないと否定している。 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/unidadvenezuela
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経 済                        

「大統領 Chevron 代表と面談」            

 

９月５日 マドゥロ大統領は米国制裁後の PDVSA 事

業継続の在り方を検討するため、シェブロンのクライ・

ネフ氏（アフリカおよびアメリカ代表）と面談した。 

 

会合にはアイサミ副大統領とネルソン・マルティネス

PDVSA 総裁、リカルド・メネンデス企画相、アリ・モ

シリ氏（Chevron 執行役員顧問）も同席した。 

 

Chevron は PetroBoscan、Petropiar の合弁会社を持っ

ている。 

会合の内容について具体的な情報は公開されていない。 

 

 

（写真）大統領府 報道写真 

 

「経済対策を近日中に発表」               

 

マドゥロ大統領は、９月１日には何らかの経済対策を公

表すると発言していたが、同日は特に目立った経済関係

の発表はなされなかった。 

 

まずは９月１日にさかのぼり最低賃金および法定福利

の上昇が発表されると考えられている。 

 

制憲議会の経済委員会代表エドゥアルド・ピニェト議

員は「２週間前に経済委員会が始まってから議論が進

展している。よりしっかりとした行動がとれるように

委員会内で合意を形成している。近日中に経済対策が

公表されるだろう」と発言した。 

 

８月３１日（木曜）にはマドゥロ大統領も出席して制

憲議会の経済委員会の会合が開催されている。 

 

同会合では、物価の加速を抑えることを一番の目標にす

るとの意見で一致している。また、インフレを抑えるた

めには並行レートをコントロールする方法を考えなけ

ればいけないとの議論が出ている。 

 

オーランド・カマチョ経済委員会副委員長は価格統制の

見直し、国内生産を振興するための税制優遇措置、原材

料を輸入できる仕組みづくりが必要と発言していた。 

 

社 会                        

「PDVSA  汚職容疑で９名逮捕」            

 

ロイター通信は PDVSA 西部地域の元役員グスターボ・

マラベ氏と他８名の PDVSA 職員を逮捕したと報じた。 

 

内部情報によればマラベ氏は９月４日（月曜）にコロン

ビア国境に近いスリア州で逮捕されたとのこと。 

 

サアブ検事総長は PDVSA との１０社の取引（１２契約）

で汚職行為が確認されていると発言している。 

 

昨年野党多数の国会でラファエル・ラミレス氏が

PDVSA総裁職に就いていた２００４年～２０１４年に

汚職で１１０億ドルが無くなったと発言している。 

 

以上 

 


