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（写真）野党連合（MUD） 交渉中止の理由を説明する野党連合ルイス・フロリダ議員 

 

２０１７年９月２７日（水曜） 

 

政 治                   

  「与野党の対話再開に関する姿勢 

～再開のカギは州知事選の野党候補の変更～」 

  「与党 中国共産党と協力合意を締結」 

経 済                   

  「トリノ ８月のインフレ率は２８．５％」 

  「自動車塗料会社 倒産を発表」 

  「医薬品業界 約１年 DIPRO で外貨得ていない」 

社 会                   

「検察庁 CADIVI に関わる汚職者を逮捕」 

「外国人の出入国費用は外貨払いに変更」 

２０１７年９月２８日（木曜） 

 

政 治                   

  「米国議会 ベネズエラへの人道支援を承認」 

  「ドミ共外相 今週中の合意再設定を望む」 

  「亡命最高裁判事 並行最高裁を発足」 

経 済                   

  「プエルトラクルス製油所 ６７周年」 

  「ベナルム、アルカサなどで抗議行動」 

  「トルコ、ロシアの直行便を検討」 

  「金４７５キロを中央銀行に売却」 

社 会                   

「内務省 逃走班公開サイトの開設を発表」 
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２０１７年９月２７日（水曜）             

政 治                       

「与野党の対話再開に関する姿勢            

  ～再開のカギは州知事選の野党候補の変更～」     

 

（同記事の内容は２７日、２８日の２日間に渡る交渉に

関する報道を要約したもの） 

 

９月２７日はドミニカ共和国で与野党が対話再開に向

けた交渉を行う予定だったが、前日に野党より交渉に参

加しない旨が発表された（「ベネズエラ・トゥデイ No.38」

９月２６日付の記事参照）。 

 

同発表を受けて与野党が双方に意見を表明している。 

 

９月２８日、野党連合は自身のサイトに「ベネズエラ国

民への約束」と題した声明を発表した。 

 

野党連合はベネズエラ国民、国際社会への約束を果たす

ために改めて宣誓する。 

 

1. 国民生活の質を向上させ、民主主義国としてあるべ

き自由を取り戻すため、戦い続けることを確認する。 

2. この目的のために全国で憲法秩序の再開を求める

ための圧力を続ける。 

3. ベネズエラ政府が仕掛ける政治的な障害を取り除

いた場合、ドミニカ共和国での交渉を再開する。 

4. ベネズエラ国民に対して時期を逸することなく交

渉の進展、後退、中止について報告する。 

5. ベネズエラの問題に協力の姿勢を示してくれてい

るドミニカ共和国および国際社会に対し感謝する

とともに、野党連合が交渉への参加意思があること

を示す。 

 

なお、この声明では政府が具体的にどのような条件を順

守していないのかが明示されていない。 

ルイス・フロリダ議員は９月２６日に「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。」と説明し

ている。 

 

一方、与党の交渉団（ホルヘ・ロドリゲス・リベルタド

ール市長、デルシー・ロドリゲス制憲議長、ロイ・チャ

ダートン元米州機構大使）は２７日にドミニカ共和国に

到着した。ホルヘ・ロドリゲス市長は、報道陣に対して

野党内で決定的な分断が起きているのが交渉停止の理

由と説明した。更に９月１２日から２７日にかけて与党

は双方の合意を得るために野党との交渉を毎日続けて

いる。と語った。 

 

また、第２回目の交渉の議題は 

1. 平和への合意 

2. 自国主権合意。つまり、ベネズエラの国内問題は、

外国から介入されること無く、自国で解決する。 

3. 明確な選挙スケジュール 

上記３点が主なテーマだったとコメントした。 

 

２８日夜、国際報道局テレスールの記者モニカ・ビスタ

リ氏は自身のツイッターで、以下の通り報告している。 

 

「与党の交渉団は、対話の障害を克服するための計画書

を送ったと発表した。交渉を妨げる要因は 2 点。１点目

は野党連合の分裂、２点目はマイアミからの交渉を中止

せよとの要請。彼らはベネズエラ国内に暴動を起こす意

思がある。ホルヘ・ロドリゲス市長は、これらの障害は

近いうちに取り除かれると信じている。野党連合の返答

を待っている。」 

 

一方、野党が交渉を停止させた最も大きな理由は州知事

選の野党候補者が変更できないことだとの噂がある（詳

細は「ベネズエラ・トゥデイ No.34」９月１５日（CNE 

州知事選の投票画面を公開）参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
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「与党 中国共産党と政治的な関係強化を合意」         

 

９月２７日 制憲議会のアダン・チャベス国際関係委員

会代表議員は、中国大使と面談し、二国間の更なる発展

で協力することで合意した。 

 

中国大使は、ベネズエラは引き続き我々の戦略的同盟国

と位置付けており、米国からの介入への連帯の意を示す

とした。 

 

同会合で、ベネズエラ与党のベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）と中国共産党は、両政党のこれまでの経験を

共有し、政治家の教育部門で協力関係を強化することで

合意した。 

 

アダン・チャベス議員は 

「米国からの内国干渉行為からベネズエラを守る。制憲

議会を通じて平和と自国主権を維持する。」と伝えた。 

 

また、チャベス議員は中国とベネズエラは今年で外交関

係が始まって４３年になるとも発言している。 

 

 

（写真）アダン・チャベス議員ツイッター 

“中国 Zhao Bentang 大使との面談” 

 

 

 

 

経 済                       

「トリノ ８月のインフレ率は２８．５％」          

 

米国投資会社トリノ・キャピタルのフランシスコ・ロド

リゲス氏は１７年８月のインフレ率が２８．２％であっ

たと分析した。 

１６年８月から１２カ月でのインフレ率は７０３．５％

に達していることになる。 

 

また、１７年１月～７月までの７か月間の平均インフレ

率は１８．８％であったのと比較すると８月の２８．

２％は大きな上昇であり、インフレが加速していること

に警戒感を示した。 

 

今後４カ月（９～１２月）のインフレ率が２７．５％だ

と仮定すると２０１７年の年間インフレ率が１，０２

８％に達すると分析している。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.38」では CENDAS-

FMV の家計調査を報告した。 

同団体は１７年８月のインフレ率は先月比４３．８％だ

ったと予測している。 

同団体が発表している１７年１月～７月までの平均イ

ンフレ率は１５．６％だったため、トリノの調査と同様

に８月にインフレがより加速している点で一致してい

る。 

 

「自動車塗料会社 倒産を発表」             

 

自動車塗料を製造、販売する米国企業アクサルタ・コー

ティング・システムズ社（ベネズエラ）が、９月２５日

に操業を停止した。操業停止の理由は国内の経済の低迷

により、事業継続が不可能になったため。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54bcdc8647d3b552c1b3f3c9187b8ce0.pdf
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同社は月間３０万ガロンの自動車塗料を製造する工場

をカラボボ州に有しているが、０８年から国内の自動車

生産が落ち込み２０１６年は年間３４万ガロン（工場稼

働率１０％未満）しか生産していなかった。 

 

従業員への操業停止の発表はメールで発表された。また、

２５日（月曜）の午後７時に解雇にかかる退職金を支払

う旨を伝えた。 

 

全国商工会議所の１７年５月の発表によると、この１０

年間で５０万社が倒産した。また、全国労働組合の試算

では２０１６年から７５万人以上の従業員が経済停滞

により職を失ったと発表している。 

 

「医薬品部門 約１年 DIPRO で外貨を得ていない」         

 

ベネズエラ全国医薬品団体（Cefar）のティト・ロペス代

表は、医薬品製造業はこの１１カ月の間、DIPRO（１ド

ル１０ボリバルの固定両替レート）で外貨を受け取って

おらず生産が低迷していると発言した。 

 

この数カ月の間、医薬品産業は DICOM で外貨を入手

しており、製造コストは４，０００％増加している。 

 

いくつかの医薬品は国内で生産しているが、原材料は輸

入しなければならない。よって、医薬品の価格は４～７

万ボリバルのものもある。とはいえ、国際標準価格と比

較すれば十分に安い。 

 

９月２６日には Cefar とラモン・ロボ経済担当副大統領

らが医薬品の新しい価格を決定するため会合を開いた。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「検察庁 CADIVI に関わる汚職者を逮捕」          

 

９月２７日 サアブ検事総長は外貨管理制度に関連す

る汚職で２名を逮捕し、５名に逮捕命令を出していると

発表した。 

 

サアブ検事総長は、調査は検察庁と最高裁が共同で行っ

たもので、CADIVI/CENCOEX の外貨割り当て実績を

過去数年にわたり調べたと説明した。 

 

２名の逮捕者はミゲル・エスピノサ氏とアンドレス・ダ

ニエル・エスピノサ氏で両者は葬儀および葬儀関連サー

ビスを行う Bates Hill 社のオーナー。 

同社はパナマに子会社があり、パナマに資金を送ってい

たと推測されている。また、その後両名が所有する２５

以上の関係会社に資金を分けている。 

 

Bates Hill社は化学品の輸入で外貨管理委員会（CADIVI）

に輸入外貨割り当てを申請している。この化学品の見積

書が１キロ当たり６２５～６５０ドルで申請されてい

るが、実際は１キロ０．５～５ドルで購入できる商品だ

ったことが判明した。 

ベネズエラの外貨管理委員会 CADIVI は１１年～１４

年の間に、Bares Hill 社に１７２万ドルを清算している。 

 

サアブ検事総長は外貨管理制度に関わる違法行為で得

たドルは本国に送金させることを改めて主張した。また、

このような異常な金額での申請は CADIVI の内部に共

謀者がいなければ不可能であるとの見解も示している。 

 

他に Magma Mineral グループ社の役員ウォルター・リ

バス氏に逮捕命令を出している。同社が登記されている

住所から同社がペーパーカンパニーであるとの容疑が

かけられている。 
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他、ウォルター・リバス氏が所有する２社の捜索に入っ

たが、逮捕できず現在指名手配をかけている。CADIVI

は０８年～１１年にかけて９００万ドルの外貨を清算

している。 

 

また、Cooperativa Fortezza de Brazo RL 社も１１年～

１３年の間に２，８００万ドルの外貨を清算しており、

この清算で違法行為の疑いがあるとしてエリサル・テハ

ダ氏、ホセ・ロサル氏、ラウラ・ムニェス氏、パオロ・

ガネサ氏、イサベロ・ポルタ氏に逮捕命令を出している。 

 

また、ルイサ・オルテガ元検事総長はこれらの汚職行為

を見逃していたと現職中の彼女の対応を非難した。 

 

「外国人の出入国費用は外貨払いに変更」         

 

９月２２日付け官報第４１，２４２号が公布された。 

 

同官報の政令３．０９０号で、移住者あるいはトランジ

ットステータスの外国人以外はベネズエラの法制度に

従い、出入国にかかる書類手続きを米ドルで支払う必要

がある（第３条）。と決まった。 

 

適用される為替レートは中央銀行が定めている現在有

効な為替とする（第４条）と書かれており、具体的に

DIPRO なのか DICOM なのかは明記されていない。 

 

また、書類の支払いは国営金融機関を通じて支払うこと

と定められている（第５条）。 

 

同政令は発行同日から有効になるとされており、すでに

有効ということになる。 

 

オリジナルの政令は以下のサイトで確認できる。 

「DecretoNo.3090 外国人の出入国にかかる書類手続

きの支払いを外国通貨とする政令」 

 

２０１７年９月２８日（木曜）             

政 治                       

「米国議会 ベネズエラへの人道支援を承認」        

 

９月２８日 米国議会の対外政策委員会はベネズエラ

に対して食料、医薬品など人道的支援を送る計画を承認

した。今後、米国議会で正式に議論にかけられることに

なる。 

 

仮にマドゥロ政権がこの人道的措置を拒んだ場合は、国

連の米国大使は、ベネズエラへ人道支援を送るべきか国

連で加盟国に承認を求めるようだ。 

 

この法案を起草したエルオット・エンゲル議員は、今回

の人道支援の具体的な手段を検討するために９０日間

の検討期間を設けると説明している。 

 

また、この法案ではベネズエラ政府関係者が麻薬取引や

汚職に関わっているかどうかの調査レポートを１８０

日以内に議会へ報告するよう米国政府に求めている。 

 

また、ベネズエラ国軍のロシア、中国、キューバ、イラ

ンとの協力関係についてもレポートで報告するよう求

めているようだ。 

 

「ドミニカ共外相 今週中の合意再設定を望む」           

 

ドミニカ共和国のミゲル・バルガス外相は 

「政府与党と野党の交渉団が今週中にサント・ドミンゴ

で民主的で平和な解決策を探るための交渉を再開する

と確認している。正確な日付は追って発表する。」と発

言した。 

 

現状を客観的に考えると本号の「与野党の対話再開に関

する姿勢」で述べた州知事選の野党候補を変更できない

限り、今週中に交渉が再開するのは難しそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/GO41242.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/GO41242.pdf
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発言の真意は不明だが、可能性は３つ。 

 

１つ目は、バルガス外相が極めて楽観的な性格である。

２つ目は、水面下で交渉再開の道筋がついている。 

３つ目は、国際社会が交渉の再開を望んでいるのに野党

が交渉の再開を拒み続けている印象を国際社会に植え

付けたい。 

 

ドミニカ共和国は元々与党寄りの姿勢であることを踏

まえると３点目の可能性が高く、本来は今週中に交渉が

再開する目途などついていないのではないか。 

 

いずれにせよ、カギは州知事選の野党候補者の修正だろ

う。 

 

「亡命最高裁判事 並行最高裁を発足」         

 

９月２０日 米国、コロンビア、チリでベネズエラ最高

裁判所を発足する旨の書類が同時に署名されているこ

とが判明した。 

 

野党多数の国会に承認された判事で国外に亡命した者

が作成している（国会に判事が承認された当時の報道

は「ベネズエラ・トゥデイNo.10」７月２１日付の記

事参照）。 

 

同書類では最高裁判所の憲法法廷代表はミゲル・アン

ゲル・マルティン・トルタブ判事、副代表がアントニ

オ・マルベル判事、第二副代表がラファエル・マトス

判事としている。 

 

この裁判所は１０月にワシントンの米州機構で正式に

発足するようだ。 

 

 

 

 

経 済                       

「プエルトラクルス製油所 ６７周年」         

 

（国営新聞社コレオ・デル・オリノコ記事） 

 

プエルトラクルス製油所が稼働から６７年を迎えた。 

同製油所の精製能力は日量１８．１万バレル。DA1、

DA2、DA3 の蒸留施設があり、ベネズエラ国内からア

ナコ・ワックス、サンタバーバラ、メサ、レオナ、メレ

イという種類の原油を受け入れている。 

 

オペレーション部門の従業員は３６８名。作業員は精製

にかかる７つのプロセスと１０種類のサービス部門に

分かれている。 

 

現在、製油所の近代化計画 Deep Conversion プロジェ

クトが進められている。オリノコ流域の超重質油を改質

するために開発されたベネズエラの技術 HDHPLUS が

用いられている。 

この計画により日量２１万バレルの超重質油を精製で

きるようになる。同計画は韓国、中国、日本との同盟に

より進んでいる。 

同施設は１９４８年に稼働を開始している。当時の精製

能力は日量４．４万バレル、その後１９５７年に新たな

蒸留施設が完成し、精製能力が日量９万バレルまで増加。

その後も拡張を続けて現在に至っている。 

 

（写真）国営新聞社 プエルトラクルス製油所 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
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「ベナルム、アルカサなどで抗議行動」                

 

９月２８日 アルミニウム精錬会社ベナルムで労働争

議が起きた。 

 

抗議者の訴えはベナルムのエドゥアルド・スレタ・ラウ

セオ社長の解任と適正な給料の支払い。 

 

ベナルム以外にアルカサ、バウシリウムの労働者も抗議

行動を行い工場への侵入経路を封鎖した。 

 

抗議運動は労働者の総会にて全会一致で決まった。軍人

による経営を拒否することが目的だとアメリコ・デ・グ

ラシア議員がツイッターに投稿している。 

 

 

（写真）アメリコ・デ・グラアシア議員ツイッター 

 

「トルコ、ロシアの直行便を検討」                

 

２０１７年１１月２３日～２６日にかけてマルガリー

タ島で「ベネズエラ国際観光展（Fitven）２０１７」が

開催される。 

 

アリ・パドロン観光省次官は、同イベントに合わせてベ

ネズエラ政府は、トルコ・ロシアへの直行便の運航開始

を検討していると発表した。 

 

「ロシアの Aeroflot はすでにハバナ、サント・ドミンゴ

などラテンアメリカで運航している。 

現在カルロス・ファリア氏（元経済担当副大統領）を窓

口にロシアと交渉を進めている。」 

と補足した。 

 

なお、ベネズエラ航空会社団体のウンボルト・フィゲロ

ア氏によると、２０１３年は３３の国際線航空会社が運

航していたが、現在は１１社しか運航していないとのこ

と。 

 

一方で、現在稼働している航空会社はそれなりに事業継

続が出来る状態で、国際便はしばらく減らないのではな

いかとの見解を示した。 

 

ただし、イベリア航空は乗組員の安全を確保するため、

カラカスで一泊しなければいけない運航スケジュール

の変更を検討している。と補足した。 

 

「金４７５キロを中央銀行に売却」                

 

９月２８日 ビクトル・カノ鉱業環境・エコロジー相は、

ボリバル州のエル・カジャオ地区から４７５キロの金が

中央銀行に引き渡されたと発表した。 

 

今回の引き渡しにより直近の６カ月間で４，００７キロ

が中央銀行に売却されたことになる。 

 

４トンを超える金が中央銀行に売却されたのは２００

９年以来のことだとプロジェクトの進展を訴えた。 

 

政府は小規模鉱業事業者と提携して活動を進めており、

オリノコ鉱物地域には２．５万人の労働者が金の採掘活

動に従事しているとのこと。 
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社 会                       

「内務司法平和省 逃走班公開サイトを開設」      

 

ネストル・リベロ―ル内務司法平和相は「Los Mas 

Busdados」というウェブサイトを立ち上げたと発表し

た。 

 

同サイトでは誘拐、殺人など重大犯罪を行い、逮捕され

ていない容疑者２３６名の顔写真と身分番号などのプ

ロフィール、犯罪内容が掲載されている。 

 

最初に掲載されている人物は「オスカル・ペレス元

CICPC 捜査官」。同氏は６月２７日に内務司法平和省の

ヘリコプターを強奪し、最高裁判所を攻撃した。 

 

 

 

 

 

 

この発表の場には、サアブ検事総長も同席しており、犯

罪者の情報提供を求めた。 

 

また、「誘拐対策国家計画」を始めると発表した。誘拐

予防、情報提供、誘拐対応、被害者対応など複数の項目

に分けて誘拐の取り締まりを強化する方針を示した。 

 

以上 

http://masbuscados.mijp.gob.ve/
http://masbuscados.mijp.gob.ve/

