
 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１０月１１日～１０月１２日報道          No.０４５   ２０１７年１０月１３日（金曜） 

1 / 7 

（写真）Pixabay “欧州議会” 

 

２０１７年１０月１１日（水曜） 

 

政 治                   

 「欧州連合 ベネズエラ政府への制裁検討を開始」 

「新最高裁判事５名 コロンビアに脱出成功」 

 「米州機構 １６日から人道に対する犯罪を調査」 

経 済                   

 「PBF 社 PDVSA 原油の直接購入を停止」 

 「電力公社債の利子支払われていない」 

 「産業団体 企業のアンケート結果を公表」 

社 会                   

「検事総長 外貨汚職で大量逮捕を公表 

～Odebrecht 汚職で検察庁内部の犯罪も告発～」 

２０１７年１０月１２日（木曜） 

 

政 治                   

 「米国政府 CNE の中立性欠如を非難」 

 「野党 露でベネズエラ政府の独裁政治非難」 

 「CNE ファルコン知事らの調査を開始」 

 「レオポルド・ロペス氏ら サハロフ賞受賞候補」 

 「与党 州知事選の不参加者を増やす作戦」 

経 済                   

 「CEPAL ベネズエラの経済成長率は△８％」 

 「プエルトラクルス製油所のメンテナンス完了」 

社 会                   

「汚職が進んでいそうな国で南米一位」 
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２０１７年１０月１１日（水曜）             

政 治                       

「欧州連合 ベネズエラ政府への制裁検討を開始」       

 

AFP 社が欧州の匿名政治家に確認した情報によると、

欧州連合２８カ国は本格的にベネズエラ政府への制裁

の検討に入るようだ。 

 

スペイン政府アルフォンソ・ダティス外相はベネズエラ

政府への制裁を勧める筆頭者。いくつかの国は制裁の適

用を拒んでいたが、合意が取れたようだ。 

 

ポルトガルがベネズエラ政府への制裁の障害になって

いたと思われるが、前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.44」

１０月９日付の記事で制裁を認めたと報じられていた。 

 

具体的な制裁スキームについては１０月１７日に決め

られる。１０月１５日の州知事選の結果を待って正式に

話を進めることになりそうだが、ベネズエラ政府高官の

欧州域内の渡航禁止や資産凍結ということになるだろ

う。 

 

「新最高裁判事５名 コロンビアに脱出成功」         

 

チリ外相は、野党多数の国会に任命された最高裁判事５

名がコロンビアへの脱出に成功したと報じた。 

 

同判事らは７月２１日に最高裁判事に任命された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.10」７月２１日付の記事参照）。

しかし、政府からの取締りにより在カラカス・チリ大使

公邸にかくまわれていた。 

 

チリ外務省は「１０月９日（月曜）に政治的な迫害によ

り、我が国への亡命を求めたベネズエラ人市民らがチリ

大使公邸を出たことを報告する。」と報じた。 

 

ベアトリス・マリン氏、スレイマ・ゴンサレス氏、エレ

ニス・ロドリゲス氏、ルイス・サラサル氏、ホセ・シフ

ォンテス氏の５名。 

 

１０月１３日には米国ワシントンの米州機構で並行最

高裁判所が発足される予定。国外脱出した判事らは、同

セレモニーに参加する可能性がある。 

 

「米州機構 １６日から人道に対する犯罪を調査」                 

 

１０月１６～１７日にかけて、米州機構でベネズエラ政

府を「人道に対する犯罪」で国際司法裁判所に訴えるか

どうかが検討される。 

 

米州機構による調査会は既に９月に一度行われており、

１０月末には結論を出す予定だ（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.33」９月１４日付の記事「ベネズエラ・トゥデイ

No.34」９月１５日付の記事参照）。 

 

今回は以下のテーマについて議論される予定。 

1. 不法な拘束、拷問、暴力 

2. 政府のシステム化された市民への殺人 

3. 犯罪の責任者となる個人およびグループの特定 

4. 本物の法的調査が実施されていたかどうかの調査 

 

米州機構のアルマグロ事務局長は結論ありきで議論を

進めており、ベネズエラ政府が「人道に対する犯罪」で

訴えられるのを避けるのは難しいだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f5bce9e1bd1ca1f874d95f4916b652ef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ff10260bfb9a1514debe8fdf5b2ba5b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf
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経 済                       

「PBF 社  PDVSA 原油の直接購入を停止」          

 

ロイター通信は、米国で５番目に原油を輸入している

PBF エネルギー社（以下、PBF 社）が、PDVSA からの

原油の直接購入を停止することを通知していたと報じ

た。 

 

PBF 社は PDVSA にとって２番目に大きな顧客。債務

支払いに追われ深刻なキャッシュフロー問題に苦しむ

PDVSAおよびベネズエラ政府にとって大きな痛手にな

るだろう。 

 

８月２５日に米国トランプ政権がベネズエラ政府、

PDVSA に制裁を科して以降、金融機関が信用状の発行

を停止したり、決済手続きを拒否したりするなど金融取

引に障害が出ている。 

 

PDVSA 関係者からの情報によると、PBF エネルギー社

は、９月に PDVSA に対して「ベネズエラ産原油の積み

荷を受け取らない。」と通知していたようだ。 

 

ロイター通信の情報では９月からはコロンビアなど第

３国を介して輸入しているようだ。 

 

今年７月～８月にかけて PBF 社は信用状の発行問題で

ベネズエラ産原油の荷下ろしができない問題が起きて

いた。この問題と無関係ではないだろう。 

 

「電力公社債の利子支払われていない」         

 

ベネズエラは１０月９日～１３日の週に３億７，８５０

万ドルの公社債利息とゴールドリザーブ社への賠償金

を支払わなければならない。 

 

 

 

最初の支払いは１０月１０日の電力公社債の利息だが、

証券関係者から利息がまだ着金していないとのコメン

トが出ている。同様に歳入庁からも支払いが完了したと

の発表がされていない。 

 

また一部の金融機関では歳入庁からの支払いの動きを

確認できるが、同関係者の情報ではまだ歳入庁から支払

いが行われた形跡がないようだ。 

 

また、１０月１０日は接収にかかる賠償金としてゴール

ドリザーブ社へも２，９９０万ドルを支払う約束日だ。 

 

もし電力公社債の利払いがされるのであれば政府とし

て１０月の債務履行を決断した可能性が高いと思われ

るが、この支払いが遅れるようであれば１０月２７日に

満期を迎える PDVSA 社債の支払いの懸念が拡大しそ

うだ。 

 

「産業団体 企業のアンケート結果を公表」             

 

ベネズエラの民間工業団体 Conindustria は四半期ごと

に加盟企業に対して操業アンケートを取っている。 

 

同団体のパブロ・オルキアガ代表は 

「政府の誤った政策によりベネズエラ経済は崩壊して

おり、ベネズエラの企業活動の持続は厳しい状況だ。少

量の生産であれば、生産コストがかさむだけだ。我々が

提供している財・サービスは著しく減少しており、消費

者はモノ不足、物価高に苦しんでいる。」 

 

アンケート調査について、回答者の８４％は現状につい

て「とても悪い／悪い」と回答した。 

生産を阻害する最も大きな要因については「外貨不足」

と回答した。販売が減少したと回答した企業は全体の７

６％。 
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社 会                       

「検事総長 汚職容疑で９名逮捕、３２社を調査    

 ～Odebrecht 汚職で検察庁内部の犯罪も告発～」          

 

１０月１１日 タレク検事総長はこれまでに外貨汚職

の容疑で９名を逮捕し、２６社のペーパーカンパニーの

存在を発見したと報じた。 

 

「外貨申請に関わる汚職で砂糖会社 Rio Turbio の役員

ガブリエス・リエラ氏、マリア・マルガリータ氏、シガ

ラ・モニュス氏を逮捕した。同社は２０１４年から不正

に１億５，６００万ドルを受け取っている。 

 

また、ミゲル・グンサレス氏も砂糖会社 La Pastra 社の

外貨申請で１３０万ドルの虚偽申請を行ったことが確

認された。ベルキン・ウルタード氏も１，２３０万ドル

の外貨申請虚偽で国外逃亡する直前に逮捕した。 

 

医薬品で３００％上乗せして外貨申請をしていた

Losopar 社のフェリックス・ヒメネス氏、ラファエル・

カラスケロ氏も逮捕している。また、マイアミに逃亡を

計画していたサイダ・コーエン氏も飛行場で身柄を確保

した。 

 

外貨の不正受給の疑いでこれまで３２社を調査し、その

うち２６社はペーパーカンパニーであることが判明し

た。 

 

他、オルテガ検事総長が管轄していた頃の検察庁でホ

セ・パラ・サルッソ検事が汚職を働いていた。１７年９

月１４日にブラジルの建設業者 Odebrecht からサルッ

ソ検事との契約書のコピーを受け取った。 

この取引にはペドロ・ルペラ検事、ルイス・サンチェス

検事、マリア・ガブリエラ検事も関係している。」 

と言及した。 

 

 

２０１７年１０月１２日（木曜）             

政 治                        

「米国政府 CNE の中立性欠如を非難」        

 

１０月１２日 米国政府はベネズエラの選挙管理委員

会（CNE）の中立性を欠いた一連の決定を非難した。 

 

米国務省のヘザー・ナウアート報道官は 

「我々は１０月１５日にベネズエラで行われる２３州

の知事選挙プロセスの正当性に疑問を感じている。 

 

ベネズエラ政府に対して透明で公平な選挙の実現を求

める。我々は今回の選挙で CNE が外国から独立性の高

い監視団を受け入れていないことに懸念を感じている。

国内にいる選挙専門家に、選挙プロセスが公正に行われ

ていたかを監視するよう求めている。」 

と発言した。 

 

今回の州知事選ではラテンアメリカ選挙専門委員会

（CEELA）が監視団を務めると報じられている。本件に

ついて、ソコロ・エルナンデス CNE 役員は 

 

「CEELA は国際同伴団であって国際監視団ではない。」

と発言している。 

 

「野党 ロシアでベネズエラ政府の独裁政治非難」         

 

１０月１２日 フリオ・ボルヘス国会議長は 

 

「近いうちにロシアのサンクトペテルブルクで同国の

国会議員から招待を受ける。そこでベネズエラの深刻な

人道危機や公権力の職権乱用を訴える。 

 

このような機会は今までなかった。 

ベネズエラ国民、国会、民主主義を支援する明確な意思

を感じている。」と語った。 
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個人的な見解だが、重要なのはロシアから招待があった

ことではなく、誰が招待したかだろう。 

 

ロシアの反政府派議員・団体が招待しているのでれば、

プーチン政権の支持率を落とすための作戦だろう。 

 

一方で、仮にロシア政府側がベネズエラ野党を招待した

のであれば、ベネズエラ政府にとって決定的な痛手とな

る。 

 

「レオポルド・ロペス氏ら サハロフ賞受賞候補」              

 

レオポルド・ロペス大衆意志党党首らが「サハロフ賞」

受賞候補者にノミネートされた。 

 

「サハロフ賞」とは、人権と思想の自由を守るために献

身的な活動をしてきた個人や団体をたたえる賞。これま

で南アフリカのマンデル・ネルソン氏やパキスタンのマ

ララ氏などが受賞している。欧州連合が主催団体。 

 

ベネズエラの候補者はレオポルド・ロペス党首以外にア

ントニオ・レデスマ元カラカス首都区長など刑務所に収

容されている、あるいは収容されていた野党政治家。 

フリオ・ボルヘス国会議員も同様にノミネートされてい

る。受賞者の発表は１０月２６日に予定されている。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス党首 ツイッター 

 

「CNE ファルコン知事らの調査を開始」           

 

選挙管理委員会（CNE）はララ州のヘンリー・ファルコ

ン知事と報道会社３社の調査を行うと発表した。 

 

ファルコン知事は３期目のララ州知事当選を目指して、

州知事選に出馬している。 

 

「選挙手続組織法」第８２条では、選挙当日の７日を過

ぎてから世論調査の結果を報じることが禁止されてい

る。１０月１５日に実施される選挙の世論調査を同月８

日以降に報じることは禁止事項に該当する。 

 

「与党 州知事選の不参加者を増やす作戦」         

 

１０月１２日 州知事選の選挙キャンペーンが終了し

た。 

 

１１日にはマドゥロ大統領はディオスダド・カベジョ

PSUV 副党首のテレビ番組に電話出演し、 

「１０月１５日の州知事選に投票することは制憲議会

の存在を認めたことになる。」と国民に呼びかけた。 

 

アイサミ副大統領もテレビで 

「州知事選に参加する者はベネズエラ政府を公式な組

織として認めることを意味している。選挙に参加しなが

ら独裁政権と非難するのは矛盾している。野党政治家は、

本当は政府の合法性を認識している。」と発言した。 

 

野党政治家は、これらの発言は、選挙に参加することは

政府に屈したことを意味すると野党支持者に思わせて

投票参加率を下げることが目的だと訴えている。 

 

街頭での反政府活動を支持している野党支持者の中に

は、選挙への参加を否定する者も少なくない。 
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一方で、野党が州知事選への参加を表明した当初と比べ

ると、州知事選に参加することに同意する国民は増えて

いるようだ。 

 

世論調査会社 Datincorp が最近行ったアンケートでは、

７３％の国民は選挙に参加する意思を持っている。との

結果が出ている。 

なお、２０１２年の州知事選の投票率は５３．９％だっ

た。 

 

街頭での反政府活動を主張し続け、野党連合を離脱した

ベネズエラ主導党のマリア・コリナ・マチャド党首はイ

ンタビューに対して、 

 

「私は選挙には参加しない。だが、ベネズエラ人の一人

一人が自分の良識に従い行動するべきだと考えている。」

とコメントした。 

 

 

（写真）タレク・アイサミ副大統領ツイッター 

“キャンペーン最終日 アラグア州与党知事候補者 

マルコ・トーレス氏との写真” 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）ミランダ州 野党候補カルロス・オカリス氏 

 

経 済                       

「CEPAL ベネズエラの経済成長率は△８％」            

 

国 連 の ラ テ ン ア メ リ カ ・ カ リ ブ 経 済 委 員 会

（ECLAC/CEPAL）は１７年のラテンアメリカ地域の

平均経済成長率を１．２％増、１７年は２．２％増と予

測した。 

 

CEPAL では、これまで２０１７年の同地域成長率を１．

１％増と予測していたため、若干見通しを良くしたこと

になる。 

 

一方でベネズエラについては１７年の経済成長率はマ

イナス８％、１８年はマイナス４％と悲観的な見通しを

示した。 

 

ラテンアメリカ地域で最もよい経済見通しが示された

のはパナマで１７年は５．５％増、１８年は５．４％増。

次いで、ドミニカ共和国は１７年が４．９％増、１８年

が５．１％増。ニカラグアは１７年、１８年ともに４．

５％増と続く。 
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「プエルトラクルス製油所のメンテナンス完了」        

 

PDVSA は自社サイトで、プエルトラクルス製油所のメ

ンテナンスが完了し、日量１７万バレルを精製している。

と発表した。 

 

同製油所の精製能力は日量１８．７万バレル。近年はメ

ンテナンス不足により度々運転が停止していた。

PDVSA は更なる改修作業により精製能力を日量１９．

４万バレルに上げることを目標にしている。 

 

なお、ベネズエラではガソリン不足が問題となっており、

ガソリンスタンドの前には行列が出来ている店舗もあ

る。特にタチラ州のガソリン不足が深刻と言われている。 

 

社 会                       

「汚職が進んでいそうな国で南米一位」        

 

トランスパレンシー・インターナショナルの調査による

と、ベネズエラは「ここ数年で汚職が拡大していそうな

国」で南米１位となった。 

 

この調査は各国の国民に対して 

「この１２カ月の間に自国で汚職が拡大したと思う

か？」と質問をして回答を集計したもの。 

 

ベネズエラ人の８７％は「汚職が拡大したと思う」と答

えており、南米で最も高かった。次いでチリが８０％で

２番目。ブラジル、ペルーと続く。カリブ海、ラテンア

メリカ各国では６２％の回答者が汚職は拡大したと思

うと答えている。 

 

一方で汚職が拡大したとの回答が少なかった国はアル

ゼンチンで４１％、次いでグアテマラが４２％だった。 

 

以上 

 


