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（写真）ベネズエラ外務省ツイッター ”非同盟諸国連合による一方的な制裁を非難する会合” 

 

２０１７年９月２０日（水曜） 

 

政 治                   

 「国連でのベネズエラを巡る各国代表の発言」 

「ロペス党首妻 スカイプで人権会合に参加」 

 「マドゥロ大統領 ヘンリー党首を友人と評価」 

 「ユーラシアグループ 大統領失脚と予想」 

経 済                   

 「銀行監督庁長官 新紙幣の年内発行を予測」 

 「１，０００万個の医薬品が到着」 

社 会                   

「国内でガソリン不足が深刻化」 

「クーデター首謀者の親族 面談叶う」 

２０１７年９月２１日（木曜） 

政 治                   

 「非同盟諸国連合 ベネズエラへの制裁を非難」 

 「エリカ・ファリア 大統領府担当相に就任」 

経 済                   

 「チリ政府 政府間のクレジット枠を停止」 

 「ブラジル政府 債務支払能力確認のため訪ベネ」 

 「クレジットカード払いは消費税を減税」 

 「１０月に３機目の衛星打ち上げ」 

 「２０２７年満期国債の利息支払い」 

 「ペトロチャイナ 米国制裁規定を守ると発言」 

経 済                   

 「米大使館職員の解放を確認」 
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２０１７年９月２０日（水曜）             

政 治                       

「国連でのベネズエラを巡る各国代表の発言」       

 

国連総会では各国代表が引き続きベネズエラの政治情

勢を非難した。 

 

８月８日にペルーでベネズエラ政府を非難する声明を

発出した１２カ国（リマグループと呼ばれる）の外務省

職員はニューヨークで会合した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.17」８月８日記事参照）。 

 

会合後、カナダのダビッド・モリソン外務省職員は 

「我々リマグループはベネズエラの状況が引き続き悪

化していると確信している。」と述べた。 

 

一方で、リマグループ１２カ国は、与野党対話に向けた

交渉について、 

「我々はベネズエラの民主主義秩序を取り戻すための

具体的な結果を生み出す、本当の意味での対話の再開を

支持する。 

 

そのために、グループの一部の国は招待されており、信

頼できる具体的な結果を導き出すために努力する用意

がある。」との声明を発表した。 

 

他、パナマのバレロ大統領は演説で 

「全ての国はベネズエラ国民が危機を乗り越えるため

に寄り添い続ける必要がある。 

ベネズエラの危機を乗り越えるためには来年２０１８

年に自由で透明性の高い大統領選挙を行うことが重要

だ。 

一方的に力で従わせる政府のやり方は間違っており、む

しろ国内問題や人権侵害を引き起こしている。国外への

逃亡者も増えている。」 

とベネズエラ政府を非難した。 

米国のペンス副大統領も国連の演説で、マドゥロ政権及

びキューバのカストロ政権について、 

「我々の認識では、この２カ国は独裁政権がしかれてい

る。近代史の中でも酷い人権侵害が行われている。」 

と両国を強く非難した。 

 

また、パラグアイのオラシオ大統領も 

「我が国は全世界の人権を擁護するための戦いを続け

る。ベネズエラの状況を見過ごすわけにはいかず、速や

かに状況を解決することを求める。 

我々は人権を侵害された被害者に連帯の意を示す。ベネ

ズエラの国民が民主主義の崩壊から抜け出すことを願

っている。」 

 

一方でボリビアのモラレス大統領は 

「米国による最近のベネズエラへの介入行為と一方的

な制裁行為を非難する。トランプ政権は矛盾したモラル

を抱えている。自国主権や相互尊重の原則を掲げながら、

反帝国主義の国を破壊しようとしている。また、米国の

帝国主義を流布する米州機構のアルマグロ事務局長の

姿勢を拒絶する。」と述べた。 

 

中国の王毅外相は中国の報道記者に対して 

「米国、欧州、その他の国のベネズエラへの非難を明確

に拒絶する。ベネズエラは自国の問題を国内の法的枠組

みで平和的に解決することができる。 

 

９月１９日にアレアサ外相と会談し、両国の包括的戦略

同盟の関係を確認している。今後も中国のベネズエラへ

の方針は変わらない。」とベネズエラ政府を擁護した。 

 

各国代表の声明のほか、国連のレポートで、ベネズエラ

は「人権侵害が行われている国」２９カ国の一つに加え

られた。 

また、９月２０日 アレアサ外相は核禁止条約に署名し

た。これによりベネズエラも核禁止条約の締結国となっ

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf
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「ロペス党首妻 スカイプで人権会合に参加」         

 

大衆意志党レオポルド・ロペス党首の妻であるリリア

ン・ティントリ氏は国外に出国することを禁止されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.28」９月２日記事参照）。 

 

しかし、ティントリ氏はニューヨークで開かれている

「融和会合（Concordia Summit）」にスカイプで参加し、

ベネズエラの人権侵害や政治家への迫害の状況につい

て訴えた。なお、過去の失敗の経験からベネズエラ国民

は対話により結果が出ると信じていない。と語った。 

 

なお、９月２０日は長女の８歳の誕生日だったようで自

宅でレオポルド・ロペス党首と子供と一緒に撮影した写

真がツイッターで投稿されている。 

 

（写真）ティントリ氏 ツイッターより抜粋 

 

他、反政府デモの最中にバイオリンを弾くことで有名に

なったウィリー・アルテアガ氏はベネズエラを離れ、９

月１９日にニューヨークのフリーダム・フォーラムで拘

束中に受けた脅迫などについて語った。 

 

「マドゥロ大統領 ヘンリー党首を友人と評価」                 

 

９月２０日 マドゥロ大統領はララ州で演説を行った。

その際に現在のララ州知事で野党に所属するヘンリー・

ファルコン氏を「個人的な友人だ」と評価した。 

 

「国民は真実を知らなければならない。我々は野党と１

００回以上、対話をしてきた。際立った対話の成果は野

党が州知事選に参加したことだ。州知事選への参加には

ヘンリー・ファルコン州知事が間に立って交渉してくれ

た。彼は私の個人的な友人だ。 

野党連合を説得したファルコン知事に感謝する。ただし、

州知事選では与党候補のカルメン・メレンデス氏が勝利

する。スーツケースの準備をしておくように。 

 

州知事選に敗北した後は野党に所属する政治家として

政府の役職に就くことも考えられる。在コロンビア・ベ

ネズエラ大使に任命してもよい。」と発言した。 

 

マドゥロ大統領の発言に対して、ファルコン知事はツイ

ッターで 

「国を崩壊させようとしている政府の役職に就くなど

あり得ない。マドゥロ氏はララ州で敗北することを知っ

ている。揺動作戦で私を攻撃している。」 

と投稿、マドゥロ大統領の発言を否定した。 

 

「ユーラシアグループ 大統領失脚と予想」             

 

政治分析会社「ユーラシアグループ」は同社のレポート

でマドゥロ大統領が政権を去る可能性について言及し

た。 

 

「米国、欧州、南米諸国による制裁や非難により、ベネ

ズエラの経済、社会混乱は一層拡大する。輸入はさらに

減り、インフレが加速する。我々は２０１８年までマド

ゥロ政権が現状維持できるとは思わない。 

マドゥロ大統領は任期を満了せずに終わる可能性は６

０％程度だと認識している。 

 

野党との対話を再開する動きは、追加制裁を恐れて州知

事選に向け国民の人気を回復させる目的があるのでは

ないか。」と分析した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d168cdb9316b6d7ca14518cefeed7a4.pdf
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経 済                       

「銀行監督庁長官 新紙幣の年内発行を予測」          

 

９月２０日は１００ボリバル札の使用期限だった（「ウ

ィークリー・レポート No.4」参照）。 

 

銀行監督庁（SUDEBAN）のアントニオ・モラレス長官

は１００ボリバル札の使用期限を無期限で延長すると

発表した。 

 

また、近日中に中央銀行は新しい紙幣を発表するだろう。

市中への流通は２０１７年末になるのではないか、と発

言した。 

 

他、現在流通している２ボリバル札、５ボリバル札、１

０ボリバル札は速やかに市中から回収すると述べた。 

 

昨今の現金紙幣の不足について中央銀行は、市中の銀行

に紙幣を流している。しかし、市中に流した紙幣が銀行

に戻る割合は全体の１８～２０％しかない。コロンビア

に流れてしまい国内に紙幣が残っていない。 

と自身の見解を述べた。 

 

「１，０００万個の医薬品が到着」                   

 

医薬品不足が叫ばれているが、９月１９日に１，０００

万個の医薬品が空輸された。 

 

保健省のリンダ・アマロ副大臣は、 

「これらの医薬品は高血圧症や精神疾患の患者のため

に使用される。抗生剤も輸入した。国民へ薬を出し惜し

むようなことを我々はしない。国民の需要を満たす。 

これらの医薬品は無料でコミューン配布する。転売業者

などに販売しないよう注意喚起している。」 

と述べた。 

 

 

社 会                       

「国内でガソリン不足が深刻化」             

 

タチラ州選出のグスタボ・デルガド議員は、 

「タチラ州では７０％のガソリンスタンドがガソリン

の販売を停止している。 

国民のガソリン需要を満たすだけのガソリンの供給を

受けていない。ウリバンテ市、スクレ市、ペドロ・マリ

ア・ウレーニャ市、ボリバル市などは数日前からガソリ

ンの供給が停止している。 

また、ガソリンを販売している数少ないガソリンスタン

ドには長蛇の列が出来ている。２時間は行列に並ばない

とガソリンが入れられない。」と現状を訴えた。 

 

カラカスでも同様にガソリン不足が問題になっている。 

 

マリペレスにあるガソリンスタンドには長蛇の列がで

きた。午後から警官が交通整理を始めたが、状況は一向

に改善せず夕刻には警察もいなくなり、ガソリンスタン

ドで給油するのに４０分は待たなければならなかった。 

 

チャカオのロス・パロス・グアンデス地区のガソリンス

タンドは午前１０時からガソリンの販売を開始した。ガ

ソリンスタンドが営業すると同時に長蛇の列ができた。

また、ハイオクがないのでレギュラーガソリンを入れる

ことを余儀なくされている。 

 

デル・ピノ石油相はこの状況について、 

「米国が制裁によりドル決済を阻害しているため、精製

に必要な軽質油が調達できずガソリンが不足している。」 

と国内のガソリン不足は米国に責任があるとした。 

また、PDVSA 労働組合のイバン・フレイタ代表は 

「精製するための在庫が不足しており、ガソリンが供給

できない。化学品の不足でハイオクは作れず、レギュラ

ーガソリンは基準より品質が悪い。トラックは故障する

場合もある。」と説明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a2556292f3426e2a68a7dd25958cdfe-1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a2556292f3426e2a68a7dd25958cdfe-1.pdf
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「クーデター首謀者の親族 面談叶う」           

 

８月６日にカラボボ州バレンシアでクーデター未遂事

件が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ No.16」８月６日

記事参照）。 

 

同クーデターの首謀者である元軍人のファン・カグアリ

パーノ氏は８月１１日に逮捕され、それ以来安否が確認

されていなかった（「ベネズエラ・トゥデイ No.19」８

月１２日記事参照）。 

 

カグアリパーノ氏の親族が面会を求め続けていたが、長

期にわたり消息が分からず政府に拷問を受けて、殺され

た可能性があると訴えていた。 

そして、拘束から４０日近くが経過し、９月２０日に面

談が出来たとカウリパーノ氏の妻が明らかにした。 

 

カグアリパーノ氏の妻は、 

「夫から拷問を受けたという訴えは聞かなかったが体

にはあざがあった。」とコメントした。 

 

２０１７年９月２１日（木曜）             

政 治                       

「非同盟諸国連合 ベネズエラへの制裁を非難」        

 

９月２０日 アレアサ外相はニューヨークでの非同盟

諸国連合との会合後に、 

 

「非同盟諸国連合（MNOAL）は満場一致で『米国によ

る一方的な制裁行為を非難する声明』を承認した。 

 

MNOAL は小さなグループではない。１２０カ国が加

盟している。この MNOAL が国民の生活を脅かす米国

の一方的な制裁を非難している。」と発表した。 

 

 

 

オリジナルの内容では米国と特定国は明記されていな

いが、明らかに米国の制裁を意図した文章が書かれてい

る。 

 

オリジナルの声明は「DECLARACION POLITICA DE 

NUEVA YORK」にて確認できる。以下、概要を記載。 

 

 

２０１７年９月２０日、非同盟諸国連合の外相団はニュ

ーヨークの第７２回総会にて「国際情勢における一方的

な人権への侵害行為」を検証し、以下の通り宣言する。 

 

1. MNOAL 諸国が正義と平等の原則に基づいて行動

することを確認する。 

2. MONAL 加盟国は国連の原則に従い国家保護権、経

済開発の権利、平和と自主権の進展を推進する。 

3. 国連憲章にも明記されている、特定の国に対する一

方的な経済、金融、商業的な制裁に反対する。 

4. 政治的な目的を達成するために、国民の生活、人権

問題を悪化させる一方的な手段を講じることに反

対する。 

5. 世界的な平和を確立するために友好的で相互を尊

重する姿勢を持ち、国民生活と経済開発を進めるこ

とを肯定する。 

6. 自国主権を侵害する一方的かつ排他的な制裁措置、

MNOAL 加盟国に圧力をかけることを目的に、他国

への入国を禁止し、外交権の行使を脅かし、政治経

済社会を脅かす行為に反対する。 

7. 食料品は政治経済への圧力をかける道具として使

用してはいけない。食料不足に陥れるような一方的

な手段を講じることを非難する。 

8. どのような手段であってもテロ行為を非難する。 

 

 

なお、ロシアのラブロフ外相も国連の演説で一方的な制

裁行為を非難した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/425bf18c2fd2ef80e123ad11c1d1b7d5.pdf
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/sites/12/2017/09/20.09.17-Declaracion-Politica-Ministerial-MNOAL-Sanciones-Final-ESP-1-1.pdf
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/sites/12/2017/09/20.09.17-Declaracion-Politica-Ministerial-MNOAL-Sanciones-Final-ESP-1-1.pdf
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（写真）アレアサ外相ツイッター 

“MNOAL の声明を読み上げるアレアサ外相” 

 

「エリカ・ファリア 大統領府担当相に就任」           

 

９月２１日 マドゥロ大統領はエリカ・ファリア制憲議

員を大統領府担当相として兼務させることを発表した。 

 

「本日からエリカ・ファリアを大統領府担当相に任命す

る。彼女は制憲議会の議員と兼務して素晴らしい仕事を

するだろう。」と発表した。 

 

一部の報道会社が現在の大統領府担当相をカルメン・メ

レンデス氏と報じているが１７年６月にカルメン・メレ

ンデス氏はカルロス・オソリオ氏に職を引き継いでいる。 

 

「カルロス・オソリオが新たな大統領府担当相（１７年

６月記事、現地紙パノラマ）」 

 

新しい閣僚リストは以下にて確認可能。 

 

「ベネズエラ閣僚リスト（１７年９月２２日時点）」 

 

 

 

 

経 済                       

「チリ政府 政府間のクレジット枠を停止」            

 

９月２１日 チリ中央銀行はベネズエラ中央銀行に対

するクレジット枠を停止すると発表した。 

 

チリ財務当局は 

「今回の決定はベネズエラ中央銀行による度重なる支

払い不履行が原因。資金回収リスクがあるとチリ中央銀

行が判断したため。」と説明した。 

 

ラテンアメリカ統合連合（ALADI）の枠組みによるもの

で１９８９年に８，０００万ドルのクレジット枠が設け

られ、それ以来変更されていなかった。 

 

「ブラジル政府 債務支払能力確認のため訪ベネ」         

 

ブラジルの現地紙「フォーリャ・デ・サンパウロ」は、

ベネズエラの債務履行能力を確認するため、ブラジルの

政府関係者がベネズエラを訪問する予定だと報じた。 

 

ブラジル政府関係者によると、９月の時点でベネズエ

ラ政府はブラジルの企業に２．６億ドルの支払いが滞

っている。この未払い問題を話し合うためにブラジル

の代表団をベネズエラに向かわせると語った。 

 

これらの支払いが遅延しているのはOdebrecht社、

Andrade Gutierrez社、Camargo Correa社との取引に関

わる案件でベネズエラ社会開発銀行（BANDES）から

の融資に関わる案件のようだ。 

 

 

 

 

 

 

http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Carlos-Osorio-asume-como-ministro-para-el-Despacho-a-la-Presidencia-20170621-0105.html
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Carlos-Osorio-asume-como-ministro-para-el-Despacho-a-la-Presidencia-20170621-0105.html
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecd2e0d118cb29c1611086f59b50082b.pdf
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「クレジットカード払いは消費税を減税」              

 

ベネズエラでは深刻な現金不足に陥っており、政府はカ

ードでの支払いを勧めている。 

 

アイサミ副大統領はカードの使用を促進するため、カ

ードでの支払いをした場合は消費税を減らす措置を取

ると発表した。 

 

ベネズエラでは通常１２％の消費税が適用されるが、 

２００万ボリバル以下のカードによる支払いは消費税

が３％下がる。また、２００万ボリバル以上のカードに

よる支払いは消費税が５％下がる。 

この措置は法人にも個人にも適用される。 

 

同提案は９月７日にマドゥロ大統領が制憲議会に提案

したものだった。 

 

「１０月に３機目の衛星を打ち上げ」         

 

ボリバル宇宙活動庁は１０月に３機目の衛星「アント

ニ・ホセ・デ・スクレ」を打ち上げることを発表した。 

 

リクシオ・モラレス技術革新ダイレクターは、 

「新しい衛星により、正確な位置情報を確認できるよう

になる。これにより、今までよりも多くの地震のデータ

や水資源の情報を集めることが可能になる。これまで３

機目の衛星の製造に１．７億ドルを投じた。」 

とコメントした。 

 

同衛星は中国から打ち上げられる。 

衛星打ち上げに必要な費用は発表されていないが、スプ

ートニクニュースによると１キロの衛星を打ち上げる

のに２～４万ドルが必要とのこと。 

 

 

 

「２０２７年満期国債の利息支払い」        

 

９月２１日 ベネズエラ政府の国家歳入庁は２０２７

年満期の国債の利息１．８５億ドルを支払ったと発表し

た。 

 

本来、同利息の支払いは９月１５日の予定だったが、期

限内に利払い手続きが完了せず、グレースピリオドに入

っていた。 

 

歳入庁はツイッターで 

「投資家に対して、ベネズエラ２０２７年債の利息を完

了したことを報告する。この支払いは期限内に清算手続

きを行っていた。ベネズエラは引き続き支払いの履行を

続ける。」と投稿した。 

 

「ペトロチャイナ 米国制裁規定を守ると発言」        

 

米国ペトロチャイナ（中国天然気集団 CNPC の子会社）

の代表はブルームバーグの取材に対して「米国政府がベ

ネズエラ政府に科した制裁内容を守る」とコメントした。 

 

米国政府は、ベネズエラ政府への３０日を超える融資を

禁止した。また、PDVSA への６０日を超える融資も禁

止している。 

同様に、ベネズエラ政府関係組織が保有する外貨建て資

産を購入するなど直接、間接的な資金援助行為も禁止し

ている。 

 

投資会社キャピタル・マーケットのルウ・ダレン代表は

ブルームバーグに対して 

「米国の金融制裁は重要な内容だと認識されていない

が、実際はとても酷い影響を及ぼしている。」とコメン

トした。 

親会社の CNPC はベネズエラの石油事業に深くかかわ

っている。 
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社 会                       

「米大使館職員の解放を確認」             

 

９月１８日に在ベネズエラ米国大使館の職員が誘拐さ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.35」９月１９日記事

参照）。 

 

本件について、犯罪科学捜査班（CICPC）は 

「正確な調査と被害者の妻への適切なアドバイスが功

を奏し、９月２１日深夜に米国大使館職員は解放され

た。」と発表した。 

 

誘拐犯は解放の見返りとして３万ドルを要求していた

が金銭の支払い有無については明らかにされなかった。 

 

元 CICPC 職員のルイス・ゴドイ警察官によると、８年

前から誘拐事件が顕著に増加している。すぐに資金が入

るため犯罪者にとって割の良い商売になっているとの

こと。 

 

また、誘拐被害者の６０％は警察に届けないと考えられ

ており、誘拐の正確な件数を把握することは出来ない。

と補足した。 

 

なお、非政府組織は２０１６年に全国で１，２００～１，

３００件の誘拐事件が起きたと予測している。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe156c6d50f5dd2c08943d951ac68cc.pdf

