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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “９月２６日 国連総会で演説するマドゥロ大統領” 

 

 

２０１８年９月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「リマグループ６カ国 マドゥロ政権を訴える」 

「マドゥロ大統領 国連で演説 

～ドローン襲撃事件の調査団組織を要請～」 

経 済                     

「４１回目 DICOM １ドル BsS.６２．０４ 

～５３０万ドル割り当てで今年最大～」 

「ベネズエラ ２０１９年の OPEC 事務局長」 

「ブラジル ベネズエラからの電力受領を停止」 

「Central Madeirense 逮捕者ら自宅待機措置」 

「PDVSA Gas Colombia 社長 １億ドルの詐欺」 

２０１８年９月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「ベネズエラ問題に対する各国代表の訴え 

～カナダ、パナマ、チリ、コロンビア～」 

「ベネズエラ問題に対する各国代表の訴え 

～ボリビア、キューバ、ロシア、エルサル～」 

「人権理事会 経済危機を認識、支援受入要請」 

「西サンチェス主張 仲裁者になる用意あり」 

経 済                    

「PDVSA２０債券団 Crystallex の訴訟に介入」 

「野村証券 制裁と訴訟で更に状況悪化を予想」 

「経済自由度ランキング ベネズエラ最下位」 
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２０１８年９月２６日（水曜）             

政 治                       

「リマグループ６カ国 マドゥロ政権を訴える」       

 

９月２６日 アルゼンチン、コロンビア、チリ、カナダ、

ペルー、パラグアイの６カ国は国連の国際司法裁判所

（CPI）に対して、ベネズエラのマドゥロ政権が行って

いる人権侵害が「人道に対する犯罪」にあたるかどうか

を調査するよう要請した。 

 

なお、当初はアルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、

パラグアイの５カ国が提訴すると言われていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.192」９月１９日付の記事参照）。 

最終的にカナダも参加することを決めたようだ。 

 

ローマ規程には「人道に対する犯罪」という規定がある。 

大量虐殺など人権侵害を越えた公権力の組織的な犯罪

行為が「人道に対する犯罪」に該当する。 

ドイツで起きたホロコースト、南アフリカのアパルトヘ

イトなどがこれに該当する。 

 

通常だと国連が国際司法裁判所に対して、調査を要請す

るのが一般的のようで、他国政府が提訴することは異例

のようだ。 

 

今後、CPI はベネズエラで起きている事象が「人道に対

する犯罪」に当たるかどうか調査を開始することになる

はずだ。 

マドゥロ政権が有罪と認定されれば、世界的な非難が起

きることは避けられないだろう。 

 

なお、ミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官は本件に

ついて 

「これは６カ国の申請であり尊重されるべきだ。この申

請を受け入れるかどうかは CPI が決めることになるだ

ろう。」とコメントした。 

 

（写真）ペルー外務省 

“写真は５名。コロンビアの担当が途中退席した様子” 

 

「マドゥロ大統領 国連で演説              

  ～ドローン襲撃事件の調査団組織を要請～」         

 

マドゥロ大統領は国連総会に参加するかどうかギリギ

リまで決断を保留にしていたが、最終的に総会に参加す

ることを決めた。 

 

９月２６日 マドゥロ大統領は渡米し、国連総会で演説

を行った。 

 

演説の多くは米国の経済制裁非難に終始した。 

米国が経済覇権を握り、モンロー主義で自身に従わない

ラテンアメリカの小国を制裁と称して潰している。キュ

ーバも含めて、我々は米国の経済攻撃を受けている。 

と訴えた。 

 

また、トランプ大統領との会談を希望する発言もあった。

トランプ大統領自身は 

「ベネズエラ国民のためになるなら、いつでも面会する

用意がある。」 

と答えたが、トランプ大統領が望むような内容にマドゥ

ロ大統領が応じるとは思えず、両国の面談が実現するこ

とは難しいだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
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演説の中で、今後の議論に残る可能性があるものとすれ

ば、８月４日に起きたドローン襲撃事件の調査団の組織

だろう（ドローン襲撃事件については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.172」８月４日付の記事参照）。 

 

マドゥロ大統領は、８月に起きたクーデターは米国で計

画が練られ、金銭的な支援がされており、コロンビアで

実行犯が訓練を受けたと主張。 

 

米国紙「New York Times」が報じた、米国政府関係者が

クーデター計画者と複数回会合をして、支援の可能性を

協議していた点についても訴えた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.187」９月８～９日付の記事参照）。 

 

この事件について、国連が真実を追求するための第三者

調査団を組織してほしいと要請。 

ベネズエラ政府は捜査に協力する用意があると訴えた。 

 

経 済                        

「４１回目 DICOM １ドル BsS.６２．０４        

    ～５３０万ドル割り当てで今年最大～」           

 

中央銀行は第４１回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６２．０４。 

 

外貨供給額は合計で約５３０万ドル。１８年でもっとも

多い金額となった。 

 

さらに言えば、１８年２～８月の７カ月間で最も外貨割

り当てが多かった月は８月で、同月の外貨供給額は約５

８０万ドルだった（「ウィークリーレポート No.64」参

照）。 

 

今回は１回で５３０万ドル。十分ではないが、これまで

と比較して大きく増加しており、経済にとってプラス要

素であることは間違いないだろう。 

 

法人１２４社に対して３２０万４，００７．４１ドルが

割り当てられ、個人に対して２１５万５，２３８．４７

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畜産業の

「INVERSIONES COGOYAL」で２０万ドル。 

 

次いで、輸入業者の「IMPORTADORA SUHITA」で１

８．８万ドルだった。会社のウェブサイトはないようだ

が、トルコから何かを輸入しているようだ。 

 

次いで畜産業の「Purolomo」が１７．５万ドルだった。 

 

「ベネズエラ ２０１９年の OPEC 事務局長」         

 

９月２６日 PDVSA のケベド総裁（石油相）は、ベネ

ズエラが２０１９年に行われる OPEC 会合の議長を務

めると発表した。 

 

同決定は９月２３日からアルジェリアで行われていた

OPEC・非 OPEC 加盟国による大臣級会合で決定した

ようだ。 

 

ケベド石油相は 

「ベネズエラは議長国として OPEC、非 OPEC 加盟国

と協力しながら世界的な原油需給の均衡を模索する。」 

とコメントした。 

 

「ブラジル ベネズエラからの電力受領を停止」                  

 

９月２６日 ブラジル政府はベネズエラとの国境に近

いロライマ県の電力供給について、ブラジル国内の熱発

電施設の電力を利用すると発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afdf1091b9d190b9f9d2993770b28174.pdf
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ロライマ県はブラジルで唯一ブラジルの電力網にリン

クしていない県で、同地域の電力はベネズエラの国営電

力公社（Corpoelec）が供給していた。 

 

しかし、金融制裁により支払いが滞り、また Corpoelec

側の問題で頻繁に停電が起きるなど、金銭面、運用面で

問題が生じていた。 

 

ブラジルは９月１６日～２５日まで試験的にブラジル

にある熱発電の発電施設でロライマ県の電力を賄って

いたが、停電が起きなかったと説明した。 

 

「Central Madeirense 逮捕者ら自宅待機措置」                  

 

９月２６日 ベネズエラ検察庁は、売り渋りや投機の容

疑で逮捕した大型スーパーマーケット「Central 

Madeirense」や「Excelsior Gama」の管理者５３名を自

宅待機措置に切り替えると発表した。 

 

９月１９日 価格統制庁（SUNDDE）は上記のスーパ

ーを査察して違反が確認された店舗の管理者を一斉に

逮捕していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.192」９月１

９日付の記事参照）。 

 

「Central Madeirense」はポルトガル資本のスーパーマ

ーケットで、今回逮捕された管理者にはポルトガル人、

ポルトガル系移民が多く含まれていたようだ。 

 

数日前には、ポルトガルの大統領自身が本件に懸念を表

明（「ベネズエラ・トゥデイ No.193」９月２２～２３日

付の記事参照）。外相も「行為には結果が伴う」とベネ

ズエラ政府に警告をしていた。 

 

ポルトガル政府は欧州連合の中で親ベネズエラ政府の

国として、マドゥロ政権にとっては大事な国だ。今回の

措置には政治的な配慮があったと思われる。 

 

「PDVSA Gas Colombia 社長 １億ドルの詐欺」           

 

９月２６日 サアブ検事総長は「PDVSA Gas Colombia」

の代表を務めていた Sarah Moya 氏を１億ドルの公金を

横領した罪で起訴すると発表した。 

 

また、「PDVSA Gas Colombia」の法務アドバイザーを

務めていたホセ・アルベルト・マルケス氏も指名手配す

ると発表した。 

 

「Sarah氏の違法行為については２０１４年９月に検察

庁に報告されていたが、調査は２０１６年にストップし

ていた。しかし、我々は１８年３月に調査を再開してい

た。 

 

Sarah 氏は０７～１５年にかけて監視されることなく、

２億２，１９０万ドルを使用し、そのうちの１億１２９

０万ドルは同氏が扱うべきではない内容（PDVSA と

Ecopetrol に関する契約のようだ）に使用されていた。 

 

加えて、法人カードを使用して６万ドル分のプライベー

トの買い物を行った。 

また、カラカス―パリ間の往復チケットを２３９枚、ボ

ゴタ―カラカス間の往復チケットを７３枚、元「PDVSA 

Gas」従業員のために購入していた。」 

 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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２０１８年９月２７日（木曜）             

政 治                       

「ベネズエラ問題に対する各国代表の訴え        

   ～チリ、コロンビア、カナダ、パナマ～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.194」で米国、ペルー、ア

ルゼンチン、エクアドル、ブラジルの各国代表によるマ

ドゥロ政権を非難する演説について紹介したが、引き続

きマドゥロ政権への非難を表明する国が出ている。 

 

９月２６～２７日の間で、筆者が確認できたマドゥロ政

権を非難した国は、チリ、コロンビア、パナマの３カ国。

非難の度合いの強さもこの順番だろう。 

 

チリのピニェラ大統領は、マドゥロ政権を政府として認

識しないと主張。 

「マドゥロ政権がベネズエラを沈めたという国民の主

張をこの場で訴える。残念ながら、ベネズエラは自由や

民主主義を尊重しない政府によって統治されている。 

マドゥロ政権は崩壊しなければいけない。 

 

移民の原因はマドゥロ政権の独裁、飢餓、人道危機が原

因だ。 

 

ベネズエラ国民は言葉通り食料不足、医薬品不足で命を

失っている。しかし、マドゥロは人道支援を受け入れよ

うとしない。 

 

チリ政府は我が国に来る人々を受け入れる。しかし、自

国の秩序を維持することも必要だ。外国の犯罪者は入国

させられない。」 

と訴えた。 

 

他方、軍事介入については「私は悪いオプションだと考

えている。」と否定的な見解を示した。 

 

 

コロンビアのドゥケ大統領は、 

「ベネズエラの兄妹が独裁者から逃げている。彼らの多

くは罪のない子供、生活弱者だ。トルコには６年間でシ

リア人６０万人が流入したと言われている。コロンビア

は２年足らずで１００万人もの移民を受け入れた。我々

は今後も兄妹を受け入れ続ける。 

 

しかし、我々は今、独裁政権が引き起こした南米大陸の

歴史上最も悲惨な人道危機に直面している。 

 

全ての国はこの悲惨な事件を終わらせ、民主主義を取り

戻すために努力をしなければいけない。 

 

内政干渉は行ってはいけないことだが、内政干渉を言い

訳に独裁者が兄弟であるベネズエラ国民を苦しめるこ

とを容認することはできない。」 

と訴えた。 

 

パナマのバレラ大統領は、移民が急増しており、米州大

陸の問題になっていると言及。ベネズエラ政府を非難し

たが、同時に対話によって解決しなければいけないと主

張した。 

 

カナダのトルド―大統領は演説の後の記者会見で 

「ベネズエラの状況は壊滅的で、カナダだけではなくベ

ネズエラの友好国は全て懸念している。カナダはベネズ

エラ国民を救うためあらゆる手段を講じる。国際司法裁

判所へ訴えるのもその一つだ。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f47b11690d6b71acfafb3e529bc01c57.pdf
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「ベネズエラ問題に対する各国代表の訴え        

 ～ボリビア、キューバ、ロシア、エルサル～」           

 

マドゥロ政権を非難する国もあれば、擁護する国もある。 

 

確認できた範囲でマドゥロ政権をはっきりと擁護して

いる国はボリビア、キューバ、ロシア、エルサルバドル

だろう。 

 

正確に言えば、彼らの主張はマドゥロ擁護と言うより、

アメリカ非難の意味合いが強い。 

 

「ベネズエラ政府に対して金融制裁を科すことで国を

経済的に苦しい状況に追い込み、移民を増やしたうえで、

移民が急増したとメディア攻撃をしかけている。 

 

ベネズエラの問題は米国が作り上げたもの。中東や南米

で起きている問題の背後には米国が暗躍している。 

 

大国が自身の利害に沿わないベネズエラに一方的で国

際法に違反した攻撃を仕掛けている。」 

との主張だ。 

 

９月２７日に行われた人権安全保障理事会ではボリビ

アのモラレス大統領がトランプ大統領のすぐ近くで米

国を痛烈に批判しており、なかなか興味深い。 

 

マドゥロ大統領は国連総会でイランのロウハニ大統領

と会談、ロシアのラブロフ外相、キューバのディアス・

カネル国家評議会議長とも会談した。 

 

また、９月２６日には、カネル国家評議会議長と一緒に

ニューヨークのハーレムにある教会で演説を行い、米国

資本主義と人種差別的な米国政府の政策を非難。 

もちろん両国が受けている金融制裁も非難した。 

 

 

「人権理事会 経済危機を認識、支援受入要請」         

 

９月２７日 国連の人権理事会で「ベネズエラの人権擁

護と促進」という書面を承認するかどうかの決議が行わ

れた。決議は賛成２３カ国、反対７カ国、棄権１７カ国

で承認された。 

 

人権理事会の構成国は４７カ国なので過半数は超えて

いない。しかし、決議は会合に出席し、かつ投票する国

の過半数で決められるようだ。参加しなかったか、票を

投じなかった国があったということだろう（「棄権」と

いう選択ボタンもある）。 

 

人権理事会には日本も加盟しており、日本はもちろん

「賛成」を投じた。大方、賛成しそうな国が賛成してい

るが、意外だったのは「韓国」だろう。棄権するのかと

思っていたが、「賛成」を表明した。 

 

反対を投じたのはブルンジ、中国、キューバ、ドミニカ

共和国、エジプト、パキスタン、ベネズエラの７カ国。 

 

決議文章の内容は、簡単に言えば、 

「ベネズエラでは移民の増加と経済危機が起きている。

ベネズエラ政府に対して、外国からの人道支援を受け入

れるよう求める。また、国連調査団の受け入れを求める。」 

と言った内容。 

 

（写真）@Frederico Black 氏ツイッターより 
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「西サンチェス首相 対話仲裁者の用意ある」         

 

９月２７日 スペインのサンチェス首相はロイター通

信が主催したフォーラムに出席。 

ベネズエラ問題の解決のために対話の仲裁者になる用

意があるとコメントした。 

 

「スペインはベネズエラと強い結びつきがある。同様に

ラテンアメリカ諸国とも強い関係がある。我々は支援す

る意志がある。 

 

私はマドゥロ政権が野党と対話をするための門戸を開

放していないと考えている。同様に野党はマドゥロ政権

との対話に対して、どのように対応するのか方針を統一

しなければいけない。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「PDVSA２０債券団 Crystallex の訴訟に介入」            

 

「Redd Latam」は、PDVSA２０２０年債の債券団が、

「Crystallex」による「PDV Holdings」株式売却の動き

を停止するよう求めていると報じた。 

 

裁判所に手続き停止を求める書類を提出した同債権団

は「Contrarian Capital Manegment」や「BlackRock」な

どで構成されている。 

 

仮に「Crystallex」が「PDV Holdings」の株式を売却し、

PDVSA と Citgo の資本関係が無くなれば、PDVSA が

PDVSA２０２０の債券の支払いを続ける理由がなくな

る。と書かれているようだ。 

 

なお、１８年１０月に PDVSA２０２０の債券元利９億

４，９００万ドルの支払いが控えている。 

 

 

PDVSAはほとんどの債券で元利支払いを停止している

が、PDVSA２０２０については PDVSA の米国子会社

Citgo の株式５０．１％が担保に設定されていることも

あり優先的に支払いが続けられている。 

 

「野村証券 制裁と訴訟で更に状況悪化を予想」         

 

野村証券は同社の投資家向けレポートで、ベネズエラに

ついて、制裁と訴訟によりマドゥロ政権は更に厳しい状

況になるだろうと予想した。 

 

また、債権者も訴訟団を形成し始めており、その規模は

大きくなっていると分析。 

また、Crystallex の訴訟を受けて、「PDVSA とベネズエ

ラ政府は実質的に同じ存在」という主張が認められ、

PDVSAと取引をする企業は更に減ることになると言及

した。 

 

また、米国政府は今後も制裁を強化すると予想。最悪の

場合は原油の輸入禁止や商取引の全面停止もあり得る

との見解を示した。 

 

８月にマドゥロ大統領が発表した新経済政策について

は、物価統制が厳しくなり非石油産業の生産を悪化させ

ると分析。 

 

民間企業の自由を促進するような政策、物価統制の廃止

など市場開放的な政策はマドゥロ政権下で起きる可能

性はないだろうと主張した。 
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「経済自由度ランキング ベネズエラ最下位」         

 

カナダのシンクタンク「フレーザー・インスティテュー

ト」は、「Economic Freedom of the World」を公表した

（オリジナルサイト）。 

 

この資料では「政府の大きさ」「法制度と所有権」「金融

健全性」「貿易自由度」「規制」などの観点から世界１６

２カ国の経済自由度をランキング付けしたもの。調査は

２０１６年時点の数字をベースに作成している。 

 

同資料によると、最も経済自由度が高い国は「香港」。

１０点満点中８．９７点だった。続いて、シンガポール

（８．８４点）。ニュージーランド（８．４９点）。スイ

ス（８．３９点）と続く。 

 

「日本」は４１位（７．４７）。 

 

南米で最も評価が高かったのは「チリ」で１５位。７．

８点だった。続いて「グアテマラ」が２３位（７．６４

点）。パナマが２７位（７．５８点）だった。 

 

南米ワースト３位は「ブラジル」の１４４位（５．７５）、

「アルゼンチン」の１６０位（４．４８）、「ベネズエラ」

は世界最下位の１６２位（２．８８）だった。 

 

点数を見てわかる通り、アルゼンチンとベネズエラは順

位でこそあまり違わないが、点数では大きな開きがある。 

ちなみに１６１位は「リビア」で４．７４点だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）「Economic Freedom of the World」 

“経済自由度が高い国は「青色」。 

比較的良好な国は「緑色」。 

要注意国は「黄色」。 

危険国は「赤色」” 

 

以上 

 

 

https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2018-annual-report

