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（写真）ドゥケ大統領ツイッター “コロンビアのドゥケ大統領 国連でマドゥロ政権と犯罪組織の関係を訴え” 

 

 

２０１９年９月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 マドゥロ政権関係者の入国禁止を強化」 

「モレノ最高裁判長 解任の噂」 

「国勢調査開始 協力なければ公的サービス制限」 

「急進野党 与党議員を排除するよう要請」 

経 済                     

「ロシア GOLD 産業に１０億ドル投資を検討？ 

～ベネズエラにこれまで４０億ドルを投資～」 

「１０月に４０億ドルの対外債務支払い義務」 

社 会                     

「ペルー ８９０名のベネズエラ人を本国送還」 

２０１９年９月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「主要野党の結束に変化？ 

AD、UNT がグアイド議長の方針から逸れる」 

「国連人権委 マドゥロ政権に人道対応求める」 

「米国 ラウル・カストロ前議長に制裁」 

「ドゥケ大統領 ベ政府と犯罪組織の関係を訴え」 

経 済                    

「ハウスマン教授 BID ベネズエラ代表大使辞任」 

「停電 ８０％のスリア州の商業稼働に影響」 

社 会                     

「ベネズエラ ソーシャルメディアで情報操作」 
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２０１９年９月２５日（水曜）             

政 治                       

「米国 マドゥロ政権関係者の入国禁止を強化」       

 

９月２５日 米国政府は、マドゥロ政権関係者の米国入

国禁止対象を拡大した。 

 

具体的に以下に該当する人物は、米国への入国が禁止さ

れる。 

 

１．マドゥロ政権の大臣、次官クラス、それと同等の役

職者。 

 

２．ベネズエラ軍、国家警察で大尉クラス以上の役職者。 

 

３．制憲議会の議員、関係メンバー。 

 

４．ベネズエラの民主主義を損ない、憲法に準じたベネ

ズエラの組織再編を阻害するマドゥロ政権に協力

する外国人。 

 

５．上記１～４の組織、人物から巨額の金融的な利益を

享受している外国人。 

 

６．上記１～５の組織、人物の直系にあたる親族。 

 

国連の外交団としての外交ビザがあるベネズエラ人に

ついては、今回の制裁の対象外として米国への入国が可

能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

「モレノ最高裁判長 解任の噂」            

 

９月２５日 野党系ジャーナリストの Ibeyise Pacheco

氏は、自身のツイッターでマイケル・モレノ最高裁判長

が現職を辞める可能性があると投稿した。 

 

モレノ最高裁は表向きにはマドゥロ大統領へ恭順を示

しているものの、４月末にグアイド議長が呼びかけた

「自由オペレーション」に関連して、マドゥロ政権崩壊

に協力していたと報じられている。 

 

なお、マドゥロ大統領は、「モレノ最高裁がクーデター

計画を知らせてくれた」と噂を否定しているが、真相は

定かではない。 

 

また、Pacheco 氏は、モレノ最高裁はベネズエラを出て、

グラディス・グティエレス氏が後任を担う可能性がある

とした。 

 

グラディス・グティエレス氏はモレノ最高裁の前に、最

高裁判長を務めていた人物。マドゥロ大統領の妻である

シリア・フローレス氏と旧知の仲で知られている。 

 

 

（写真）モレノ最高裁判長ツイッター 
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「国勢調査開始 協力なければ公的サービス制限」                  

 

ベネズエラでは国内の人口、人種、年齢構成などを把握

する国勢調査を１０年に１度行うことになっている。 

 

前回、国勢調査の結果が公表されたのは２０１１年なの

で、２０２１年には新しい国勢調査の結果が公表される

予定。 

この国勢調査は、専門調査員が世帯を回り情報収集を行

うため、作成まで１年半ほどかかる。 

 

この国勢調査の情報収集が１９年９月から始まってい

るが、外国に移住して自宅が空き家になっている人や政

府に情報を提供することを警戒する人は多い。 

 

国勢調査を担当するリカルド・メネンデス企画相はベネ

ズエラ国民に対して国勢調査への協力を要請。 

 

国勢調査で情報を提供するのは強制ではないが、情報提

供をしない国民は、ベネズエラの公的サービスを受ける

ことに問題が生じる可能性があると述べた。 

 

なお、余談だがメネンデス企画相はマドゥロ政権で最も

長く同じ役職についている大臣。２０１４年６月から企

画相を務めている。 

 

（写真）メネンデス企画相ツイッター 

 

「急進野党 与党議員を排除するよう要請」                  

 

９月２５日 急進野党の議員で構成される「７月１６日

グループ」は、与党議員の国会復帰について拒否するス

タンスを表明した。 

 

９月１６日にマドゥロ政権と穏健野党が合意を締結。 

その中の１つとして与党議員の国会復帰があり、９月２

４日には与党議員が国会に復帰していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.348」参照）。 

 

グアイド議長率いる主要野党は、穏健野党の合意自体は

拒絶していたものの、与党議員の国会復帰について事実

上、認めるスタンスを取っていたが、急進野党がこの方

針に異を唱えた格好になる。 

 

現時点では、急進野党としてポーズを見せているだけで

本当は与党議員を追い出す強い意志は無いのか、本当に

追い出したいと考えているのかは定かではない。 

 

経 済                        

「ロシア GOLD 産業に１０億ドル投資を検討？    

  ～ベネズエラにこれまで４０億ドルを投資～」           

 

現在、マドゥロ大統領はロシアに訪問している。 

 

９月２５日 マドゥロ大統領はプーチン大統領と会談。 

二国間関係を発展させることで合意すると同時に、ベネ

ズエラ経済の足かせになっている外国による制裁を停

止するよう求めた。他、対話による政治問題の解決を求

めるとコメント。野党に対して柔軟な姿勢を取るよう求

めた。 

会談中、プーチン大統領は 

「ロシアはベネズエラに対して、これまで４０億ドルを

投資してきた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4f8565c6f34396b0ee73b2b016139057.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4f8565c6f34396b0ee73b2b016139057.pdf
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２国間の関係は着実に進化している。この数カ月で両国

の貿易取引は１０％増加した。農産品を含めてお互いに

メリットのある取引を続ける。」 

と述べた。 

 

この４０億ドルという数字は純粋にロシア政府がベネ

ズエラ政府に融資した金額を意味していると思われる。 

１９年８月、ロシア政府はベネズエラ政府に対する債権

残が３５億ドルと発表している。 

 

この債権に加えて、ロシアのロスネフチが PDVSA に融

資をしており、現在の債権残は１１億ドルとしている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.334」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、今回のプーチン大統領との会合では

追加融資に関する相談はしていないと言及している。 

 

他方、ロシア系メディア「Sputnik」で、ロシア政治研究

所「戦略調査研究所」の Mijail Beliaev 氏は、 

「今回のマドゥロ大統領訪問でロシアは目立った合意、

署名は交わしていないが、ロシア側はベネズエラの

GOLD 産業に対して１０億ドルの投資を検討してい

る。」と報じた。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

 

 

 

「１０月に４０億ドルの対外債務支払い義務」         

 

現地メディア「EL Universal」は、ベネズエラ政府、

PDVSAは１０月に４０億ドルの対外債務の支払いを控

えていると報じた。 

 

今後の外貨建債券の支払い予定は以下の通り。 

 

１０月１２日  

PDVSA社債２７年満期の利払い８，０６２．５万ドル。 

PDVSA 社債３７年満期の利払い４，１２５万ドル。 

 

１０月１３日 

国債１９年満期の利払い９，６７０万ドル。 

国債２４年満期の元利支払い２５億９，５９６万ドル。 

 

１０月２１日 

国債２６年満期の利払い１億７，６２５万ドル。 

国債２５年満期の利払い６，１１９．３万ドル。 

 

１０月２７日 

PDVSA 社債２０年満期の元利支払い９億１，３４４万

ドル。 

PDVSA 社債２２年満期の利払い９，０００万ドル。 

 

合計で４０億ドル超の支払い予定がある。 

ただし、マドゥロ政権はほとんどの債券支払いを停止し

ており、どの債券も支払わないと思われる。 

 

とは言え、米国の制裁により債権者はマドゥロ政権との

債務再編交渉を禁止されており、デフォルトを受けても

有効な債権回収手段がない。 

 

（PDVSA社債２０年を除きすべての支払いはグレース

ピリオド（支払い猶予期間）が設定されており、上記の

期限を過ぎても３０日間はデフォルトと認識されない）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4624e04756d8a78df87a60d71672d094.pdf
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このような状況の中で債権者は有効な対策を取れない

が、PDVSA 社債２０年については他の債券と異なる。 

 

同債券については PDVSA の米国子会社「CITGO」の

株式５０．１％が担保に設定されている。 

 

デフォルト時は債権者が CITGO の株式を差し押さえ

る懸念がある。 

 

現在「CITGO」はマドゥロ政権の資産ではないので、

マドゥロ政権側が支払いを履行する可能性は限りなく

低い。 

 

グアイド政権側がこの問題を対処しなければいけない

が、現時点では資産の安全は確保されていない。 

 

社 会                         

「ペルー ８９０名のベネズエラ人を本国送還」            

 

９月２５日 ペルーのカルロス・モロン内務相は、適切

な入国手続きを経ることなくペルーに入国したベネズ

エラ人８９０名を国外退去処分に科したと発表した。 

 

「９月までに入国管理を経ることなく入国したベネズ

エラ人８９０名を拘束し、国外退去処分に科した。 

 

不法な手段でペルーへ入国した人は処罰として、１５年

間はペルーに入国することはできない。」 

と説明した。 

 

ペルーはコロンビアに続き２番目にベネズエラ移民の

受け入れが多い国とされている。 

 

他方、移民受け入れ主要国の中では最もベネズエラ移民

に対する反感感情が強い国として知られている。 

 

 

２０１９年９月２６日（木曜）              

政 治                        

「主要野党の結束に変化？               

  AD、UNT がグアイド議長の方針から逸れる」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.346」で行動民主党（AD）、

新時代党（UNT）が穏健野党に合流するのではないかと

の噂を紹介した。 

 

９月１６日 マドゥロ政権と穏健野党が合意を結び、サ

ンブラーノ国会第１副議長が解放されてから AD、UNT

の代表とグアイド議長のスタンスに微妙なズレが生じ

ている印象。 

 

９月２６日 AD に所属するオスカル・ロンデロス議員

は、テレビ番組に出演し 

「与党議員の国会復帰を利用し、選挙管理委員会（CNE）

役員の交代と自由選挙の実施を目指したい。 

 

メキシコやウルグアイなども含めてベネズエラで自由

で公平な選挙ができるための模索を期待する。」 

との見解を示した。 

 

他、UNT に所属し、野党側の与野党交渉窓口を務めた

スターリン・ゴンサレス国会第２副議長は、ラジオ番組

に出演。 

「我々はチャベス支持者の崩壊を目指しているわけで

はなく、問題解決のための反省を求めている。」 

と述べた。 

 

これらの穏健的な発言に対して、チェコ在住の人権活動

家のタマラ・スジュ氏を始め、急進野党派は強い非難を

表明している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b644fe5347c530a7cdd9162934a75255.pdf
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「国連人権委 マドゥロ政権に人道対応求める」           

 

９月２６日 国連の人権委員会は、イランが提案したベ

ネズエラ問題に対する決議を承認した。 

 

内容は、マドゥロ政権に対してバチェレ人権高等弁務官

が作成した報告書に従い人道問題のアテンドをするよ

う要請するもの。 

 

また、ベネズエラが外国の介入なく、自国で問題を解決

することを支持し、米国による制裁を非難する内容も書

かれている。 

 

同決議は賛成１８票、棄権２３票、反対６票で承認され

た。 

 

賛成、棄権、反対を表明した国の詳細は確認できていな

いが、少なくともメキシコは賛成に投票。 

 

アルゼンチン、ペルー、ブラジルは、内容がマドゥロ政

権に対して理解的過ぎるとの理由で反対を表明。 

 

欧州連合諸国は棄権に票を投じたようだ。 

 

「米国 ラウル・カストロ前議長に制裁」              

 

９月２６日 米国政府は、キューバのラウル・カストロ

前国家評議会議長とその家族に対して人権侵害と民主

主義の抑圧を理由に制裁を科した。 

 

今回 制裁を科せられたことにより、カストロ前議長と

その親族は米国への入国が禁止される。 

 

とは言え、カストロ前議長の年齢は８８歳、政治の表舞

台からは退いており、米国への入国が禁止されることは

影響がないとされている。 

 

他方、カストロ前議長の娘で人権活動家としてエイズ、

同性愛者の擁護運動などを行っているマリエラ・カスト

ロ氏には影響があると報じられた。 

 

マリエラ氏は２０１２年に米国サンフランシスコ、ニュ

ーヨークなどで米国政府の人権侵害を非難する抗議活

動を行ったことがある。 

 

「ドゥケ大統領 ベネ政府と犯罪組織の関係を訴え」         

 

９月２４日 コロンビアのドゥケ大統領は、国連総会で

マドゥロ政権がテロリストや麻薬密売グループと結託

していると訴え、その証拠が書かれた報告書を国際社会

に提示すると訴えていた。 

 

９月２６日 ドゥケ大統領は同報告書を国連のグティ

エレス事務局長と米州機構（OAS）のアルマグロ事務局

長に提出した。 
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報告書ではコロンビア系武装組織「民族解放軍（ELN）」、

国境での麻薬密売人についてマドゥロ政権関係者がど

のように関わっているかなどが記されている。 

 

 

 

（写真）ドゥケ大統領ツイッター投稿より抜粋 

 

コロンビアの現地メディア「RCN」は、外交関係者の情

報として、コロンビア軍と米国海軍がベネズエラへの人

道支援物資の提供を目的とした軍事演習を９月３０日

～１０月５日にかけて実施する予定と報じている。 

 

マドゥロ政権は米国とコロンビアがベネズエラを崩壊

させようとしていると主張しており、両国の政治関係が

更に悪化することが懸念される。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「ハウスマン教授 BID ベネズエラ代表大使辞任」            

 

９月２６日 ハーバード大学のリカルド・ハウスマン教

授は、米州開発銀行（BID）のベネズエラ代表大使を辞

任すると発表した。 

 

１９年３月 グアイド政権は、リカルド・ハウスマン教

授を BID のベネズエラ代表に任命したばかり（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.261」参照）。 

 

ハウスマン教授はグアイド議長に宛てた辞任の理由を

記した文章を公表。 

 

辞任の理由について「ハーバード大学の教授職と BID

代表を兼任することができないため」とした。 

 

また、ハウスマン教授は、後任としてアレハンドロ・プ

ラス氏を推薦。今後、BID のベネズエラ代表はプラス氏

になる。 

 

プラス氏は、急進野党の代表格であるベネズエラ主導党

（VV）のマチャド党首と関係が深い人物。 

 

マチャド党首と共に非営利団体「Sumate」を発足した人

物（現 Sumate 代表）。 

 

８月２８日にグアイド議長により発足された大統領府

直轄委員会の経済開発担当に任命された人物でもある

（「ベネズエラ・トゥデイ No.337」参照）。 

 

ハウスマン教授も急進野党に属する人物で、大筋の思想

は変わらないと思われる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
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「停電 ８０％のスリア州の商業稼働に影響」         

 

スリア州はコロンビアと国境を面する州で首都カラカ

スに続いて第２の都市として知られている。 

 

スリア州の商業・サービス協会は、計画停電の影響で、

スリア州の州都マラカイボの事業者の８０％は深刻な

影響を受けていると発表した。 

 

８月２１日に、スリア州庁が「近日中に計画停電を停止

する」と発表したが、現在まで計画停電は改善していな

いと訴えた。 

 

また、商業活動以外にも停電により復旧時の突然の電力

供給が原因で多くの家電製品、機械が故障し、製造業や

家庭にも悪影響が出ているとした。 

 

社 会                       

「ベネズエラ ソーシャルメディアで情報操作」            

 

英国のオックスフォード・インターネット研究所は、ソ

ーシャルメディアを通じた情報操作に関する調査結果

を公表した。 

 

この調査は７０カ国超（調査対象国の数は不明）を対象

にソーシャルメディアが政治的な情報操作で利用され

ているか、あるいは、どのように利用されているかを確

認するもの。 

 

調査の結果、中国、インド、イラン、パキスタン、ロシ

ア、サウジアラビア、ベネズエラなどでソーシャルメデ

ィアを通じた情報操作が確認されたと発表した。 

 

報道を読む限り、ベネズエラで具体的にどのような事例

があるのかは確認できていない。 

 

 

また、ソーシャルメディアを通じた情報操作は、２年間

で急激に拡大する傾向にあるという。 

 

情報操作に最も多く使用されているのは「Facebook」

「Twitter」。 

 

存在しない支持者を自分の政党のフォロワーに登録し、

自政党の方針を代表するような主張を投稿するなどが

一般的な手法だという。 

 

また、民主主義国、強権国など政治思想に関わらず情報

操作は行われていると指摘した。 

 

民主主義国でこのような情報操作が確認された国は４

５カ国。強権国で情報操作が確認された国は２６カ国だ

という。 

 

以上 

 


