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（写真）バチェレ弁務官ツイッター “バチェレ弁務官 ベネズエラの訪問を発表（写真は３月のもの）” 

 

 

２０１９年６月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「国連バチェレ人権高等弁務官 

６月１９日～２１日にベネズエラ訪問」 

「スウェーデン政府 ベネズエラ問題協議を発表」 

経 済                     

「トリニダード・トバゴ Shell のガス開発承認」 

「レシート発行機を購入しない店舗は罰則」 

「マドゥロ政権 通信・郵送サービス公社を新設」 

社 会                     

「エクアドルーコロンビア間の越境でも汚職」 

「ペルー ベネズエラ人の入国要件を強化」 

2019 年 6 月 15～16 日（土・日） 

 

政 治                    

「PanamPost グアイド政権側の汚職を告発 

～人道支援物資・資金の不正流用疑惑～」 

「６月１７日 欧州連合 ベネズエラ問題協議 

～マドゥロ大統領らへ個人制裁の噂～」 

「ボルトン大統領補佐官 

マドゥロは、支援のため露に２億ドル支払った」 

経 済                    

「野党 ジャマイカに株式買取の停止を要請」 

社 会                     

「スペイン亡命申請 ３人に１人はベネズエラ人」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月１４日～６月１６日報道            No.３０５   ２０１９年６月１７日（月曜） 

2 / 7 

 

２０１９年６月１４日（金曜）             

政 治                       

「国連バチェレ人権高等弁務官             

    ６月１９日～２１日にベネズエラ訪問」       

 

６月１４日 チリの元大統領で現在、国連の人権高等弁

務官を務めているミシェル・バチェレ氏は、６月１９日

～２１日にかけてマドゥロ政権の要請を受け、ベネズエ

ラに訪問すると発表した。 

 

１９年３月、人権高等弁務官事務所は、技術者レベルの

ミッション団派遣を行ったが、バチェレ弁務官の訪問は

今回が初めてとなる（「ベネズエラ・トゥデイ No.262」

参照）。 

 

人権高等弁務官のベネズエラ訪問は、国連の長年の懸案

事項だった。 

 

マドゥロ政権は、同事務所でベネズエラ問題に関与して

いたザイド弁務官が、野党側に偏っているとの理由で国

連高等弁務官のベネズエラ受け入れを拒否してきた。 

 

ザイド弁務官に代わり、ベネズエラ問題に関わることに

なったバチェレ弁務官はマドゥロ政権に比較的、寛容な

姿勢を維持しており、今回の訪問が実現したと思われる。 

 

弁務官事務所の発表文は以下の通り。 

 

 

国連高等弁務官事務所のミシェル・バチェレ弁務官はベ

ネズエラ政府の招待を受けて、６月１９日～２１日にか

けて同国を訪問する。 

 

 

 

カラカス滞在中、弁務官ミッション団はマドゥロ大統領、

閣僚、政府高官、最高裁判長、検察長、護民官らと意見

交換を行う。 

 

また、弁務官は国会議長や制憲議長などその他の立法組

織とも意見交換を行う。 

 

また、弁務官は人権侵害を受けたとされる被害者、その

家族とも面会をする予定。他、労働組合、宗教団体、大

学組織関係者との面談も予定している。 

 

カラカス時間で６月２１日（金曜）２１時３０分頃に、

弁務官から今回の視察の総括を報告する。 

 

 

この文章の特徴は、 

マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識している点。 

マドゥロ大統領を国家元首と認識している点。 

制憲議会を立法組織と認識している点。 

 

野党側はグアイド議長がベネズエラの大統領であると

主張している。また、制憲議会は憲法違反の組織である

ため、認めてはいけないと主張している。 

 

この文章は、野党の大前提を意に介さない記述になって

おり、野党側としては不服だろう。 

 

他方、グアイド議長はバチェレ弁務官の訪問について 

「我々の圧力の結果だ」 

とバチェレ弁務官のベネズエラ訪問は野党の功績であ

ると理解できるような発言をしている。 

 

実際のところ、多くの国民は今回の訪問が野党側にとっ

て素直に歓迎できないことは理解している。この種の事

実を曲解する発言は野党への不信を招くことになるの

ではないか。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月１４日～６月１６日報道            No.３０５   ２０１９年６月１７日（月曜） 

3 / 7 

 

「スウェーデン政府 ベネズエラ問題協議を発表」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.304」で、６月１３日

にスウェーデンで諸外国の外交関係者がベネズエラ問

題について協議したとの記事を紹介した。 

 

当時の報道では、事実かどうかは定かではなかったが、

６月１４日 スウェーデン外務省は公式に協議の事実

を発表した。 

しかし、 

 

 

スウェーデン政府は、ベネズエラの国民間の相違を緩和

させ、早急に平和的で、政治的且つ民主主義敵な問題解

決を求める、重要な国際関係者をストックホルムに招い

た。 

 

 

 

 

と発表したのみで、出席国、協議内容など、詳細につい

ては述べられていない。 

 

一部メディアによると、スウェーデンでの協議はノルウ

ェー政府が行ってきた与野党仲裁についての情報共有

も含まれていたとされる。 

 

現地メディア「AlNavio」によると、ノルウェー政府は

マドゥロ政権に対して、国会議員の不逮捕特権のはく奪

の取り消しや政治犯の解放など、野党政治家への迫害を

停止するよう求めたという。 

 

また、前述のバチェレ弁務官の訪問に合わせて、政治犯

が解放されるとの噂も流れている。 

 

経 済                        

「トリニダード・トバゴ Shell のガス開発承認」           

 

６月１３日 トリニダード・トバゴの Keith Rowley 首

相は、エネルギー会社「Shell」が同国でガス開発を行う

ことを承認したと発表した。 

 

今回の開発地域はベネズエラとの国境に近い場所にあ

るようで、ベネズエラ政府とトリニダード・トバゴ政府

の合意が必要とされていた。 

 

この点について、トリニダード・トバゴのエネルギー相

は、ベネズエラ政府側の反応が鈍く、合意を得るための

協議が進まなかったと説明した。 

 

「レシート発行機を購入しない店舗は罰則」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.302」で、銀行監督局

（SUDEBAN）が、小売店に対して、レシート発行機の

変更を義務化したとの記事を紹介した。 

 

本件について、税務専門家の Jose Antor 氏はレシート

発行機の買い替え期限は６月１５日までで、同日までに

買い替えが出来ていない店舗は SENIAT の罰則を受け

ると警告した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/276497be8f02bdb34c2140aa22f76a6a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ac9413db2786b58562010c051132593f.pdf
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「マドゥロ政権 通信・郵送サービス公社を新設」                  

 

６月１４日 マドゥロ政権は、「通信・郵送サービス社

会主義公社」の新設を発表した。 

 

同公社は通信公社（Cantv）や国営の携帯電話会社

「Movilnet」などをまとめる組織になるようだ。 

 

「通信・郵送サービス社会主義公社」の代表には、２０

１７年から「国家電気通信委員会（Conatel）」の代表を

務めていたエリエセル・マルケス氏を任命した。 

 

マドゥロ大統領は、マルケス氏に対して、中国の ZTE

や Huawai と通信事業に関する協定を締結し、ベネズエ

ラの４G 通信網を開発するよう命じた。 

 

なお、ベネズエラの通信網は筆者がベネズエラにいた当

時からひどいものだったが、状況は更に悪化している。 

 

マドゥロ大統領が「通信・郵送サービス社会主義公社」

の新設を発表した前日からカラカスは Cantv の通信が

一斉にダウンしていた。 

 

メディアでは、Cantv を使用しているカラカス世帯の７

０％は６月１３日からインターネットがダウンしたと

報じている。 

 

 

（出所）Espacio Publico ツイッター 

 

社 会                        

「エクアドルーコロンビア間の越境でも汚職」                  

 

人道団体「Creo Latinoamerica」のファン・フェルナン

デス・フローレス代表は、エクアドルとコロンビアをつ

なぐ国境の橋で、国境を通過しようとするベネズエラ人

に対して、待ち時間を短縮できるとして不当に支払いを

要求するグループがいると訴えた。 

 

行列待ちを商売にするのはベネズエラでは良くある話

だが、他国でも同様のことがあるようだ。 

 

フェルナンデス氏曰く、国境を通過するために２日間行

列待ちすることもあるという。その時間を短縮させるた

めのコストは３０ドルが相場のようで、この誘いを受け

る人もいるようだ。 

 

コロンビア政府は、この種の話を持ち掛けるグループを

拘束していると補足した。 

 

「ペルー ベネズエラ人の入国要件を強化」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.301」で紹介した通り、６

月１５日からベネズエラ人がペルーに入国するために

はビザとパスポートの提示が必要になる。 

 

入国要件が厳しくなる前の駆け込み需要で、６月１４日

には大量のベネズエラ人がペルーの国境に押しかけた

という。 

 

６月１４日にペルーに亡命申請を行ったベネズエラ人

は４，７００名。同日中にペルーへ入国したベネズエラ

人は８，０００名で、過去最高を記録したと報じられて

いる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
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２０１９年６月１５～１６日（土・日）             

政 治                       

「PanamPost グアイド政権側の汚職を告発      

   ～人道支援物資・資金の不正流用疑惑～」        

 

今年２月、グアイド議長率いる野党国会は米国政府に人

道支援を求めた。米国政府はこの要請を受け、ベネズエ

ラの国境に近いコロンビア、ブラジルの町に支援物資を

搬入。 

 

２月２３日に同物資をベネズエラに搬入しようとした

が、マドゥロ政権の抵抗にあい、失敗に終わったことが

ある。 

 

この出来事が起きる前日にはチャリティーイベントと

して「Venezuela Aid Live」というコンサートがコロン

ビア側の国境付近で開催され、大勢の観客を動員した。 

その際に、ベネズエラ難民への寄付金なども集めていた。 

 

オンラインメディア「Panampost」は、当時集めた支援

物資が野党側の自由裁量で使用されており、汚職が起き

ていると訴えた。 

 

また、当時集めた資金は、高額のホテル、高級レストラ

ンなどククタで活動する政治家が私的に流用している

と訴えている。 

 

コロンビア側でこれらの資産を管理しているのは、グア

イド議長の親族で、グアイド議長自身も不正に気付いて

いると書かれているようだ。 

 

なお、筆者はこのオリジナルの記事は読めていない。 

 

 

 

 

 

「PanamPost」の記事にアクセスしようとしたが、 

「ウイルス攻撃からサイトを守るため閲覧できない状

態になっている」と表示されている。 

 

今回の件を受けて、コロンビア側で資産を管理するレス

ター・トレド氏（ベネズエラの国会議員で、亡命してコ

ロンビアに滞在している）は、報道は虚偽であると主張。 

 

グアイド議長は、事件の真相を徹底的に調べると約束し

た。 

 

「６月１７日 欧州連合 ベネズエラ問題協議      

    ～マドゥロ大統領らへ個人制裁の噂～」           

 

６月１７日 欧州連合閣僚はルクセンブルクでベネズ

エラ問題について協議を予定している。 

 

２週間前に行われたコンタクトグループとリマグルー

プの会合についても情報共有を予定している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.300」参照）。 

 

また、米国政府がキューバに科したヘルムス・バートン

法（キューバ政府と取引している場合、米国では商売が

できないという内容）の影響についても議論を予定して

いる。 

 

５月２４日 モゲリーニ欧州連合外交委員長は、キュー

バ外相と会合。米国政府による制裁を非難することで一

致しており、今回も米国の制裁を非難する方向で話が進

むと思われる。 

 

一部では欧州連合がマドゥロ大統領や関係閣僚に個人

制裁を科すと報じられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2907c72a89dfc9f9fdb2e9683196116b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2907c72a89dfc9f9fdb2e9683196116b.pdf
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個人的には、制裁は対話をとん挫させる可能性があり、

１７日に追加制裁の議論は出ないのではないかと想像

しているが、明日には明らかになるだろう。 

 

「ボルトン大統領補佐官                 

 マドゥロは、支援のため露に２億ドル支払った」         

 

６月１６日 米国のボルトン大統領補佐官は、自身のツ

イッターで 

「マドゥロはベネズエラの資産を悪用している。 

ベネズエラ国民が飢餓で苦しむ中、５月にロシアの継続

的な支援を買うために２億９００万ドルの防衛契約費

を支払った。ベネズエラには民主的な真のリーダーシッ

プが必要だ。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）米国ボルトン大統領補佐官ツイッター 

 

この投稿を受けて、ロシアの Vladimir Zaemski 在ベネ

ズエラ・ロシア大使はロシア系メディア「Sputnil」の取

材に対して、 

「ベネズエラが世界にとっての脅威であるように見せ

かけるための、ボルトンのでっち上げだ」 

とボルトン補佐官の投稿を否定した。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「野党 ジャマイカに株式買取の停止を要請」            

 

２月１３日 グアイド議長率いる野党国会は PDVSA

の役員を任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.253」参

照）。 

 

つまり、現在ベネズエラにはマドゥロ政権側の PDVSA

役員とグアイド政権側の PDVSA 役員が並立している。 

 

６月１６日 グアイド政権側に任命された PDVSA の

ボードメンバーは、ジャマイカ政府に対して「Petrojam」

の株式購入を停止するよう要請した。 

 

「Petrojam」は、PDVSA が４９％の株式を保有。 

残りの５１％をジャマイカの国営石油公社「Petroleum 

Corpo Jamaica」が保有している。 

 

この PDVSA が４９％を保有している株式についてジ

ャマイカ側がずいぶん前から買い取りを検討しており、

既に同国の国会で承認が降りている。 

 

ただし、今回ジャマイカ政府が想定している株の売却相

手はマドゥロ政権側の PDVSA である。つまり、株式４

９％の売却資金はマドゥロ政権側に入る。 

 

野党側の PDVSA 役員メンバーは、株式の所有権を持っ

ているのは自分たちであり、違法なマドゥロ政権と取引

をしてはいけないと訴えている。 

 

グアイド議長もジャマイカの Holness 首相に文書を送

り、「国会の管理下にあるベネズエラの正当な政府だけ

が、ジャマイカにある PDVSA の利益を代表できる。」

と主張している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
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社 会                       

「スペイン亡命申請 ３人に１人はベネズエラ人」            

 

スペイン内務省の発表によると、２０１９年１月～５月

の間にスペインに亡命申請を提出した件数は４６，５９

６件。そのうち１６，８４６件はベネズエラからのもの

だという。 

 

つまり、亡命申請者の３人に１人はベネズエラ人という

ことになる。 

 

２０１８年にベネズエラ人がスペインに提出した亡命

申請は通年で２０，０１５件だったため、１９年に入っ

て申請件数が更に増加している。 

 

なお、ベネズエラ人による亡命申請件数は 

 

２０１５年は５９６件 

２０１６年は４，１９５件 

２０１７年は１０，６２７件だったという。 

 

以上 

 

 


