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（写真）新時代党 “新時代党のマルケス議員 野党の方針転換について触れるが、グアイド議長は否定” 

 

 

２０１９年１０月２日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 北朝鮮と共同経済委員会発足」 

「軍関係者証言 ロペス国防相 

麻薬取引に関わっていないが黒幕を知っている」 

「チャベス元大統領娘 国連大使代行辞めていた」 

経 済                     

「米国政府 

債券への制裁はマドゥロ政権が続く限り継続」 

「Rosneft 制裁回避のためユーロ建て取引増やす」 

社 会                     

「アルーバ ベネズエラ人に一時滞在ビザを要求」 

２０１９年１０月３日（木曜） 

 

政 治                    

「UNT 党首 野党の方針転換に言及 

グアイド議長 方針転換を否定」 

「マドゥロ政権 FARC マルケス氏を支援？」 

経 済                    

「CNPC PDVSA との合弁事業を停止」 

「CITGO １０月に資産差し押さえ危機 

米国政府はグアイド政権を支援するべき」 

「BANFANB Master cad 抜きの新カード発行」 

社 会                     

「移住で父親を失った子供 ８４．９万人超」 
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２０１９年１０月２日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 北朝鮮と共同経済委員会発足」       

 

９月下旬 カベジョ制憲議長は北朝鮮を訪問していた

（北朝鮮訪問後はベトナムに訪問し、ベネズエラに帰

国）。 

 

１０月２日 マドゥロ大統領はカベジョ制憲議長が司

会を務めるテレビ番組「Con el Mazo Dando」に電話出

演し、北朝鮮と共同経済委員会を発足すると発表した。 

 

双方の政府高官が経済発展の手段を協議することはベ

ネズエラの経済だけではなく、社会安定、軍部の繁栄に

貢献するとコメントした。 

 

現地メディア「Al Navio」は、与党政府関係者からの情

報として、マドゥロ政権は米国の制裁を回避する手段を

学ぶために北朝鮮にアドバイザーを依頼すると報じた。 

 

今年８月にはマドゥロ大統領の息子、ホセ・ゲラ氏が北

朝鮮を訪問していた。 

 

また、同じく８月に北朝鮮に在北朝鮮ベネズエラ大使館

を新設（「ベネズエラ・トゥデイ No.334」）。 

 

そして、今回のカベジョ制憲議長の北朝鮮訪問と共同経

済委員会の発足など両国の関係は急速に深化している。 

 

他、マドゥロ大統領も「近いうちに北朝鮮に訪問したい。」

と述べ、カベジョ制憲議長に対して、北朝鮮との関係構

築に寄与したと感謝の意を述べた。 

 

 

 

 

「軍関係者証言 ロペス国防相            

 麻薬取引に関わっていないが黒幕を知っている」         

 

現在、パドリーノ・ロペス国防相は麻薬取引に関わる汚

職の中心グループ（「Cartel de los Soles（太陽カルテル）」）

のトップと報じられている。 

 

なお、「太陽カルテル」の「太陽」というのは軍部の将

軍クラスに与えられる勲章に「太陽」のマークが付いて

いることに由来する。 

 

アルゼンチン系のメディア「Infobae」は、国防相に近い

人物からのコメントを報道。 

 

 

パドリーノ・ロペス国防相自身は、麻薬取引に直接関与

していないが、どのような軍部グループが麻薬取引に関

与しているのかは認識していると報じた。 

 

Q：ロペス国防相は麻薬取引に関与しているか？ 

A：ロペス国防相は関与していない。 

 

Q：しかし、ガソリンの密売やコカイン取引に関与して

いる政府高官を知っているか？ 

A：それは知っている。 

 

Q：国防相はこれに対して対策を講じていないのか？ 

A：ロペス国防相は何も対策を講じていない。 

 

Q：そうであれば共犯者ではないか？ 

A：ある意味ではそうだ。解釈の仕方は色々ある。 

 

Q：あなたは共犯だと思うか？ 

A：分からない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4624e04756d8a78df87a60d71672d094.pdf
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「チャベス元大統領娘 国連大使代行辞めていた」                  

 

１０月２日 故チャベス元大統領の娘で国連ベネズエ

ラ大使代行を務めていたマリア・ガブリエラ・チャベス

氏が国連大使代行の職務を辞めていたことが判明した。 

 

ベネズエラ外務省のツイッターで 

「昨今、政治的なネガティブキャンペーンのために誤っ

た情報が出ているので状況を明らかにする。 

 

国連でベネズエラ大使代行を務めていたマリア・ガブリ

エラ・チャベス氏は２０１９年１月１５日に同職を辞職

している。」 

と発表した。 

 

前述の「誤った報道」とは、グアイド議長に指名された

在米ベネズエラ大使館のグスターボ・マルカーノ領事が

「マリア・ガブリエラ・チャベスは６カ月以上前から米

国を離れている。」 

と職務放棄を非難したことが理由。 

 

マリア・ガブリエラ・チャベス氏自身も、この投稿をリ

ツイートで拡散しており、同意していることが伺える。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省ツイッター 

 

経 済                        

「米国政府                       

  債券への制裁はマドゥロ政権が続く限り継続」           

 

１０月１日 マドゥロ大統領は、債権者に対して改めて

債務再編の交渉に応じるよう求めた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.351」参照）。 

 

「Bloomberg」は、本件について米国ホワイトハウス西

半球安全保障シニアディレクターの Mauricio Claver-

Crone 氏にコメントを求めた。 

 

これに対して Mauricio 氏は、 

「マドゥロ政権が存続する限り債券への制裁を解除す

ることはないだろう」とコメント。 

 

「債券保有者も同国の債券を購入するリスクは認識し

ている。債権者の投資を保証することはホワイトハウス

の仕事ではない。」と回答した。 

 

流通市場での債券取引の禁止はマドゥロ政権ではなく、

債券保有者に打撃を与えているだけとの指摘は多い。 

 

流通市場での債券取引を禁止したことで、ベネズエラ債

の取引量は急激に減少。 

 

JP Morgan は６カ月かけて EMBI 指数からベネズエラ

債を除外する決定を下した。この決定を受けてベネズエ

ラ債の価格は記録的な下落を続けている。 

 

「Cleary Gottlieb Steen ＆ Hamilton」や「Guggenheim 

Securities」は債券取引を制限する制裁を解除するよう

ホワイトハウスに働きかけているがトランプ政権が続

く限り米国政府側の意志は変わらないだろうと考えら

れている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f358e0c61106cdc8eb06f3b4fd9338ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f358e0c61106cdc8eb06f3b4fd9338ea.pdf
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「Rosneft 制裁回避のためユーロ建て取引増やす」         

 

「Bloomberg」は、ロシアの国営石油会社「Rosneft」が、

ユーロ建ての支払いを条件に原油を売却していると報

じた。 

 

「Bloomberg」によると、Rosneft はユーロ建てでの支

払いを条件に１０万トンのウラル原油をロシアのプリ

モルスク港発、今月末渡しの条件で売却先を探している。 

 

Rosneft は、８月にも同じ条件でディーゼル燃料、燃料

オイルを売却していた。 

 

米国政府は、ロシア、中国、イラン、ベネズエラなど仮

想敵国の一部企業に対して米ドル建ての取引を制限す

る制裁を加える傾向にある。 

 

Commberzbank AG のアナリスト Carsten Fritsch 氏は、

「ロシアは米ドル建ての取引のエクスポージャーを減

らすことが制裁リスクを緩和させると考えており、今後

も同様の取引が増える可能性がある。」 

と指摘した。 

 

社 会                       

「アルーバ ベネズエラ人に一時滞在ビザを要求」       

 

アルーバ政府の Evelyn evwe-Croes 首相は、同島に訪問

するベネズエラ人にビザを要求すると発表した。 

 

アルーバ政府の発表によると、今年２月から今まで以上

に不法移民が増加しており、入国管理を強化する必要か

らビザの義務化を決定したという。 

 

ロイター通信がアルーバ政府関係者から入手した情報

によると、一時滞在ビザの取得手続きは６カ月ほどかか

る可能性があるという。 

 

ただし、今回の一時滞在ビザの要求は米国、カナダ、英

国、アイルランドのビザを所持しているベネズエラ人は

対象外としている。 

 

２０１９年１０月３日（木曜）             

政 治                       

「UNT 党首 野党の方針転換に言及          

       グアイド議長 方針転換を否定」        

 

１０月１日 国会は選挙を通じた政権交代の方針を承

認していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.351」参照）。 

 

急進野党はこの承認に反対しており、当時はその理由が

あまり分からなかったが、その理由は承認した決議文か

ら「大統領職の強奪を停止させる」という文言を消した

ことが理由だったようだ。 

 

主要野党グループの１つ新時代党（UNT）で党首を務め

たこともあるエンリケ・マルケス議員は、現地メディア

「Venepress」の取材に応じ、「この文言の削除は戦略的

に必要だった」と言及。主要野党の方針転換に言及した。 

 

加えて「動かないという戦略は存在しない。 

状況は日々変化する。我々は結果が出ていない時には常

に必要な時に戦略を見直さなければいけない。」 

と言及。変化の必要性について触れ、対話での解決の必

要性を訴えた。 

 

他方、グアイド議長自身は、主要野党の戦略は変わって

いないと主張。今後の方針として、軍部による内部から

の政権交代を目指すと言及。 

「我々に失ってよい時間は無い。我々は多くの点で重要

な成果を上げてきた。軍部はそろそろ決断をしなければ

いけない。汚職と人権侵害をするグループに圧力をかけ

る時だ。」と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f358e0c61106cdc8eb06f3b4fd9338ea.pdf
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「マドゥロ政権 FARC マルケス氏を支援？」           

 

コロンビア系ゲリラ組織「FARC」のナンバー２である

エンリケ・マルケス氏はコロンビア政府との和平合意を

破棄し、武装再開を宣言した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.337」参照）。 

 

スペイン系メディア「El Mundo」はマドゥロ政権がコ

ロンビア国境の管理をマルケス氏に任せようとしてい

ると報じた。 

 

犯罪組織の内部事情に詳しい人物は 

「ベネズエラ政府はメッセージを送ってきた。国境で犯

罪行為を行っているグループは、イバン・マルケスと話

さなければいけない。 

 

マルケス氏にベネズエラとコロンビアの国境を自由に

移動することを認める権限を与えている。 

 

もしマルケス氏と合意できなければ、そのグループに対

する取り締まりを行う。 

 

マルケス氏はベネズエラ国軍と繋がっており、あらゆる

物資を調達することが出来る。」 

と述べた。 

 

経 済                       

「CNPC PDVSA との合弁事業を停止」            

 

ロイター通信は、PDVSA と中国の石油会社「中国天然

気集団（CNPC）」の合弁会社「Petrosinovensa」が原油

混合作業を停止したと報じた。 

 

稼働停止の理由は制裁で売り先がなくなったことで、製

品をさばけないからだという。 

 

 

CNPC は米国の制裁の二次被害を避けるため、PDVSA

との取引を縮小する傾向にあり、今回の一件も PDVSA

との関係希薄化の一例と言えそうだ。 

 

「CITGO １０月に資産差し押さえ危機          

   米国政府はグアイド政権を支援するべき」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.351」の「NY 裁判所 

Crystallex の CITGO 資産売却手続き再開を承認」でも

紹介したが、PDVSA が１０月２７日の PDVSA２０の

元利９億ドル超を支払わない場合、債権者が CITGO の

株式５０．１％を差し押さえる可能性がある。 

 

この状況について、CITGO のルイス・パラシオ社長は

ロイター通信のインタビューに応じ、本件についてコメ

ントした。 

 

「グアイド暫定大統領と国会は、PDVSA 子会社

CITGO の役員を任命した。米国政府はこの決定を支持

し、CITGO は救済された。 

 

債権者からの脅威に対して我々を救わないのは矛盾し

ていると考える。米国政府は、グアイド政権が CITGO

のコントロールを維持するために支援をする必要があ

る。」 

と述べた。 

 

グアイド議長は、CITGO 資産は米国政府に保護されて

いると言及している。 

 

しかし、カルロス・ラミレス弁護士は、CITGO は

PDVSA２０の債権者からは保護されておらず、差し押

さえは法的に可能との見解を示している。 

 

また、PDVSA２０を保有している投資銀行らも同様の

見解を示している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f358e0c61106cdc8eb06f3b4fd9338ea.pdf
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「BANFANB Master cad 抜きの新カード発行」              

 

今年９月に米国のカード決済サービス会社「Master 

Card」が、ベネズエラの国営銀行「BANFANB」への決

済サービス提供を停止すると発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.340」参照）。 

 

１０月３日 BANFANB は Master Card を用いないデ

ビッドカードを新たに発行すると発表した。 

 

 

（写真）BANFANB ツイッター 

 

社 会                       

「移住で父親を失った子供 ８４．９万人超」            

 

ベネズエラの人道団体「Cecpdap」は、父親が移住し、

その後連絡がつかなくなった子供が少なくとも８４．９

万もいると報じた。 

 

 

 

単身赴任のような形で父親だけ移住する家庭は少なく

ない。 

 

「Cecpdap」は、２８．３％の移住者はベネズエラに子

供を残していると発表した。 

 

また、同団体に相談に来る残された子供の４人に１人は

孤独や鬱など精神的に不安定な状況に陥っているとコ

メントした。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c5dc81372d76ca1969ede6a12ca6452.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c5dc81372d76ca1969ede6a12ca6452.pdf

