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（写真）ベネズエラ主導党 “１０月２４日 マリア・コリナ・マチャド党首 与党支持者に攻撃される” 

 

 

２０１８年１０月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「急進野党 マリア・コリナ・マチャド VV 党首 

遊説中に政府支持の暴力組織に襲われる」 

「国連専門員 マドゥロ大統領と会談」 

「サラフ氏 野党を非難する証言を強要された」 

経 済                     

「Coca Cola FEMSA 労働者がスリア州工場占拠」 

「米国政府 ベネズエラの GOLD 輸出を非難」 

「DICOM ボリバル安 １ドル BsS.６４．１７」 

社 会                     

「アンジェリーナ・ジョリー ペルーで国境視察」 

２０１８年１０月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「EU 議会  アルバン市議の検死を要請 

ドイツ CPI によるマドゥロ政権調査を支持」 

「SEBIN 職員 アルバン市議の監視怠慢で処罰」 

「アジュップ AD 幹事長 対話の可能性を否定」 

経 済                    

「Bloomberg ロシア経由で金融制裁を回避」 

「ConocoPhillips 接収賠償金の着金を確認」 

「PDVSA 役員が交代 ケベド総裁は留任」 

「Air Europa と観光産業促進で合意 

～ペトロ建ての支払い受け入れ？～」 
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２０１８年１０月２４日（水曜）             

政 治                       

「急進野党 マリア・コリナ・マチャド VV 党首     

    遊説中に政府支持の暴力組織に襲われる」       

 

１０月２４日 急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」の

マリア・コリナ・マチャド党首と VV 党員が政府を支持

する暴力組織に襲われた。 

 

マチャド党首はボリバル州ピアル市ウパタで演説をし

ていた。演説中に複数の人が会場に押しかけ、党員を殴

るなどして押し出す形でマチャド党首らをその場から

追い出した。 

映像を見る限りでは、石を投げる人もいた。 

 

以下は攻撃を受けた後にマチャド党首が公開した写真。 

写真を見る限りでは確かに鼻が赤く腫れている気がす

る。またシャツは薄く血痕がみられる。殴られたか、騒

動に巻き込まれて鼻を殴打したのかだろう。 

 

 

（写真）マリア・コリナ・マチャド・ツイッター 

この一件を受けて「ベネズエラ主導党」として事件を非

難。 

 

今回の事件はボリバル州ピアル市のジュリスベス・ガル

シア市長（もちろん与党系）のグループが実行したもの

だと非難した。 

 

また、翌２５日にマチャド党首は事件について政府を非

難。マドゥロ大統領の指示により実行されたと訴えた。 

 

今回の事件を受けて多くの政治家が暴力行為あるいは

マドゥロ政権を非難している。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は、 

「独裁政権に彼女と彼女のグループへの攻撃を停止し、

身の安全を保障するよう要求する」 

と投稿した。 

 

欧州連合のベアトリス・ベセッラ人権委員会副代表は 

「モゲリーニへ：私は昨日、マドゥロ政権がマリア・コ

リナ・マチャドの命を狙っていると警告した。マリア・

コリナは先ほどウタパで野蛮な攻撃を受け、ひどい負傷

を負い病院に入った。あなたは何を待つつもりだ？彼女

がベランダから落とされるのを待つのか？」 

と投稿した。 

 

EU のモゲリーニ外交委員長は、与野党対話を模索する

べきだとの方針を示しており、ベセッラ人権委員会副代

表（スペイン選出議員）から強い非難を受けている。 

 

他にも政治的にはマチャド VV 党首と距離を置いてい

るカプリレス元ミランダ州知事なども、暴力行為を非難

した。 
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「国連専門員 マドゥロ大統領と会談」          

 

１０月２４日 マドゥロ大統領、デルシー・ロドリゲス

副大統領、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、ホルヘ・ア

レアサ外相らは複数の国連関係者らと会談した。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領によると、ベネズエラと

国連関係者は主に「２０３０アジェンダ」について意見

交換したようだ。 

 

「２０３０アジェンダ」は１５年の「国連持続可能な開

発サミット」で作成された成果文書。 

２０３０年までに貧困、飢餓、エネルギー、気候変動、

平和的社会、持続可能な開発などいくつかのテーマで目

標値を設定するもののようだ（外務省のサイトに「２０

３０アジェンダ」の日本語訳が掲載されている）。 

 

つまり、会談の目的は、ベネズエラの移民視察や先日

SEBIN で死亡したアルバン市議の調査ではないようだ

（アルバン市議の死亡については「ベネズエラ・トゥデ

イ No.200」１０月８日付の記事参照）。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

「サラフ氏 野党を非難する証言を強要された」                  

 

学生運動をしていたローレント・サラフ氏は１４年９月

に SEBIN に逮捕され、その後４年間の拘束を経て１０

月１２日に解放された（「ベネズエラ・トゥデイ No.202」

１０月１２日付の記事参照）。彼は現在スペインに住ん

でいる。 

 

 

１０月２４日 サラフ氏は「CNN en Español」のイン

タビュー番組に出演し、 

「マドゥロ政権に精神的な拷問を受け、野党を非難する

ような証言を強要されていた。 

 

ただ、私はそのような協力をしたくなかったので、彼ら

の要請を拒否した。にもかかわらず、１年間、証言を強

要され続けた。 

その後、私は牢獄で孤独な日々を送った。時計を持って

いなかったので、今が何時かもわからなかった。時間を

知るためにハンガーストライキを始めた。時間を知るに

はそれしか方法がなかった。 

 

今後は肉体的な拷問をすると脅された。私は彼らに対し

て、殴るでも、蹴るでもいいから、このまま牢屋にいる

なら殺してくれと頼んだ。」 

とコメントした。 

 

最近、政府は８月４日に起きたドローン襲撃事件で数人

を逮捕しており、多くの逮捕者が野党政治家に不利な証

言をしている（一例「ベネズエラ・トゥデイ No.204」

１０月１７日付の記事参照）。 

 

野党は「麻薬を使用して証言させた。」と訴えているが、

彼らの証言の裏にはサラフ氏であったような証言の強

要があった可能性もありそうだ。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c70e03a9d6445f4fd3b2ca86a50eb492.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f449d3ffd255fe379c64d05b02d80fca.pdf
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経 済                        

「Coca Cola FEMSA 労働者がスリア州工場占拠」           

 

大手飲料メーカーの「Coca Cola FEMSA」は労働コスト

を４０％削減する方針で労働者、労働省らと交渉をして

いると報じられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.206」１

０月２２日付の記事参照）。 

 

１０月２４日 「Coca Cola FEMSA」は労働者がスリア

州工場を閉鎖させたと訴えた。理由はもちろん労働者の

解雇に反対の意を示すためだろう。 

 

「Coca Cola FEMSA」は声明で、「事業継続の意思があ

り、必要な努力をする」と発表しているが、労働コスト

の削減も不可欠であり難しい状況に直面していると言

えそうだ。 

 

「米国政府 ベネズエラの GOLD 輸出を非難」         

 

１０月２４日 米国財務省テロ資金捜査部局のマーシ

ャル・ビリングスレア氏は、「Booking Institution」が主

催するセミナーに登壇。 

 

「マドゥロ政権が少なくとも２１トンの GOLD をトル

コに違法に輸出した。この輸出取引には本来必要な透明

性がない。」と非難した。 

 

米国政府がベネズエラの GOLD 輸出取引を非難するの

は今回が初めて。 

 

GOLD の輸出取引に関して制裁するのか？と質問され

ると、ビリングスレア氏は回答を控え「私の意図はこの

種の経済活動を非難し、他国に警戒を呼び掛けることに

ある。」とコメントした。 

 

 

 

なお、安価に食料を販売する制度 CLAP について、「少

なくとも７０％は過剰な値段での販売が行われており、

汚職が行われている。」と訴えた。 

 

「Booking Institution」のスーザン・マロニー氏は中東

での GOLD 取引について、 

「米国がイランに科した経済制裁に対して、トルコが回

避のための協力をしており、回避策として GOLD が使

用されている」と補足した。 

 

今年７月にはベネズエラからトルコに向けて７．８億ド

ル（２０．１５トン）の GOLD が輸出されたと報じら

れており、筆者もトルコ側の輸出統計でその事実を確認

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.165」７月１９日

付の記事参照）。 

 

トルコの他にアラブ首長国連邦向けの GOLD 輸出が増

えている可能性もある。 

 

「DICOM ボリバル安 １ドル BsS.６４．１７」                  

 

中央銀行は第５２回 DICOM の結果を公表した。 

 

８月２０日の新経済政策発表以降、DICOM レートは１

ドル BsS.６０～６４を推移していたが、今回は大きく

ボリバル安に傾いた。 

 

平均為替レートは１ドル BsS.６４．１７。前回（１ドル

BsS６３．９９）から BsS.３０超 BsS.０．１８分ボリバ

ル安になったことになる。 

 

一気に平均為替レートが BsS３０も下落するのは、自然

ではない。８月に為替管理制度は無くなったと言われて

いるが、引き続き政府が為替レートを決めていることは

明らかだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年１０月２４日～１０月２５日報道         No.２０７   ２０１８年１０月２６日（金曜） 

5 / 8 

 

外貨供給額は合計で４８１万４，４６１．６４ドル。 

前回の４５３万よりも、若干増加したことになる。 

 

内訳では、法人１８９社に対して４３１万４，７０９．

６３ドルが割り当てられ、個人６４５名に対して４９万

９，７５２．０１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、タイヤ販売業者の

「Covencaucho」で２０万ドル。 

次いで、「Phone Box」が完成品を輸入する目的で１９．

７万ドルの外貨供給を受けた。 

３番目は「Almacenadora Mundo Electronic ２０１２」

で１５万７，１０３万ドルの外貨供給を受けた。 

 

社 会                        

「アンジェリーナ・ジョリー ペルーで国境視察」           

 

女優で国連難民高等弁務官（UNHCR）の特使を務める

アンジェリーナ・ジョリー氏はベネズエラの移民問題を

確認するため、数日間ペルーの国境を施設していた。 

 

彼女の滞在中、ペルーのビスカラ大統領やポポリシオ外

相らと会談。ペルー国民に対して、ベネズエラの移民問

題への支援を訴えた。 

 

ペルー移民管理局の発表ではペルーに滞在しているベ

ネズエラ人は８月時点で４１．４万人。既に４３万人は

いるとも言われている。 

 

ペルーはコロンビアに次いでベネズエラ人移民の受け

入れが多い国と言われている。 

 

先日、コロンビアは期限切れのパスポートでもベネズエ

ラ人移民を受け入れると発表（「ベネズエラ・トゥデイ

No.205」１０月２０日～２１日付の記事参照）。ベネズ

エラ移民を積極的に受け入れる姿勢を示している。 

 

他方、ペルーは一時、ベネズエラ人のペルー入国にパス

ポートの提示を不要とする決定を下したが、その後裁判

所が同決定を無効にすると決めた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.203」１０月１６日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ人移民の受け入れにネガティブな見解を示

すペルー人は多い。リマで行われた世論調査では５５％

がベネズエラ移民に来てほしくないと回答している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.196」９月２８日付の記事

参照）。 

 

コロンビアの受け入れが増える一方、ペルー向けのベネ

ズエラ人入国の門戸が閉ざされれば、自然とコロンビア

かエクアドルに移民が増加することになり、受け入れ国

の政治・社会が不安定になる懸念がある。 

 

筆者の想像だが、アンジェリーナ・ジョリーUNOHR 特

使のペルー派遣はベネズエラ移民への連帯と支援をペ

ルー国内で盛り上げる狙いがあったのではないかと思

われる。 

 

なお、アンジェリーナ・ジョリーUNOHR 特使はペルー

滞在中にベネズエラ移民への連帯を求める発言はした

が、マドゥロ政権を非難する発言は少なくともメディア

に対してしていなかったのが意外だった。 

 

２０１８年１０月２５日（木曜）             

政 治                        

「EU 議会  アルバン市議の検死を要請       

  ドイツ CPI によるマドゥロ政権調査を支持」        

 

１０月２５日 欧州議会は賛成２６８、反対２５、棄権

２６で、野党政治家、野党支持者への迫害を非難。 

また、１０月８日に SEBIN 拘束中に死亡したフェルナ

ンド・アルバン氏の外国での検死を求める文章を承認し

た。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6eebaf63ee21032b0399ec3571991968.pdf
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承認された決議の主な内容は以下の通り。 

 

・ベネズエラの人権・民主主義の悪化は深刻で、政治的

な危機を理由に社会・経済・人道的な観点から過去に例

を見ない状況に陥っている。 

 

・８７％のベネズエラ人は貧困状態で、そのうち６１．

２％は極貧だと認識する。出産時の母親死亡数は６０％

増加し、子供の死亡数は３０％増加した。 

８９％のベネズエラ人は家族が暮らすのに十分な資金

がない。IMF は１８年のインフレ率が１４０万％、１９

年が１，０００万％と見込んでいる。 

 

・ベネズエラ政府は国際社会の善意の人道支援を拒否

しており、市民への責任を放棄している。 

 

・１０月８日 フェルナンド・アルバン市議が SEBIN

による拷問で死亡したとされる。国連の求めにも拘らず、

ベネズエラ政府は独立した国際調査団による調査を拒

んでいる。 

 

・１０月１３日 サバロフ賞を受賞したローレント・サ

ラフ氏が解放され、強制的にスペインに送られた。サラ

フ氏は裁判もなく４年間拘束され、恐ろしい拷問を受け、

彼の裁判は５３回も延期された。彼の親族、友人らは政

治犯に対する組織的な抑圧の存在を訴えている。 

 

・ファン・レケセンス議員も同様に不法でかつ暴力的に

拘束された。 

 

・欧州連合は政治犯全員の解放、拷問の停止、劣悪な待

遇の停止、野党政治家に対する嫌がらせの停止、平和的

な抗議行動の抑圧の停止、国会の存在を認知すること、

国会が選定する独立した選挙管理委員会の発足、民主的

な自由選挙の実施、制憲議会の解散を求める。 

 

 

 

・国際仲裁を図るための中立的と言える、与野党が受け

入れるグループを形成する。 

 

・国際司法裁判所（CPI）によるベネズエラ政府の人道

調査を全面的に支持する。 

 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイ No.206」でドイツが CPI

への訴えに名前を連ねると言われていたが、ドイツ政府

はマドゥロ政権を CPI で調査することを支持すると発

表した。少なくとも、６カ国は外相のサインをもって、

CPI に申請している。 

 

「SEBIN 職員 アルバン市議の監視怠慢で処罰」           

 

１０月８日に SEBIN 拘束中にフェルナンド・アルバン

市議が死亡した（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」１０

月８日付の記事参照）。 

 

検察庁は飛び降り自殺だと説明しているが、野党政治家

は拷問中に死亡したと訴えており、両者の主張は平行線

をたどっている。 

 

１０月２４日 カラカス首都区３１裁判所に SEBIN の

ケイバース・シレッリ氏とミゲル・ドス・サントス氏が

出頭し、アルバン市議の裁判が行われる予定だったが、

１１月５日に延期された。 

 

アルバン市議の妻の委託を受けて、アルバン市議の代理

人を務めているジョエル・ガルシア弁護士は、 

「政府は、裁判で職務怠慢を理由に SEBIN 職員を罰す

ることで１０月８日の事件を収集しようとしている。職

務怠慢の場合、SEBIN 職員の処罰は最低で１５日、最長

でも６カ月の禁固刑になる。」 

と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8baaff51aff1b64d632849048ba38f6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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「アジュップ AD 幹事長 対話の可能性を否定」         

 

１０月２５日 行動民主党（AD）のラモス・アジュッ

プ幹事長は政府との対話について「対話の条件がない」

と対話の可能性を否定した。 

 

アジュップ幹事長は 

「政府は間接的、直接的に対話を求めているが、我々は

全て拒否している。私が政府との対話に向けて話し合い

を行っているという者がいるが、それは虚偽だ。 

 

政府との対話は起きない。対話のための条件が整ってい

ない。我々はこれまで３回、対話を試みた。政府が再選

挙の意志がなければ、政府と対話を行う野党政治家はい

ない。」と訴えた。 

 

経 済                       

「Bloomberg ロシア経由で金融制裁を回避」            

 

１０月２５日 金融情報サービスを提供する「ブルーム

バーグ」は、マドゥロ政権がロシアを通じて米国の金融

制裁を回避していると報じた（オリジナル記事）。 

 

同記事によると、ベネズエラ政府はロシアとベネズエラ

が共同で所有している「Evrofinance Mosnarbank」を使

用して、契約者に支払いを行っているという。 

 

ベネズエラ政府に近い人物は、多くのベネズエラ政府関

係者、法人が「Evrofinance Mosnarbank」を通じて支払

いを行っているとコメントした。 

 

「Evrofinance Mosnarbank」のサイトを調べたところ、

本社はモスクワにあり、海外支店は北京とカラカスに１

店舗ずつ存在している。 

カラカスの支店はチャカオ市 La Castellana「Torre 

Castellana」９階 9-A にあるようだ。 

 

また、「Evrofinance Mosnarbank」の役員メンバーには

「Gazprombank」の役員の名前があり、同時にベネズエ

ラ財相のシモン・セルパ氏の名前も書かれている。 

 

「Conoco Phillips 接収賠償金の着金を確認」         

 

米国石油開発会社「Conoco Phillips」は裁判で接収賠償

金２０．４億ドルを PDVSA から勝ち取り、カリブ海諸

国の PDVSA 資産を差し押さえた。 

 

しかし、８月２０日に PDVSA と返済計画で合意を発表。

９０日以内に５億ドルを支払い、その後４年半にわたり

３カ月頃に返済をすることが決まっていた。 

 

１０月２５日 「Conoco Phillips」は９０日以内に予定

されていた賠償金の一部、３億４，５００万ドルが着金

したことを確認した。 

 

「PDVSA 役員が交代 ケベド総裁は留任」         

 

１０月２５日 PDVSA 役員の交代が発表された。 

新たな役員リストは以下の通り。 

・総裁：Manuel Quevedo 

・開発・生産・企画・技術役員：Miguel Quintana 

・精製役員：Rodolfo Jiménez 

・商業・国内販売役員：José Rojas 

・ガス役員：Nemrod Contreras 

・国際役員：Marcos Rojas 

・財務役員：Fernando de Quintal 

＜外部役員＞ 

・Yurbis Gómez 

・Ricardo León 

・Wils Rangel 

・Simón Zerpa 

・Ricardo Menénedz 

・Tareck El Aissami 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-25/venezuela-taps-russian-bank-to-work-around-crippling-sanctions
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なお、１０月２５日には国内で２番目の規模のカルドン

製油所が、精製するための原料不足で稼働を停止したと

報じられている。 

 

「Air Europa と観光産業促進で合意          

     ～ペトロ建ての支払い受け入れ？～」              

 

１０月２５日 アイサミ経済担当副大統領は、カラカス

―マドリッド間を運行しているスペインの航空会社

「Air Europa」とホテル分野の観光投資で合意したと発

表。ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」と協力関係

を結ぶとも補足した。 

 

また、デジタル通貨「ペトロ」も保証されるだろうと発

表した。デジタル通貨「ペトロ」が保証されるというの

が、飛行機チケットやホテル代をペトロ建てで支払う事

が出来ることを意味しているのかは不明だ。 

 

同時にアイサミ経済担当副大統領は、１０月２９日から

人民元、ユーロ、ドルなど外国通貨で「ペトロ」が購入

できるようになると発表。 

 

しかし、既に今年３月から外貨でペトロは購入できてい

るはずで、本来であれば４月から国内で一般的に使用で

きるとアナウンスされていたが、再び同じ発表をしてい

る。 

 

なお、マドゥロ大統領は１１月５日から現地通貨でペト

ロの購入が可能になると発表していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.197」１０月１日付の記事参照）。 

 

以上 

 


