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（写真）グアイド議長ツイッター “９月１５日 マドゥロ政権との交渉停止を正式に宣言” 

 

 

２０１９年９月１３日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 犯罪組織との関係を指摘される 

～コロンビアへの越境は犯罪組織の支援～」 

「マドゥロ大統領が国連総会に出席しない理由」 

経 済                     

「BOD の政府介入を見直し？ 

～Visa 二次制裁を警戒し決済サービス停止～」 

「欧州裁判所 制裁について２０日に判決」 

社 会                     

「肉を食べているのは国民の１５％」 

「専門家 通信システムは崩壊寸前と指摘」 

2019 年 9 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党 マドゥロ政権との交渉停止を宣言 

～与党は穏健派野党との協議を継続～」 

「穏健派議員 国会復帰について言及 

～選挙管理委員会の役員交代もある～」 

経 済                    

「カントリーリスク指数 １年で２倍上昇」 

「サウジアラビア ドローン攻撃で油価上昇」 

社 会                     

「６７％はベネズエラ人にネガティブな印象」 

「２０２０年には８００万人が国外移住」 
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２０１９年９月１３日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 犯罪組織との関係を指摘される    

  ～コロンビアへの越境は犯罪組織の支援～」       

 

コロンビアの人権擁護団体「Progresar 基金」のウィル

フレド・カニサレス部長は、グアイド議長がコロンビア

で麻薬取引などを行っている犯罪組織「Los Rastrojos」

の構成員と一緒の写真を公表した。 

 

コロンビアの現地メディア「El Espectador」がククタの

犯罪組織に詳しい人物に確認したところ、両名は「Los 

Rastrojos」のリーダー格であだ名は「Brother」と「El 

Menor」という人物のようだ。 

 

 

（写真）@Wilfredo Canzares ツイッター 

 

この写真は、今年２月２２日にグアイド議長がベネズエ

ラを抜けてコロンビアに越境した時に撮影されたもの

（「ベネズエラ・トゥデイ No.257」（与野党 国境でコ

ンサート開催）参照）。 

 

マドゥロ政権側はこの写真について、グアイド議長がコ

ロンビアへ越境する際に犯罪組織の支援を受けていた

と指摘。 

 

野党政治家は麻薬密売組織と関係があると訴えている。 

 

また、内務司法平和相は、１９年３月に SEBIN が拘束

したロベルト・マレロ氏（グアイド政権の大統領府担当

官）は麻薬密売組織と直接の接触があると指摘している

（マレロ大統領府担当官の逮捕記事は「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.268」参照）。 

 

この訴えに対して、グアイド議長は、 

「私に写真を撮ってほしいと求める人は数千人いる。そ

の時に撮影したものだろう。」 

と犯罪組織との関与および越境を手伝ってもらったと

の指摘を否定した。 

 

「マドゥロ大統領が国連総会に出席しない理由」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.343」で紹介した通り、

マドゥロ大統領は今月開催される国連総会に出席しな

い意向を示した。 

 

本件について、現地メディア「Infobae」は、関係筋から

の情報として、マドゥロ大統領が国連総会に出席しない

理由について報じた。 

 

「Infobae」によると、マドゥロ大統領が国連総会に出席

しない理由はクーデターを懸念したためだという。 

 

米国ニューヨーク滞在中に、パドリーノ・ロペス国防相

が反旗を翻す可能性を警戒していると報じた。 

 

ロペス国防相のクーデターは、ディオスダード・カベジ

ョ制憲議長も支援しているとも報じており、事実であれ

ば内部分裂はかなり深刻と言える。 

 

ただし、この種の噂はよく報じられており、真偽は定か

ではない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/004652c0ce252b1e6d2e9681d51b3474.pdf
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経 済                        

「BOD の政府介入を見直し？             

 ～Visa 二次制裁を警戒し決済サービス停止～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.343」で、銀行監督局

（SUDEBAN）が「Banco Occidental de Descuento

（B.O.D）」への介入を発表した記事を紹介した。 

 

この発表を受けて「B.O.D」は混乱している。 

 

カード決済サービスを提供する米国の「Visa」は、

「B.O.D.」がマドゥロ政権の管理下に入ったことを理

由にカード決済サービスの提供を停止した。 

 

米国政府はマドゥロ政権関係組織との取引を禁止して

いる。一部の国営銀行はライセンスを受けているため、

引き続き決済サービスを継続しているが、「B.O.D」は

民間金融機関のため、ライセンスが存在しない。 

 

そのため、「Visa」は二次制裁を恐れて、サービス停止を

決めたとしている。 

 

本件を受けて、SUDEBAN は「B.O.D.」への介入措置

は「B.O.D.」が政府組織になることを意味していないと

の説明文を公表した。 

 

同説明文によると、今回の措置は、「B.O.D.」の監査を

行うことを目的としており、BOD の役員は変わってお

らず、彼らのコントロールの下で、組織は引き続き民間

金融機関として活動しているとした。 

 

この説明文が公表された後、BOD は VISA に対して決

済サービスを速やかに再開するよう求める書簡を送っ

た。 

 

 

 

「欧州裁判所 制裁について２０日に判決」         

 

９月２０日に欧州裁判所は、EU によるマドゥロ政権へ

の制裁の違法性について判決を下す予定と報じられて

いる。 

 

マドゥロ政権は、欧州連合が十分な証拠無しに制裁を科

していると欧州裁判所に訴えを起こしていた。 

 

米国裁判所にも同様の訴えを起こしたが棄却されてお

り、欧州についても同じ結果になると思われる。 

 

また、欧州連合は米国と違い経済制裁は科していない。 

 

マドゥロ政権高官への個人制裁のみで、人数も１８名と

少ない。 

 

社 会                       

「肉を食べているのは国民の１５％」            

 

ベネズエラ畜産業協会「Invelecer」のカルロス・オドア

ルド代表は、現地メディア「El Universal」のインタビュ

ーに応じ、現在のベネズエラで肉を食べられる国民は全

体の１５％程度だと述べた。 

 

「２０１３年、ベネズエラ人は年平均４８キロの鶏肉を

摂取していたが、現在は８キロまで減った。豚肉は年１

キロ、牛肉は年２．７キロしか摂取していない。 

 

現在、毎月４０万パックの鶏卵を生産している。これは

５年前の２５％の水準となっている。」 

と説明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/004652c0ce252b1e6d2e9681d51b3474.pdf
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「専門家 通信システムは崩壊寸前と指摘」         

 

現地メディア「El Pitazo」は、ベネズエラの通信システ

ムが崩壊寸前にあると報じた。 

 

労働者通信連合（Fetratel）のイゴール・リラ代表は通信

ケーブルが大量に盗難されており、様々なところで問題

が起きていると警鐘を鳴らしている。 

 

また、国営通信公社「Cantv」の労働組合は同社のイン

ターネットや社内のイントラネットが落ちていると訴

えた。 

 

インターネットサービスを提供する国営公社のネット

回線が落ちているというのは末期と言えそうだ。 

 

２０１９年９月１４日～１５日（土曜・日曜）             

政 治                        

「野党 マドゥロ政権との交渉停止を宣言        

    ～与党は穏健派野党との協議を継続～」        

 

９月１５日 グアイド議長は５月から開始したノルウ

ェー政府の仲裁による与野党交渉の模索を離脱すると

宣言した。 

 

８月 米国政府が追加制裁を発動したことを受けて、マ

ドゥロ政権は与野党交渉の模索を離脱した。 

 

しかし、交渉の可能性自体は放棄しておらず、制裁解除

を前提に交渉の再開を求めていた。野党側も交渉での解

決の可能性を放棄しておらず、再開する可能性もあった。 

 

しかし、今回の発表を受けて与野党交渉は終止符が打た

れたと言えそうだ。 

 

 

グアイド議長は、 

「マドゥロ独裁政権は我々の提案を真摯に検討しなか

った。我々はこれまで訴えてきた通り、自由選挙の実現

のためマドゥロ独裁政権への圧力を強化していく。」 

との姿勢を示した。 

 

他方、与党側で交渉担当を担っていたエクトル・ロドリ

ゲス・ミランダ州知事は、 

「ベネズエラ政府は引き続き誠実な野党との交渉を継

続する。」 

と発言。穏健派の野党との対話を継続する意志を示した。 

 

「穏健派議員 国会復帰について言及          

    ～選挙管理委員会の役員交代もある～」           

 

穏健派野党のメルベ・パラデス議員は、与党系の議員が

国会に復帰する可能性があると述べた。 

 

また、選挙管理委員会の役員が交代する可能性もあると

述べた。 

 

「我々は与党議員に対してある提案をしている。 

彼らも２０１５年１２月の国会議員選挙を通じて当選

した正式な議員で、議員として扱われる資格がある。 

 

近いうちに与党議員が国会に復帰する可能性がある。ま

た、与党議員と選挙管理委員会（CNE）の役員交代に向

けた議論を進めている。」 

と説明した。 
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経 済                       

「カントリーリスク指数 １年で２倍上昇」            

 

JP Morgan は、カントリーリスク指数「EMBI+」を通じ

て、各国のリスクを数値化している。 

 

「EMBI+」は数字が高いほど、リスクが高いことを意味

し、３００あれば危険と認識される。 

 

現在のベネズエラのリスク指数は１２，５８１。 

ベネズエラ史上、最もリスクが高い水準となっている。 

 

２０１８年９月１８日時点の EMBI 指数は６，１２３

だったので、この１年間で２倍超もリスク指数が増加し

たことを意味する。 

 

カントリーリスクが高いことは、ベネズエラの債券の価

値が低いことを意味する。 

 

米国の経済制裁により現在、米国の個人・法人はベネズ

エラ債券（国債・PDVSA 社債）を購入できないが、欧

州などでは引き続きベネズエラ債券を購入できる。 

 

現在、ベネズエラ国債の価格は額面１００ドルのものが

１３ドル程度、PDVSA 社債は１２ドル程度と異常に安

い価格で取引されている。 

 

「サウジアラビア ドローン攻撃で油価上昇」              

 

９月１４日 サウジアラビアの石油施設がドローン爆

撃を受けた。実行犯は新イラン武装組織「フーシ派」と

される。 

 

今回の爆撃でサウジアラビアの産油活動は著しい被害

を受けており、同国の産油量の約半分（日量５７０万バ

レル）が減少したと報じられている。 

 

政治不安と今後の原油供給の減少観測から原油価格は

急激に上昇。 

 

原油価格指標の１つである、北海ブレントの先物は日本

時間１６日午前に、先週末終値よりも１９％高い１バレ

ル７１．９５ドルまで上がった。 

 

ベネズエラ原油の価格も上昇すると思われ、外貨収入が

増えることになりそうだ。 

 

社 会                       

「６７％はベネズエラ人にネガティブな印象」            

 

国際世論調査会社「Gallup」がコロンビアで行った実施

したアンケート調査によると、ベネズエラ人に対するネ

ガティブイメージは６７％に上昇したという。 

 

また、「移民を受け入れることに賛成するか」との質問

に対して「賛成する」と回答した人が５０％を下回った

という（具体的に何％だったのかは不明）。 

 

エクアドルでもベネズエラ人に対するネガティブなイ

メージが付き始めているようだ。 

 

経済誌「The Economist」は、ベネズエラ移民について

の記事を掲載。 

同記事によると、移民が増え始めた当時はベネズエラ人

に対して同情する意見が多かったが、最近ではベネズエ

ラ人の犯罪を警戒する意見が増えていると報じた。 

 

今年１月 エクアドルで、エクアドル人の妊婦が元恋人

のベネズエラ人にナイフで刺され死亡する事件が起き、

注目を集めた。 

その後もベネズエラ人による犯罪は増えており、エクア

ドル人の感情にも変化が起きているようだ。 
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「２０２０年には８００万人が国外移住」         

 

経済誌「The Economist」は、ベネズエラ移民について

２０２０年末には８００万人を超える可能性があると

報じた。 

 

ベネズエラの人口は３，２００万人と言われるため、人

口の４分の１が外国に移住することになる。 

 

また、現在外国に移住したベネズエラ人のうち５分の４

は南米に移住しており、この傾向は今後も続くと予想し

た。 

 

他、移住したベネズエラ人を支援する仕組みが不十分で

あると指摘。 

 

シリアの場合、難民１人当たり５０００ドルの寄付金を

受けているが、ベネズエラ人の場合は１人当たりの寄付

金は１００ドル程度に留まっているという。 

 

以上 

 

 

 

 


