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（写真）大統領府 “８月４日のドローン襲撃事件 逃亡者３名を拘束” 

 

 

２０１８年９月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「アルマグロ事務局長とサパテロ元西首相が衝突」 

「トランプ大統領 ２８日にチリの大統領と会談 

～ベネズエラ問題について議論～」 

「フロリダ議員 VP 離党の理由について説明」 

「４４日ぶりにレケセンス議員が家族と面会」 

経 済                     

「金融機関 外国渡航時には事前通知を要求 

～事前連絡がない場合はネット送金不可～」 

「原油価格 １バレル６９．７１ドル」 

「第３９回 DICOM １ドル BsS. ６１．６７」 

１８年９月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「ドローン襲撃事件の逮捕者 

コロンビア、チリ、メキシコ逃亡支援を示唆」 

「オスワルド・パロモ元大佐 家宅捜査受ける」 

経 済                    

「OPEC・非 OPEC 会合 増産見送りで合意」 

「トルコエアー ベネズエラ間を毎日運航」 

「葡 Central Madeirense の管理者逮捕に懸念」 

社 会                     

「中国医療船 ベネズエラに到着」 

「CC. San Ignacio 駐車場で女性が襲われる」 
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２０１８年９月２１日（金曜）             

政 治                       

「アルマグロ事務局長とサパテロ元西首相が衝突」       

 

９月２１日 対話によるベネズエラ問題の解決を主張

するサパテロ元スペイン首相は、ドミニカ共和国外相ら

との会談前に記者会見を開き 

「一方的な軍事介入主義は持続可能ではない。 

古臭い手法でラテンアメリカ地域に災いをもたらす」と

の見解を示した。 

 

この発言は 

「軍事介入のオプションを否定するべきではない」とい

う米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長の発言を意識

している。 

 

「国際組織を率いる人物は武力行使を否定する国連の

基本ルールを無視しており、最終的には孤立するだろ

う。」とコメントした。 

 

また、米国の制裁について、ベネズエラ経済を苦しめて

いるとの見解を示した。 

「トランプ政権は制裁がどのような影響を与えるかの

テストを行っている。 

 

オバマ政権は今のトランプ政権が行っているような制

裁は科さなかった。欧州連合も経済制裁は科していない。 

 

制裁はベネズエラ政府の運営に害をなしている。国際社

会は支援のスタンスで対応するべきだ。」 

と述べた。 

 

サパテロ元西首相は野党に対して対話の再開を提案し

ている。 

 

 

アルマグロ事務局長はサパテロ元西首相のコメントに

対して 

「サパテロ氏と私には常に大きな認識の違いがある。彼

は独裁政権を支援しており、私は独裁政権と戦っている。 

 

彼は１６年、１７年、１８年と独裁政権を擁護した古臭

い時代錯誤の政治家だ。政治的に腐敗している。 

 

彼はベネズエラ外相として機能している。彼こそが国際

世論を独裁者に売り渡すベネズエラ独裁政権の外務大

臣だ。 

 

サパテロ氏は私の宣言を適切に理解していない。私は自

分の発言が多くの人に間違って理解されていると考え

ており、その誤った認識を広めているのがサパテロ氏だ

と考えている。 

 

彼の理解力には重大な欠陥がある。私は彼に愚かな行動

を取るなと忠告したい。これは重要なアドバイスだ。」 

 

また、アルマグロ事務局長は、自身のツイッターに政府

の迫害を受けて外国に逃亡したベネズエラ人政治家ら

との集合写真を掲載した。 

 

 

（写真）アルマグロ OAS 事務局長ツイッターより抜粋 
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アルマグロ事務局長のサパテロ氏非難に対して、スペイ

ンのジョセップ・ボレル外相は 

 

「アルマグロ事務局長はベネズエラ問題の解決に注力

しているスペインの首相だったサパテロ氏にひどい侮

辱をしている。 

私はこのような侮辱をする人物と一緒の席に落ち着い

て座ることは出来ない。 

 

我々はサパテロ氏の理解力に重大な欠陥があるとの発

言を容認できない。外交ルートを通じて抗議する。」 

とコメントした。 

 

なお、サパテロ氏の活動は、彼自身の自発的な意志によ

るものでスペイン政府を代表して仲裁を促進している

わけではないと補足した。 

 

なお、サパテロ元西首相のコメントに反応したのはアル

マグロ事務局長だけではない。 

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首は記者会見で 

「サパテロ氏は麻薬独裁政権を擁護するために対話を

提案している。ベネズエラ人はこの提案を信じることは

ない。 

 

サパテロ氏は４年間、国民も野党もバチカンも裏切って

きた。サパテロ氏と対話の可能性を探っている人は麻薬

独裁国家に塩を送っている。 

 

国民は注意しなければいけない。サパテロがベネズエラ

の地に足を踏み入れるたびに抑圧が増え、政治犯が増え

る。報道の自由も阻害される。私はこれをサパテロ効果

と呼んでいる。」 

など、サパテロ元西首相を激しく非難した。 

 

 

 

「トランプ大統領 ２８日にチリの大統領と会談     

       ～ベネズエラ問題について議論～」         

 

９月２８日にトランプ大統領とチリのピニェラ大統領

が会談する予定。 

 

９月２５日～１０月１日にかけて国連の一般討論演説

が行われる。各国代表がワシントンに集まっており、こ

のタイミングでピニェラ大統領とトランプ大統領が面

会する。 

 

対話のテーマにはベネズエラ問題が含まれている。 

 

ホワイトハウス報道官は 

「両国の代表は成長と汚職や不正行為、国防上の安全と

ベネズエラに民主主義を樹立させるための努力につい

て意見交換を予定している。」 

と述べた。 

 

アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、パラグアイ

の５カ国は２５日か２６日にワシントンでマドゥロ政

権を国際司法裁判所（CPI）に提訴するための署名を行

うようだ。 

 

２８日は署名後のタイミングになり、マドゥロ政権への

圧力強化の方針を再確認するイベントになりそうだ。 

 

「フロリダ議員 VP 離党の理由について説明」                  

 

９月２０日 大衆意志党（VP）のルイス・フロリダ議員

が VP から離党すると発表した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.192」９月２０日付の記事参照）。 

 

翌２１日 フロリダ議員は書面で離党の理由について

明らかにした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
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主なポイントは７点。 

 

１．ドミニカ共和国で行った与野党対話は個人的な志向

からの決定ではなく、レオポルド・ペロス VP 党首

の要請によるものだった。 

 

２．私の与野党交渉の参加について、VP の他の党員は

もっと支援の意志を示すべきだったと感じている。 

 

３．多くの VP 党員が「何もしない」戦略を志向してい

た。与野党交渉の実施を嫌うグループは、「野党の交

渉団が制憲議会を認めようとしている」と偽の情報

を流した。 

 

４．私の信頼を失墜させるため、私が政府と裏で共謀し

ているという虚偽の情報を流された。私はホルヘ・

ロドリゲス氏やデルシー・ロドリゲス氏の親戚にあ

たるが、多くの子供を産んだ祖先の責任は私にはな

い。 

 

５．私の国会外交委員長の解任と今回の VP 離党は関連

している。 

 

６．私の VP 離党は、私が公金を横領したことが理由と

の情報が流れているが、事実無根である。 

 

７．私は戦争を通じて今の危機を脱出できるとは考えて

いない。政治的な対話により解決させるべきで、悲

劇の上に悲劇を起こすことで解決することは出来

ないと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「４４日ぶりにレケセンス議員が家族と面会」                  

 

８月４日の大統領ドローン襲撃事件を受けて、クーデタ

ー首謀者を国外に逃がすのを手伝ったとして第一正義

党（PJ）のファン・レケセンス議員が拘束された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.173」８月７日付の記事参照）。 

 

その後、最高裁判所はレケセンス議員の調査を続行する

よう決定。引き続きレケセンス議員は拘束状態にある。 

 

レケセンス氏の逮捕後、家族はレケセンス議員と再会で

きなかったが、９月２０日に両親、妹の面会が叶ったと

いう。 

 

レケセンス議員は自身のツイッターで、 

「拘束されてから４４日が経過し、初めて家族と面会す

ることが出来た。私は自身の弁護士と会うこともできず、

基本的人権を侵害されている。 

私は引き続き自身の無実と自由を勝ち取るために戦い

続ける。」 

と投稿した。 

 

この投稿について、レケセンス議員の妹も事実だと認め

ている。面談時の内容について詳細は語られなかったが、

「レケセンスは野党に対して団結を求めていた」とコメ

ントした。 

 

経 済                        

「金融機関 外国渡航時には事前通知を要求       

  ～事前連絡がない場合はネット送金不可～」           

 

ベネズエラの民間金融機関は、顧客に対して、今後外国

に渡航する際には外国でネット送金が出来るようにす

るために事前に行き先と期間を通知するよう求めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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８月末に銀行監督庁が各金融機関に対して、同様の要請

をしており、SUDEBAN の要請が施行され始めている

ということだろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.182」８

月２７日付の記事参照）。 

 

 

（写真）Banco Exterior ツイッター 

 

「原油価格 １バレル６９．７１ドル」              

 

１８年９月１７日～９月２１日のベネズエラ産原油の

平均価格は４８３．５１人民元／バレル。 

米ドル建てで６９．７１ドル／バレルで前週と変わらな

かった。 

 

 

「第３９回 DICOM １ドル BsS. ６１．６７」                  

 

中央銀行は第３９回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６１．６７。 

 

外貨供給額は合計で３１７万９，９２６．４７ドル。 

 

法人８０社に対して１７１万２，４６９ドルが割り当て

られ、２，７１４名に１４６万７，４５７．４７ドルが

割り当てられた。 

 

なお、これまで法人・個人ともに外貨割当額に上限があ

った。個人の場合、これまで１カ月で５００ドル以上を

購入することが出来なかったが、現在の DICOM は一

人で１万ドル以上の外貨供給を受けることも多い。 

 

不正為替取締法が廃棄された影響か、為替協定１号の影

響かは不明だが、いずれにせよ外貨を受け取る額に制限

がなくなったことは事実と思われる。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は鶏肉、鶏卵の養殖業

を営む「H&H Agropecuaria SA」で３９万３，５００ド

ル。 

次いで、割り当てが多かったのはスーパーマーケットの

「Central Madeirense」で１５万ドルだった。 

その次が同じくスーパーマーケットの「Excelsior Gama」

で１２万ドルだった。 

 

９月１９日 「Central Madeirense」と「Excelsior Gama」

は価格監督局（SUNDDE）の査察を受けて複数名が逮

捕されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.192」９月１

９日付の記事参照）。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年９月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
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２０１８年９月２２～２３日（土曜、日曜）             

政 治                        

「ドローン襲撃事件の逮捕者              

 コロンビア、チリ、メキシコ逃亡支援を示唆」        

 

９月２３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、８月４

日に起きたドローン襲撃事件で逃亡していた３名を逮

捕したと発表。逃亡に南米３カ国の関与があったと説明

した。 

 

逮捕したのは、 

エンリーバース・リバス（あだ名 Morfeo=眠りの神）。 

アンヘラ・リスベス（あだ名 La Perrera=猟犬の世話係）。 

サンティアゴ・ベラスコ元大佐（あだ名 Corocoro=意味

は不明） 

 

ロドリゲス情報通信相はリバス氏の自白ビデオを公表。 

公開された告白ビデオは１２分程度。 

 

リバス氏の告白によると、ドローン襲撃計画は７月５日

に予定されていたが、使用する予定だったドローンが押

収されたため実行できなかったと話している。 

 

また、コロンビアの Norte de Santander でドローン操縦

の訓練を受けたと話している。 

 

また、クーデター計画者は「Hotel Pestana」と「Montana 

Suites」に滞在し、ドローンは「Altamira Village」（「Hotel 

Pestana」と同様に日本人駐在員が利用するホテルの一

つ）で組み立てられたと語った。 

コロンビアの移民管理当局の幹部は、この計画を認識し

ていたという。 

 

また、計画実行後の逃亡にあたり本当はバルキシメトに

ある隠れ家で落ち合い、コロンビア国境に逃亡する予定

だったが、自分はカラカスに残ることにしたという。 

 

（事件の数日後にバルキシメトでクーデター計画者が

逮捕されている） 

 

事件当日はアルタミラ・ビレッジに滞在した。翌日、ス

ペインにいるという女性から電話がかかってきて国外

に脱出させると言われた。 

 

 

（ここで映像は一度切れており、別の時間での映像に切

り替わる。ただし、話自体はつながっている。） 

 

以下は、リバス氏の証言をそのまま記載する。 

 

電話の女性から、「チリ大使館に行かなければいけない」

と言われた。「メキシコ大使館の自動車に乗りコロンビ

アへ出る。コロンビア大使館が国外脱出を支援してくれ

る」と説明を受けた。 

 

それでチリ大使館に行ったが大使館は閉まっており、誰

もいなかった。再び彼女と連絡が取れ、誰もいないと知

らせた。 

 

その後、彼女から逃亡を手伝ってくれる人物は自宅にい

る。「ラグニータ・カントリークラブ」で落ち合うよう

言われた。私はモトタクシーに乗り「ラグニータ・カン

トリークラブ」に向かった。 

 

彼の家に行ったが、彼の家のチリ人のボディーガードか

ら彼は体調不良でベネズエラにはいないと言われた。 

 

彼女と連絡した。彼女から教会に１７時～１７時３０分

頃に行き、助けを求めるように言われた。私は教会に行

ったが、その時間にミサは行われていなかった。 
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「オスワルド・パロモ元大佐 家宅捜査受ける」           

 

９月２２日 ビジェガス・フェルナンデス氏はツイッタ

ーで「諜報部（SEBIN）がオスワルド・パロモ元大佐の

ロス・テケスにある自宅を捜索した。」と投稿した。 

同氏の自宅の捜査はこれで５回目のようだ。 

 

オスワルド・パロモ元大佐は、複数のクーデター計画の

首謀者とされており、ベネズエラでは指名手配犯になっ

ている。 

 

今回はパロモ元大佐から犬を預かっていたリサベス・エ

ポシト氏も拘束され、犬と所持品と一緒に SEBIN に連

行されたと報じられている。 

 

経 済                       

「OPEC・非 OPEC 会合 増産見送りで合意」            

 

９月２３日 アルジェリアで OPEC・非 OPEC 産油国

の大臣級会合が開催され、増産を見送ることで合意した。 

 

会の初めにサウジアラビアの石油相は 

「１バレル８０ドルは生産者にとっても消費者にとっ

ても望ましい水準だ。」 

と語ったという。 

 

トランプ大統領はツイッターで「独占者 OPEC は、直

ちに原油価格を下げろ！」と投稿。 

OPEC に対して原油価格を下げるために増産を要請し

ていた。 

 

OPEC 会合に参加したロシアのノバク石油相は「原油市

場の安定のためには非 OPEC 加盟国も含めて協調しな

ければいけない。」 

との見解を示した。 

 

 

「トルコエアー ベネズエラ間を毎日運航」         

 

９月２２日 トルコの Mevlüt Çavusoglu 外相がベネズ

エラを訪問し、マドゥロ大統領と会談した。 

 

そこで、Mevlüt Çavusoglu 外相は、ベネズエラ行きの便

を毎日就航させると発表した。 

現在、トルコエアーは火曜、木曜、土曜に週３便が運航

している。 

 

また、ベネズエラ政府が進めるデジタル通貨「ペトロ」

について、トルコは「ペトロ」を使用することを歓迎す

ると述べた。 

 

同発表の中で米国の経済制裁を非難。我々は米国の攻撃

を受けおり、経済的な損失を与えられたとベネズエラ政

府に連帯の意を示した。 

 

「葡 Central Madeirense の管理者逮捕に懸念」         

 

９月１９日 スーパーマーケット「Central Madeirense」

と「Excelsior Gama」が価格監督局（SUNDDE）の査察

を受け、複数の管理職が逮捕された。 

現在の報道では今回の査察による逮捕者は３８名にの

ぼるという。 

 

「Central Madeirense」はポルトガル資本のスーパーマ

ーケットで、逮捕された者の中にはポルトガル人も含ま

れるという。 

 

今回の一件を受けて、ポルトガルのマルセロ・ソウサ大

統領が 

「ベネズエラで複数のポルトガル人が逮捕され、ポルト

ガル系の子孫も拘束されている。ポルトガル政府として

は現在の状況を強く懸念している」 

とコメントした。 
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この発言を受けてかアレアサ外相は 

「ベネズエラには４０万人超の誠実なポルトガル系移

民がいる。 

ポルトガル人コミュニティはその有能さと他国の法的

ルールを尊重する姿勢で世界的にも高い評価を得てい

る。 

我々はポルトガルに敬意を表し、協調した経済発展を望

んでいる。」 

と投稿した。 

 

社 会                        

「中国医療船 ベネズエラに到着」             

 

９月２２日 中国の医療船がベネズエラのラグアイラ

港に到着。受け入れを対応しているベネズエラ国軍は軍

事パレードを行い中国医療船の到着を歓迎した。 

 

同医療船に搭乗している中国人医師は１２０名。２０分

野の専門医がいるようだ。 

 

同日より１週間、ベネズエラ国民に対して無料で医療サ

ービスを提供する。 

 

 

（写真）国防省報道 

 

「CC. San Ignacio 駐車場で女性が襲われる」         

 

ベネズエラの経済情報サイト「Prodavinchi」は、サン・

イグナシオ・ショッピングセンターの駐車場で襲われた

女性（２２歳）の実体験に基づいた証言記事を公開した。 

 

サン・イグナシオ・ショッピングセンターは、チャカオ

市の比較的新しいショッピングセンターで筆者も駐在

時代には何度も通ったことがある。 

 

事件が起きたのは７月２５日の１６時３０分頃。 

 

女性はショッピングセンター以外の場所に用事があっ

たが、自動車を止めるため、同ショッピングセンターの

駐車場を利用したという。 

 

なお、彼女は現金紙幣を持ち合わせていなかったので、

デビッドカードが使用できるサン・イグナシオ・ショッ

ピングセンターの駐車場を選んだ。 

駐車場代を支払い後、自分の車が置いてある場所に向か

う途中で怪しい男を見かけたが、すぐに姿が見えなくな

ったので気のせいだと思い、そのまま車に向かったとい

う。当時、駐車場には監視員はおらず、一人だった。 

 

しかし、車に乗った直後、自動車の横に男が現れて首を

絞められた。抵抗したが意識を失ったという。 

それから意識が戻り、自身のバックが取られていること

に気づいた。物取りだったようだ。 

身体的な怪我はなかったが精神的なダメージを受けて

いると書かれている。 

 

「ウィークリーレポート No.61」では治安に改善が見ら

れる点について紹介したが、それでも治安の悪さは世界

屈指だろう。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/61bf464f09d9fa44884b09ea7fd6a29d.pdf

