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（写真）Frente Amplio ツイッター “野党系市民団体「Frente Amplio」 政治的な手段での問題解決を支持” 

 

 

２０１８年１１月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「Frente Amplio 平和的な解決を訴え 

～PJ、AD、UNT、VP など伝統野党が勢揃い～」 

「エミー賞記者 ボルヘス前議長の口座情報を公開 

～HSBC 預金残高は１０億ユーロ超～」 

「マチャド党首 英・仏に協力を求める」 

「Datanalisis 市議会議員選の投票率は１４％？」 

経 済                     

「石油省 ＢＰのガス田権益購入オファーを拒否」 

「Consecomercio クリスマス輸入は９０％減」 

「６５回目 DICOM １ドル BsS.８２．２６」 

２０１８年１１月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「西ボレル外相 インサイダーで解任見通し」 

「北朝鮮議会委員長 ベネズエラ訪問」 

「米国 アンドラーデ氏に懲役１０年を求刑」 

「国連 ベネズエラに９２０万ドルを援助 

～バチェレ人権高等弁務官 １９年に訪ベネ～」 

「１９年の国会議長就任を巡り不審な報道」 

「アンドラーデ氏汚職にチャベス氏娘も関与？」 

「キューバ人によるベネズエラでの拷問を訴え」 

経 済                    

「セルパ財相 中国の国家開発銀行幹部と会談」 
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２０１８年１１月２６日（月曜）             

政 治                       

「Frente Amplio 平和的な解決を訴え        

  ～PJ、AD、UNT、VP など伝統野党が勢揃い～」       

 

野党系の市民団体「Frente Amplio」は１１月２３日に

集会を呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.217」

１１月１７日～１８日付の記事参照）。 

 

集会は予定通り２３日に実施されたものの、最終的な結

論の発表は１１月２６日に先延ばしされていた。 

 

１１月２６日 「Frente Amplio」はベネズエラ中央大

学の大教室で集会を実施。 

 

同集会で講演者らはマドゥロ政権を非難し、現状の問題

を訴え、政権交代と一斉選挙実施のために圧力をかけ続

けることを誓った。 

 

ここで大事なのは、彼らが語った発言内容よりも、同イ

ベントで誰が講演し、誰が出席し、どのように運営され

たのかだろう。 

 

この種の政治イベントは結論を導くために講演者を選

定し、イベントの運営を決定する。 

 

つまり、講演する人物、出席する人物の政治思想を理解

していれば、発言内容を見るよりもはっきりとイベント

の趣旨を理解できる。 

 

講演者は Andres Bello カトリック大学の元教授ルイス・

ウガルド氏、野党連合（MUD）の幹事長を務めた経験

のあるアンヘル・オロペサ氏、第一正義党（PJ）のファ

ン・ミゲル・マテウス議員、行動民主党（AD）のネガ

ル・モラレス秘書官など。 

 

会合には、新時代党（UNT）のオマール・バルボサ国会

議長、マニュエル・ロサレス UNT 党首、PJ のエンリ

ケ・カプリレス元ミランダ州知事、大衆意志党（VP）レ

オポルド・ロペス党首の妻であるリリアン・ティントリ

氏などが出席した。 

 

ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党

首、La Causa R のアンドレス・ベラスケス党首らは参加

していない。 

 

つまり、１１月１３日に行われた国会で「透明で民主的

な手段での一斉選挙を求める」という決議に賛同した政

党だけが参加している（「ベネズエラ・トゥデイ No.215」

１１月１３日付の記事参照）。 

 

また、同イベントでは国会役員に対して、国民の求めと

して「Frente Amplio」の声明を渡した。 

 

同イベント後にカプリレス元ミランダ州知事は、拒絶と

分断を前提とした問題の解決を否定。与野党交渉の必要

性を強調し、民主的な手段での問題解決を訴えた。 

また、「国民は野党が分断しているように感じているか

もしれないが、国民が思っているほど野党は分断してい

ない」とコメントした。 

 

 

（写真）第一正義党（PJ）ツイッター 

“「Frente Amplio」の声明を受け取る、オマール・バル

ボサ国会議長（UNT）” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9eb7720a471e882b5eb8b52abfff1a6d.pdf
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「エミー賞記者 ボルヘス前議長の口座情報を公開    

    ～HSBC 預金残高は１０億ユーロ超～」         

 

ジャーナリストとしてエミー賞の受賞経験のあるアン

ジー・ペレス氏が、自身のインスタグラムで第一正義党

（PJ）のフリオ・ボルヘス幹事長（元国会議長）の口座

情報を公開した。 

 

その金額が異常な金額で問題になっている。 

 

 

 

上記が問題の口座情報。HSBC の口座で名義は確かにフ

リオ・ボルヘス氏。金額は１０億ユーロを超えている。 

 

ペレス氏曰く、この情報は１７年９月２４日時点の写真

だという。 

 

この時期、ボルヘス氏は制裁強化を訴えるために欧州を

周っている時期だった。出元ははっきりしていないが、

ビザを取得するために口座情報の証明が必要となる場

合があるようで、その関係で提出されたのかもしれない。 

 

ただ、普通に考えればビザ取得に外国の口座情報が必要

だったとしても、預金額の少ない口座の情報を提出する

のではないか。 

 

 

つまり、この口座情報自体が偽物の可能性もある。 

 

というより、１０億ユーロは、現在、汚職で問題になっ

ているアレハンドロ・アンドラーデ氏の資金洗浄額と同

額かそれよりも多く、この口座情報は流石に信じがたい。 

 

アンジー・ペレス氏がこの写真を掲載した趣旨としては、

「政府と対決する姿勢を見せながら、実際は裏で政府と

結託することで大金を手にしたのではないか」という主

張のようだ。 

 

現在、アンジー・ペレス氏のインスタグラムからはこの

写真は削除されている。 

 

現在のところ、ボルヘス元国会議長はこの投稿について

反論などはしていない。 

 

「マチャド党首 英・仏に協力を求める」                  

 

１１月２６日 急進野党のリーダー格であるベネズエ

ラ主導党のマリア・コリナ・マチャド党首は、英国のメ

イ首相、フランスのマクロン大統領に向けた陳情書を公

開した。 

陳情書には在ベネズエラ・フランス大使館の受領印が押

印されている。 

 

陳情書には 

「英国とフランスは国連の常任理事国として、政府によ

る国民への攻撃から我々を守るために最善を尽くす義

務がある。」と記載されている。 

 

他、国連の国際司法裁判所に対して、マドゥロ政権を人

道問題で訴える動きを支援するよう求めると同時に、ベ

ネズエラの混乱を受けて移住するベネズエラ国民を受

け入れてくれていることに感謝の意を示した。 
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「Datanalisis 市議会議員選の投票率は１４％？」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のホセ・アントニオ・ギル

副社長は、ネットテレビ番組に出演し、１２月９日に行

われる市議会議員選挙について、ほとんどの有権者は投

票する意志がないとコメントした。 

 

「我々の調査の結果、１４％の回答者が１２月９日の選

挙に参加する意志を示している。この数字は５月に行わ

れた大統領選の半分。与党支持者の投票意欲もないし、

野党支持者の投票意欲もない。 

 

市長の顔は多くの市民が知っている。市長は有権者にと

ってより身近なもので、１７年１２月の市長選はもっと

投票意欲が高かった 

 

他方、市議会議員について有権者は誰かほとんど知らな

い。」 

とコメントした。 

 

通常、市議会議員選挙と市長選は同時に行われるため、

市議会議員選もそれなりの投票率になる。 

 

しかし、１７年１２月に実施された市長選は準備時間が

不足しており、市議会議員選を同時に開催することが出

来なかった。 

 

経 済                        

「石油省 ＢＰのガス田権益購入オファーを拒否」           

 

先月、ベネズエラ石油省は、フランスのエネルギー大手

「TOTAL」がトリニダード・トバゴとベネズエラの国

境に保有しているガス田開発の権益を英石油大手「BP」

に売却したいという提案を断ったようだ。ロイター通信

が報じた。 

 

 

ロイター通信によると、この提案は２年前から出されて

いたもので、TOTAL は１８年３月の時点で権益４９％

を BP に売却する提案をしていると話していたようだ。 

 

「BP」はトリニダード・トバゴ側の採掘権を有している

ようだが、ガス田の採掘を行うと国境を越えて、ベネズ

エラ側も開発することになり、計画が動いていない。 

拒絶の理由として、石油省はガス田の埋蔵量を再推定し

ている段階で決定は出来ないと回答したと報じられて

いる。 

 

TOTAL は、会社のレピュテーションリスクや米国によ

るベネズエラ政府への経済制裁を受けて、ベネズエラで

の事業を縮小する方向にあるようで、今回の売却提案に

至っている。 

 

１０月には「 Shell 」も同様の理由からフランスの

「Maurel ＆ Prom」に対してベネズエラ事業の売却を

検討していると報じられていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.202」１０月１２日付の記事参照）。 

 

「Consecomercio クリスマス輸入は９０％減」                  

 

全国商業サービス団体（Consecomercio）のマリア・カ

ロリーナ・ウスカテギ代表は、ラジオ番組に出演。 

 

バルガス州商工会の情報として、今年のクリスマス向け

輸入額は１７年同期と比べて９０％減少したとコメン

トした。 

 

一年前の今の時期は米国の制裁を受けてベネズエラ中

央銀行が実施していた DICOM が停止した時期だった。 

他方、現在は金額が不足しているものの DICOM を通

じて外貨が供給されている。 
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どの程度の期間をクリスマス向け輸入としてカウント

しているのかは分からないが、１７年比で９０％減とい

う数字には違和感を覚える。 

 

いずれにせよ、１８年のクリスマスも寂しいものになる

ことは間違いなさそうだ。 

 

「６５回目 DICOM １ドル BsS.８２．２６」                  

 

１１月２６日に６５回目の DICOM が実施された。 

 

DICOM競売委員会が公表した為替レートは１ドルBsS.

８２．２６（１ユーロ BsS.９３．２７）。 

 

外貨供給額は合計１４０万５０９．８４ドルで前回（１

５７万４，６９６．５４ドル）よりも少し減った。 

 

法人８４社に対して８７万９，８４５．８７ドルが割り

当てられ、５９７名の個人に対して５２万６６３．９７

ドルが割り当てられた。 

 

今回の外貨割り当ては、法人については全社ドル建てで

割り当てられている。個人もドル建てが多いが、一部に

はユーロ建てで割り当てを受けている人もいるようだ。 

 

割り当て金額が最も多かった法人は、食料品卸の「Rahal 

Center」で１０万ドル（完成品の輸入が目的）。 

 

次いで、「la Asociación Cooperativa Edivipro RS」で８

万１，９８０．８７ドル。完成品（恐らく時計）の輸入

が目的。同社の取引履歴を見ると、中国から商品を輸入

したことがあるようだ。 

 

３番目は「Productos Piscícolas Propisca」で４．２万ド

ル。魚介類を扱う会社のようで、資材の輸入が目的。 

 

 

２０１８年１１月２７日（火曜）             

政 治                       

「西ボレル外相 インサイダーで解任見通し」        

 

１ １ 月 ２ ７ 日  ス ペ イ ン の 全 国 株 式 市 場 委 員 会

（CNMV）はスペインのホセ・ボレル外相が自身の立場

を利用し、不正に株取引で利益を得たと発表した。 

３万ユーロの罰金を支払うことになった。 

 

２０１５年１０月にボレル氏が「Abengoa 社」の役員だ

った際に１０，０００株を第三者に売却。 

取引金額は９，０３０ユーロと決して大きくはないが、

政治的なダメージは計り知れない。 

 

野党はこの問題を追及する姿勢でボレル外相の閣僚交

代は避けられないものとみられる。 

 

ボレル外相は、ベネズエラ問題について欧州連合の中で

対話の必要性を強く訴える人物だった。 

 

後任が誰になるのかは分からないが、ボレル氏が外相を

降りることでマドゥロ政権は欧州のパイプ役を失うこ

とになりそうだ。 

 

「北朝鮮議会委員長 ベネズエラ訪問」            

 

１１月２６日 北朝鮮、最高人民会議常任委員会の委員

長を務める Kim Yong-nam（金永南）氏がベネズエラを

訪問した。 

 

Kim Yong-nam 氏の党内序列は２位。 

９８年９月の憲法改正により、最高人民会議常任委員長

が北朝鮮の元首格とされたため、対外的に国家元首の役

割を果たしている。ベネズエラへの訪問を皮切りにキュ

ーバ、メキシコを訪問する予定だという。 
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Kim Yong-nam 氏は到着時にアレアサ外相に出迎えら

れ、ディオスダード・カベジョ制憲議長、マドゥロ大統

領と会談を行った。 

 

カベジョ制憲議長は、複数名を連れて対談が公開された

が、マドゥロ大統領との会談は閉鎖された環境で行われ

たとされている。 

 

数日前に野党系情報サイト「La Patilla」は、北朝鮮がポ

スト・マドゥロ政権を想定していると報じていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.219」１１月２２日付の記事参

照）。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッターより抜粋 

 

 

（写真）情報通信省公式ツイッターより抜粋 

 

なお、ゴンサレス・ロペス SEBIN 司令官の解任を受け

て、カベジョ制憲議長とマドゥロ大統領の不仲説が報じ

られているが、これを否定するかのようにカベジョ制憲

議長が仲の良さをアピールする写真を公開している。 

 

 

（写真）カベジョ制憲議長ツイッター 

 

「米国 アンドラーデ氏に懲役１０年を求刑」           

 

１１月２７日 米国のマイアミ裁判所は、チャベス政権

下で歳入庁長官（０７年～１０年）を務めたアレハンド

ロ・アンドラーデ氏に対して、１０億ドルの資金洗浄を

行った罪で懲役１０年を求刑した。 

 

アンドラーデ氏の弁護士は、８７カ月に減刑するよう求

めていたが、この求めは棄却され、１２０カ月（１０年）

の求刑を受けた。 

 

刑の執行は１９年２月２５日から始まる。１億ドルの保

釈金を支払えば、それまでの３カ月間は自由になるとい

う。 

 

他方、米国在住のベネズエラ移民で組織される団体や大

衆意志党（VP）は、アンドラーデ氏の汚職資金は米国政

府が没収するのではなく、ベネズエラの政権交代後にベ

ネズエラ再建のために使用するべきだと訴えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
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なお、野党系メディア「Run Run」のオーナー、ネルソ

ン・ボカランダ氏は「アンドラーデ氏が米国の汚職捜査

に協力的であれば、懲役１０年は３分の１まで減刑され

る可能性がある」とコメントした。 

 

「国連 ベネズエラに９２０万ドルを援助       

 ～バチェレ人権高等弁務官 １９年に訪ベネ～」         

 

１１月２６日 国連はベネズエラの医療問題を支援す

るため９２０万ドルを拠出することを承認した。 

 

ベネズエラ政府はこれまで外国からの支援を拒んでき

たが、９月に行われた国連総会後から徐々に国連の支援

を受け入れる姿勢を見せている。 

 

９２０万ドルの使用用途として、２６０万ドルは児童、

妊婦への食事提供のためとしている。 

 

また、国連の「国際児童緊急基金」は、ベネズエラに対

して、これまで１３０トンの医薬品、食料品を提供し、

３５万人の妊婦、児童を支援したと発表している。 

 

今年１０月にベネズエラ政府と国連機関ユニセフは、児

童保護のため３，２００万ドルを拠出することで合意し

ており、１３０トンの物資提供はこの合意を受けたもの

と思われる（「ベネズエラ・トゥデイ No.199」１０月５

日付の記事参照）。 

 

こういった国連の協力的な取り組みが功を奏したのか、

マドゥロ政権は国連大使を通じて、２０１９年中にミチ

ェル・バチェレ人権高等弁務官をベネズエラに招待する

通知を出した。 

 

１１月２６日 バチェレ人権高等弁務官は、この申し出

を受け入れると表明。日程は決まっていないが、ベネズ

エラ訪問に向けて一歩前進したと言える。 

 

「１９年の国会議長就任を巡り不審な報道」           

 

２０１６年に野党連合が合意した役員のローテーショ

ン表に従えば、２０１９年の国会議長は大衆意志党（VP）

で、現在のところファン・グアイド議員が有力視されて

いる点については「ベネズエラ・トゥデイ No.216」１

１月１５日付の記事で紹介した。 

 

この規定路線を変更するような報道が流れている。 

 

行動民主党（AD）のカルロス・オルテガ氏が自身のツ

イッターで 

「警告：次期国会議長は与党に共感している野党議員に

なり、副議長が「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

だとの情報を入手した。また、新たな合意はマドゥロを

大統領と認めるものだ。引き続き野党と独裁者の悪魔的

な同盟が続いている」 

と投稿した。 

 

（写真）カルロス・オルテガ氏ツイッター 

 

また、「Noticia al Dia」では、オマール・バルボサ現国

会議長が大衆意志党に対して、２０１９年の議長を譲る

よう働きかけていると報じた。 

更に UNT が提案している新国会議長がティモテオ・サ

ンブラーノ氏だという。 

 

筆者はこの情報は嘘だと考えている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c775f80747a952abc7bb27d5ef28ee2f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8b4d6f68762b414dd62b94680a1219a9.pdf
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ティモテオ・サンブラーノ議員は、元 UNT の党員だが、

「与党のエージェント」との評判が立ち、UNT を離党。 

 

その後、「ProCiudadanos」に移籍したが、そこでもレオ

セニス・ガルシア代表と方針が合わず、数日で離党。そ

の後、独自の政党を立ち上げている。 

 

ティモテオ・サンブラーノ氏が議長では、民意の統一が

図れず、まとまる話もまとまらない。「Frente Amplio」

のイベントを通じて多少まとまりが見えてきた野党を

再び分裂させるだけだ。合理的に考えれば、この選択肢

は出てこない。 

 

問題は誰がこのような虚偽の情報を流したかと言うこ

とだ。 

 

野党内部の対立を継続させることで政権の存続を狙う

与党の工作かもしれないし、主要な野党への国民の拒否

感を煽るための急進野党の工作かもしれない。 

 

なお、この報道を受けて VP のファン・グアイド議員は

野党系メディア「Contrapunto」に対して、「２０１９年

の国会議長は当初の協議の通り、大衆意志党が務める」

と明言している。 

 

「アンドラーデ氏汚職にチャベス氏娘も関与？」         

 

懲役１０年を求刑されたアレハンドロ・アンドラーデ氏

の資金洗浄に、故チャベス元大統領の娘で現在ベネズエ

ラ国連代表大使（代行）を務めているマリア・ガブリエ

ラ・チャベス氏が関与していると報じられている。 

 

米 国 在 住 の 元 ベ ネ ズ エ ラ 軍 人 は 経 済 情 報 サ イ ト

「Konzapata」に対して 

 

 

 

「アンドラーデ氏の告白文は詳細に書かれている。アン

ドラーデ氏は２０１７年に逮捕され、１年間情報提供に

協力してきた。しかし、米国司法当局は２０１５年から

本件の調査をしていた。 

 

この事件には多数の名前が存在している。２００４年か

らの歳入庁長官全員の名前が書かれており、PDVSA の

財務担当役員も関与している。国営銀行、民間銀行に関

わらずベネズエラの銀行家の名前もある。 

外国の投資銀行の名前もある。 

企業家、州知事、元州知事、軍部高官も含まれている。 

 

大変残念なことだが、同様に故チャベス元大統領の親族

も直接的に汚職に関与したと書かれている。」 

とコメントしたという。 

 

「Konzapata」のカルロス・サパタ氏が親族の具体的な

名前を質問したところ、名前は明言しなかったものの

「米国に住んでいる親族だ」と回答。 

 

つまり、マリア・ガブリエラ・チャベス氏であることを

意味している。通常であれば国連大使を犯罪者として拘

束することはできないが、国連が承認をすれば不可能で

はないとの見解もある。 

 

なお、マリア・ガブリエラ・チャベス氏は国連のベネズ

エラ代表大使でありながら、その役割をほとんど果たし

ていないと言われている。 

 

実際に彼女のツイッターには、政府系のツイッター投稿

をリツイートする様子もないし、ここ数カ月はマドゥロ

大統領の名前が出てくることも無い。 

 

彼女の友人であるボリビアのエボ・モラレス大統領に連

帯を示したり、故チャベス元大統領の写真を投稿したり、

米国政府を非難する記事を掲載したりしている。 
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（写真）マリア・ガブリエラ・チャベス氏 

 

「キューバ人によるベネズエラでの拷問を訴え」         

 

１１月２７日 米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長

は、急進野党のタマラ・スジュ弁護士と会談。 

 

拘束中に拷問を受けたとする１０６件の訴えをまとめ

た書類をスジュ弁護士から受け取った。 

 

スジュ弁護士は、２００４年からベネズエラで起きた拷

問に関する訴えを書類にまとめているが、今年に入り、

始めて「キューバ訛りのある人物から拷問を受けた」と

いう訴えが１１件あったと説明した。 

 

米国政府は、ベネズエラでの人権侵害を支援していると

の理由でキューバ政府に制裁を科そうとしている。 

 

キューバ政府を崩壊させたいが、キューバへの制裁はほ

ぼ全世界から非難されており（「ベネズエラ・トゥデイ

No.210」１１月１１日付の記事参照）、非難の回避策と

して国際的に非難を受けているベネズエラ政府を理由

にしようとしていると思われる。 

 

今回のキューバ訛りの人物による拷問の訴えは米国の

キューバ制裁を肯定する材料になるだろう。 

 

 

 

 

 

経 済                       

「セルパ財相 中国の国家開発銀行幹部と会談」            

 

１１月２７日 シモン・セルパ財相は、中国の「国家開

発銀行（BDC）」の国際財務統括副部長の Yang Xinliang

氏と会談した。 

 

財務省のツイッター投稿によると、 

「現在の融資状況について修正や改定を行うための協

議を行った。同様に二国間の新たな協力計画について話

し合いをした。」と報告している。 

 

先日、資源産業の労働者らが資源分野における中国の進

出を警戒する発表をしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.219」１１月２１日付の記事参照）。 

 

 

（写真）ベネズエラ財務省ツイッターより抜粋 

“中国「国家開発銀行」関係者と協議するセルパ財相” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b6631e12396de805121bba6bad6dfa6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be66473bbe4be622d8872715a148745a.pdf

