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（写真）ニッキー・ヘイリー国連米国代表大使 “各国にベネズエラ政府との取引自粛を要請” 

 

 

２０１８年９月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「国連でベネズエラ問題を議論 

～９月最終週に国連でベネズエラ問題を決議～」 

「米国政府と軍人会合リーク元 シャノン派閥か」 

「コロンビア政府に賠償請求」 

経 済                     

「ロドリゲス副大統領 中国で CNPC らと会談 

～中国外相 金融支援について言及～」 

「カラカス地下鉄 料金改定予定日を延期」 

社 会                     

「ＢＢＣ カラカスの犯罪集団に突撃取材」 

２０１８年９月１１日（火曜） 

 

政 治                    

 「CNE １２月９日に出馬する政党リスト発表 

～カプリレス新政党立ち上げか～」 

「野党 １２月の市議会議員選は AP として出馬」 

 「与党 米国の介入に反対する抗議行動実施 

～年金受給者は全額の現金給付を求め抗議～」 

経 済                    

 「アイサミ経済担当副大統領 DICOM 継続」 

 「PDVSA 原油の産油を業務委託に変更か」 

 「マドゥロ大統領 インド新大使らと会合」 

「ロライマ県知事 電力料金支払を政府に確認」 
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２０１８年９月１０日（月曜）             

政 治                       

「国連でベネズエラ問題を議論              

 ～９月最終週に国連でベネズエラ問題を決議～」       

 

９月１０日 米国政府の提案により国連人権理事会の

非公式会合でベネズエラ問題について議論された。 

 

ベネズエラの移民問題が議論の中心になると思われた

が、米国政府の主張の中心は移民問題ではなく、ベネズ

エラの汚職だった。 

 

ニッキー・ヘイリー国連米国代表大使はベネズエラの汚

職について非難した。 

 

特にディオスダード・カベジョ制憲議長について、権力

を乱用し、麻薬の密売を支援し、ベネズエラの資産を強

奪している 

 

「カベジョ制憲議長は麻薬密売人だ。ベネズエラ政府の

政治家はそれぞれ自分の財布にお金を入れる手段を探

している。彼らは麻薬の密売に関わり、ドミニカ共和国

を経由して欧州に麻薬を輸出している。」 

 

また、ベネズエラ政府とビジネス関係を継続している国

に対して、マドゥロ政権を存続させることになると主張。 

ベネズエラ政府との商業関係を希薄化させるべきだと

主張した。 

 

「米州機構の活動に感謝をしている。しかし、今の状況

では不十分だ。マドゥロ政権は国民生活を悪化させてい

る。まずはベネズエラ政府と関係を継続している国に目

を向けなければいけない。引き続き、ベネズエラ政府を

豊かにさせている国に目を向けなければいけない。 

我々はベネズエラ人のためにノーを突きつけないとい

けない。」 

他方、アレアサ外相は米国政府によるベネズエラへの政

治・経済攻撃を非難。また、諸外国はベネズエラについ

て攻撃をするのではなく、対話の姿勢を持つべきだと訴

えた。 

 

また、米国紙「New York Times」が公表した米国政府が

クーデターを計画するベネズエラの元軍人と複数回会

合をもっていた件について、米国が軍事介入を検討して

おり、国際法に違反していると主張した。 

 

なお、アレアサ外相はミチェル・バチェレ元チリ大統領

（１８年９月から国連の人権高等弁務官に就任してい

る）と会談。 

 

アレアサ外相より 

「米国政府は他国に制裁を科せるような倫理観は持っ

ておらず、彼らの行動は一方的なものである。国際ルー

ルにも反しており、軍事圧力をもって他国の政権交代を

進めている。」 

とベネズエラ政府のスタンスを説明した。 

 

また、リマグループの呼びかけで、９月の最終週にベネ

ズエラ問題について国連の人権理事会で決議が取られ

ることが決まった。 

国連でベネズエラ問題の決議が行われるのは今回が初

めてのことになる。 

 

どのような内容の決議なのかは不明だが、人権理事会の

構成国４７カ国のうち、半分超（２４カ国）が決議に賛

成した場合、決議内容が承認される。 

 

４７カ国の構成国の中には日本も含まれる。筆者が構成

国を見た限り、ベネズエラ問題についてスタンスを示し

てない国が多い。 

決議文章の内容次第だろうが、決議を承認する国は１６

～３７カ国の間で収まるだろう。 
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「米国政府と軍人会合リーク元 シャノン派閥か」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月８～９日付

の記事で、米国の政府関係者がベネズエラ政府の転覆を

企てる元軍人らと秘密裏に会合を行っていたとされる

記事を紹介した。 

 

同記事は米国紙「New York Times」の記者が、同会合に

立ち会ったベネズエラ元軍人および米国政府関係者か

らヒアリングした内容とされている。 

 

米国では、このリークを行った米国政府関係者は誰かと

言う憶測記事が流れており、その中で米国国務省の西半

球オフィスのナンバー２「マイク・フィッツパトリック

氏」がリークしたとの情報が有力視されている。 

 

更にマイク・フィッツパトリック氏はベネズエラの大統

領府でマドゥロ大統領と会談する可能性があったとい

う。 

 

フィッツパトリック氏はトマス・シャノン元国務次官の

派閥に属する人物。シャノン元国務次官は１８年２月に

国務省次官を辞める意思を表明、同年６月には退官して

いた。 

 

シャノン元国務次官は穏健派で、これまでもベネズエラ

政府と米国政府との対話窓口として機能してきた人物。 

 

筆者は当時、トランプ政権の中南米方針とシャノン元国

務次官の考え方の違いが理由で辞職したのではないか

と推測していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.93」２月

１日付の記事参照）。 

 

なお、米国政府と元軍人が対話をしていた時期は１７年

秋から１８年始めと報じられており、シャノン氏の辞任

時期と重なる。 

 

８月末 スペインのサンチェス大統領は、ベネズエラ問

題について「対話を支持する」との方針を示していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.182」８月２８日付の記事

参照）。 

 

米国も対話路線に変更させようとフィッツパトリック

氏がリークしたと見られている。 

 

「コロンビア政府に賠償請求」                  

 

９月１０日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、ベネズ

エラに住むコロンビア人の生活費をベネズエラ政府が

面倒見ていると主張。 

 

コロンビアの国内問題で大量のコロンビア人がベネズ

エラに流れてきたが、これまで金銭を請求したことは無

かったと説明。 

 

他方、コロンビア政府はベネズエラ人移民の受け入れを

理由に他国から金銭を要求し、ベネズエラの移民問題を

不当に大きく見せようとしていると指摘。 

 

対抗措置として、コロンビア政府に対して、ベネズエラ

で暮らしているコロンビア人の費用に相当する賠償金

を請求すると発表した。 

 

９月１１日 マドゥロ大統領は 

「私はベネズエラに住んでいるコロンビア人５６０万

人の賠償金をコロンビア政府に請求することを承認し

た。ホルヘ・ロドリゲス大臣がその役割を担う。 

 

我々はコロンビアの反ベネズエラ広報活動を拒絶し、ベ

ネズエラに来て生活するコロンビア人の生活費を請求

する。」 

と発言した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/721d9241c286418964a4bfa722da0193.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
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経 済                        

「ロドリゲス副大統領 中国で CNPC 社長と会談     

     ～中国外相 金融支援について言及～」           

 

９月１０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は中国で中

国石油天然気集団（CNPC）社長と会談。二国間の石油

分野での経済協力を発展させることで合意した。 

 

同会合にはシモン・セルパ財務相、マニュエル・ケベド

PDVSA 総裁、デジタル通貨監督局長のジョセリット・

ラミレス氏も出席した。 

 

また、１１日には中国の「Yankuang」「China Railway 

Engineering Corporation」の代表らと会合。 

同会合では GOLD や鉄の採掘事業について協議した。 

 

その後、「第１６回中国ベネズエラハイレベル級会談」

に参加し、中国側の代表団と会談した。 

 

中国の王毅外相は、記者会見でベネズエラについて質問

に回答する中で「ベネズエラに対して金融的な追加支援

を行う用意がある」と発言した。 

 

 

（写真）Yankuang 社長と握手するロドリゲス副大統領 

 

 

「カラカス地下鉄 料金改定予定日を延期」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.180」でベネズエラの公共

交通機関の料金を大幅に改定するとの記事を紹介した。 

 

カラカス地下鉄（Metro de CARACAS）の乗車料金は一

律 BsS.０．５になる。 

なお、現在カラカス地下鉄は切符不足を理由にタダで乗

車できるようになっている。 

 

この新料金改定は９月１０日（月曜）からを予定してい

たが、同社は料金改定日を９月１４日（金曜）に延期し

た。 

 

どうやら問題の切符不足は今も解決しておらず切符の

準備が間に合っていないようだ。更に１４日も延期され

る可能性が高いと報じられている。 

 

社 会                       

「ＢＢＣ カラカスの犯罪集団に突撃取材」            

 

英国の公共放送局「BBC」はベネズエラの首都カラカス

の治安問題について３０分の番組を放送した。 

 

ジャーナリストの突撃取材で、治安問題の専門家や防弾

加装の仕事を請け負う業者への取材。貧困街に入り地元

住民の治安に関する問題をヒアリング。 

また、与党支持者によって運営されている旧市街地の市

場や、与党支持者の現状認識を取材。 

最後は実際に犯罪者集団にヒアリングをするという内

容だった。 

 

中々、内容の詰まったプログラムで Youtube でも見る

こ と が 出 来 る （「 World’s Most Dangerous Cities -

Caracas-」）。英語なのでお勧めだが、残酷な映像が多い

ので注意が必要。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-tMDy9iuhLI
https://www.youtube.com/watch?v=-tMDy9iuhLI
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車誘拐に関する部分を少し抜粋すると、誘拐犯の年齢は

１６～２５歳が多い。乗車中の誘拐は通常１９～２０秒

程度で行われる。 

 

放送された中には実際に誘拐された女性の映像が流れ

ていたが、彼女の場合は３日間ほど誘拐されたという。 

最初は２０万ドルを要求されたが、交渉人の仲介で３，

５００ドルまで下がった。 

最終的に解放されたが、精神的な後遺症を受けていると

語った。 

 

実際に誘拐を行っている犯罪者グループへの取材で、犯

罪者は「ビジネスマンの誘拐が、一番稼ぎやすい」とコ

メント。 

 

誘拐する前には２～３週間、対象者の行動を監視し、車

が止まるタイミングで拘束すると説明した。 

身代金は拘束者の属性によって変わるので、特に決まっ

ていないが１，０００～２，０００ドル程度で治まるこ

とが多いという。 

 

なお、防弾処理を施すためには通常１．８～２．５万ド

ルほどかかると説明されていた。 

 

２０１８年９月１１日（火曜）              

政 治                        

「CNE １２月９日に出馬する政党リスト発表      

      ～カプリレス新政党立ち上げか～」        

 

９月１１日 選挙管理委員会（CNE）は１２月９日に行

われる市議会議員選に出馬できる政党を正式に発表し

た。 

 

良く知られている政党で言えば与党系は「PSUV」「PCV」

「Somos Venezuela」「Tupamaro」など。 

 

 

野党系では「発展進歩党（AP）」「キリスト教社会党

（Copei）」「社会主義行動党（MAS）」など。 

 

また、この中に「Fuerza del Cambio（FDC）」という政

党も新たに加わっていた。日本語では「変化の力党」。 

 

この政党は第一正義党（PJ）に所属し、野党のリーダー

の一人であるエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が

関連しているようだ。 

 

なお、現時点でカプリレス氏はこの報道を肯定も否定も

していない。 

 

９月１１日 同報道があった当日にカプリレス氏はラ

ジオに出演したが、貧困層の生活支援やベネズエラ政府

への非難のみで政党に関するテーマは話さなかった。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は、５月の大統領選の際も

選挙に参加するべきだとのスタンスをとり、第一正義党

（PJ）の主流勢力と意見が異なっていた。新政党を立ち

上げる可能性は十分にありそうだ。 

 

また、与党のエージェントと揶揄され続けている元新時

代党（UNT）のティモテオ・サンブラーノ氏も新政党

「Cambiemos Movimiento Ciudadano（市民行動変化

党）」を立ち上げたようだ（サンブラーノ氏については

「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５月３日付の記事参

照）。 

 

加えて、レオセニス・ガルシア氏の政党「Movimiento 

Prociudadanos」も正式に正当として認められた。 
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「野党 １２月の市議会議員選は AP として出馬」           

 

穏健派野党の代表格で５月の大統領選に出馬したヘン

リー・ファルコン氏が党首を務める発展進歩党（AP）は

１２月９日の市議会議員選について、他の野党政党が

AP の党員として選挙に参加する可能性がると発表した。 

 

AP のエドゥアルド・セムテイ氏は「Efecto Cocuyo」の

取材に対して、 

「新時代党（UNT）、第一正義党（PJ）、行動民主党（AD）

とは協議を継続しており、彼らの党員が AP の名義で出

馬する可能性がある」 

とコメントしている。 

 

７月にはカプリレス元ミランダ州知事（PJ 所属？）やア

ジュップ行動民主党（AD）幹事長、ファルコン AP 党

首らが野党の今後の方針について会合をしていた。 

 

その当時もファルコン党首から AP の名前で各政党の

党員が出馬できると提案をしていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.165」７月１９日付の記事参照）。 

 

「与党 米国の介入に反対する抗議行動実施      

  ～年金受給者は全額の現金給付を求め抗議～」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月８～９日付

の記事で、米国の政府関係者がベネズエラ政府の転覆を

企てる元軍人と秘密裏に会合を行っていたと紹介した。 

 

この報道を受けて、ベネズエラ政府は政権崩壊を画策す

る米国を非難する目的の抗議集会を呼びかけた。 

 

集会場は野党の牙城の一つとされるチャカイートのブ

リオン広場。 

 

 

 

野党支持者との衝突の懸念も報じられたが、実際は特筆

するような治安悪化は見られなかった。 

 

写真や映像を見る限り、それなりの人数が集まったよう

だが、政府の場合は公務員を強制的に集会に駆り出して

いるので、参加している人たち全員が本当の意味でも与

党支持とは言えないだろう。 

 

 

（写真）与党 PSUV ツイッターより抜粋 

 

また、同日は年金受給者も政府への抗議行動を行った。 

 

理由は月３回に分割して支払われる年金を１回で支払

うよう要請するもの。 

 

彼らは年金を受け取るために３～４時間も行列に並ぶ

必要がある。１カ月に１度であれば、時間のロスになら

ないが、月に３回炎天下で待つのは体力的に大変だろう。 

 

他方、送金で受給することもできるので、送金に切り替

えれば行列待ちの必要はなくなると思うのだが、高齢者

では口座を開かない人もいる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28fd8fe42f9cc0092e71aa5adb5cfcf3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
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（写真）「El Pitazo」抗議行動に参加する年金受給者 

 

経 済                       

「アイサミ経済担当副大統領 DICOM 継続」            

 

８月１７日 マドゥロ大統領は経済改革の中で、為替制

度について当面は DICOM を週３回、その後は週５回

にすると発言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.178」

８月１７日付の記事参照）。 

 

その後、DICOM は月曜、水曜、金曜と週３回行われて

いたが、９月１０日（月曜）は DICOM が実施されなか

った。 

 

なお、９月７日（金曜）には為替協定１号が発行。これ

までの為替協定が全て廃止され、DICOM が継続される

のか懸念されていた。 

 

９月１１日 アイサミ経済担当副大統領は「DICOM は

まだ有効」と発言（法的に言えば、既に有効ではない）。

１２日から DICOM を再開すると発表した。 

 

 

水曜から再開する DICOM がこれまでと違う内容にな

るのかは要領が公示されない限り分からない。 

 

「PDVSA 原油の産油を業務委託に変更か」         

 

８月２８日 ケベド PDVSA 総裁は増産のため国内外

の石油サービス事業者１４社と契約を締結した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.182」８月２８日付の記事参照）。 

 

しかし、その契約の内容や誰と契約をしたのかについて

は、公式な情報は存在していない。 

 

９月１１日 ロイター通信は情報筋から入手した当該

契約書ドラフトの内容を報じた。 

 

同契約ドラフトによると、少なくとも７社は契約地域の

事業運営を任せられ、産油量の増加に応じて支払いを受

け取るスキームなったようだ。 

 

実は、この業務委託（コンセッション譲渡）は富を一部

の富裕層に独占されるスキームだとして、故チャベス元

大統領が率先して廃止したスキームと似ている。 

 

現政権は増産のため民間企業にコンセッションを譲渡

する必要性に迫られたが、チャベス大統領が進めた社会

主義イデオロギーと矛盾するので、情報を隠しているの

かもしれない。 

 

ただし、契約した１４社は知名度が低い会社が多いよう

だ。 

 

また、汚職をするための契約と言う話もあり、増産でき

るのか疑問視されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.184」９月１～２日付の記事参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6f0eaccc16b41a0dd496a3d5ed4c5e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9ed160a44024db45d640334c8f9c9e71.pdf
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「マドゥロ大統領 インド新大使らと会合」              

 

９月１１日 マドゥロ大統領はインド、カタール、ドイ

ツの大使に対して信任状を手交した。 

 

マドゥロ大統領曰く、「各国大使に対してベネズエラの

スタンスを説明し、対話と協力に道を開くよう要請した」

ようだ。 

 

なお、インドの大使とは１２日にも会合を予定している。 

インドとベネズエラの関係は ONGC Videsh の債権支

払い問題に絡んで問題が起きていると報じられたばか

り（「ベネズエラ・トゥデイ No.187」９月８～９日付の

記事参照）。本件に絡んだ協議もあることだろう。 

 

また、カタールとドイツは現在、国連の人権理事会の構

成国だ。９月下旬に国連人権理事会でベネズエラ問題に

ついて決議が予定されている。 

 

敢えて、このタイミングで信任状をマドゥロ大統領が手

交したのは、両国大使にベネズエラのスタンスを支持し

てほしいとの思いがあるのかもしれない。 

 

 

（写真）大統領府 

“インド、カタール、ドイツ大使に信任状を手交するマ

ドゥロ大統領” 

 

「ロライマ県知事 電力料金支払を政府に確認」              

 

ロイター通信によると、ベネズエラと国境を接するブラ

ジル側のロライマ県知事はブラジルのエネルギー相と

会合を行ったようだ。 

 

ロライマ県はベネズエラの電力公社（Corpoelec）から

電力供給を受けている。 

しかし、ブラジル外相曰く、米国の金融制裁の影響で支

払いが遅れているようだ（「ベネズエラ・トゥデイ

No.183」８月３０日付の記事参照）。 

 

これを受けて、ベネズエラ政府から電力の供給を停止す

るとの圧力を受けているようだ。 

 

ロライマ県知事は支払い遅延の真相や今後の見通しに

ついてエネルギー相と会合を行ったとされている。 

 

加えて、ロライマ県知事はテメル大統領、外務省、中央

銀行、ブラジル電力公社などにも書簡で現状について報

告を求めたようだ。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b090505d3f692880c60110c8608854fc.pdf

