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（写真）Venepress “ガイアナ政府 国連の国際司法裁判所にベネズエラとの国境問題解決を申請” 

 

 

2018 年 3 月 30～31 日（金・土） 

 

政 治                     

 「パナマ 政府関係者５５名、１６法人に制裁 

～１６法人はマドゥロ大統領妻の親族会社～」 

「ガイアナ CPIへ国境紛争問題の解決を申請」 

経 済                     

 「国防相 拳銃工場建設のためロシアへ訪問」 

「ファルコン AP党首 石油産業改革を訴え」 

社 会                     

 「在バチカン市国ベネズエラ公使の夫が交通事故」 

 「１７年の抗議デモによる死者の総括 

～EFECTO COCUYO調査 １６５名が死亡～」 

２０１８年４月１日（日曜） 

 

政 治                    

 「ローマ法王 ベネズエラの状況に懸念を表明」 

 「与党古株政治家 AD、UNT の内部対立を示唆」 

経 済                    

 「IMF 専務理事 大陸の歴史上、最も悲惨」 

「雑貨量販店トラキ 外貨建ての販売を受付」 

社 会                     

 「イースター恒例 与党政治家の人形焼かれる」 

 「カラボボ州収容所の火災で警察官５名逮捕」 

 「ベネズエラの刑務所の収容率は平均２５０％」 

「米国 元歳入庁長官らの調査をすすめる」 
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２０１８年３月３０～３１日（金・土曜）             

政 治                       

「パナマ 政府関係者５５名、１６法人に制裁      

  ～１６法人はマドゥロ大統領妻の親族会社～」       

 

３月２９日 パナマ政府はベネズエラの政府関係者５

５名、１６法人に対して、マネーロンダリング、テロリ

ストへの資金援助、大量破壊兵器の購入資金の融通など

の疑いで制裁を科すと発表した。 

 

中南米・カリブ海地域でベネズエラ政府に制裁を科すの

はパナマが初めてとなる。 

 

米国政府、欧州連合、カナダの制裁と異なる点は、「制

裁該当者との取引を禁止する」と明示していいない点。 

リストに掲載されている個人・法人との取引には厳格な

手続きを行うよう求めている。 

とは言え、実際のところ金融機関や取引相手はリスクを

避けるので、事実上の取引禁止令と言えるだろう。 

 

また、もう一点大きく異なる点がある。米国・カナダ・

欧州連合は制裁の理由として「人権侵害、国民の抑圧、

民主主義への脅威」を挙げていたが、パナマの政令では

これらの文言は使用されていない。 

政治的な理由を避け、純粋にマネーロンダリング、テロ

支援、大量破壊兵器の購入支援など犯罪行為を制裁の理

由としている。 

 

制裁リストに掲載された５５名のうち主な人物を紹介

する。 

 

・ルッコ・アルビシーニ（CENCOEX長官） 

・ベナビデス・トーレス（元国軍総司令官） 

・フレディ・ベルナル（CLAP 代表） 

・ディオスダード・カベジョ（PSUV 副党首） 

・エリカ・ファリアス（リベルタドール市長） 

・ゴンサレス・ロペス（SEBIN 長官） 

・エリアス・ハウア（教育相） 

・ティビサイ・ルセナ（CNE 長官） 

・ニコラス・マドゥロ（大統領） 

・マルピカ・フローレス（元歳入庁長官） 

・マルコ・トーレス（アラグア知事、PDVSA外部役員） 

・マイケル・モレノ（最高裁判長） 

・ネストル・リベロ―ル（内務司法平和相） 

・ウィリアム・サアブ（検事総長） 

・ウィリアム・コントレラス（経済担当副大統領） 

・シモン・セルパ（元 PDVSA 財務役員、FONDEN 総

裁） 

 

逆に名前が入っていない主要な与党政治家としてアイ

サミ副大統領、デルシー・ロドリゲス制憲議長、ホルヘ・

ロドリゲス情報通信相らが挙げられる。 

 

リストに掲載された１６法人は以下の通り。この１６法

人は全てマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス氏の親

族が１４～１５年に設立した会社。 

 

・Technical Support Trading 

・Lumar Development S.A. 

・American Quality Proffesional S.A. 

・Proalco S.A. 

・International Business Suppliers Inc 

・Tanker Administrators Corp 

・Maritime Administration Group 

・Maritime Crews 

・Seaside Services Inc. 

・Oceanus Investors Corp 

・Maritime Administration Panama 

・Maritime Tanker Administration 

・Maritime Tanker Services S.A. 

・Marine Investor Corp 

・Marine Investment Group Inc 

・Inversiones Cemet S.A. 
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「ガイアナ CPIへ国境紛争問題の解決を申請」         

 

ベネズエラは隣国のガイアナとエセキボ地域の国境問

題を抱えている。 

 

３月３１日 ガイアナ政府は国連の国際司法裁判所に

対して、国境を確定させるための裁判を申請した。 

 

ガイアナ側の主張では、ベネズエラはこれまでエセキボ

地域の領有権がガイアナにあると認識してきた。しかし、

１９６２年にエセキボ地域の領有権を主張し始めたと

訴えている。 

 

また、ガイアナ外務省は、ベネズエラ政府がこれまで領

有権を主張するに足る証拠を示してこなかったと補足

した。 

 

エセキボ地域の領土問題は１９６６年から国連で議論

されてきた。しかし、１５年にガイアナ政府とエクソン

モービル社が共同調査でエセキボ地域に原油があるこ

とを確認してから問題が一層深刻化した。 

 

１６年１２月にバンギムン国連大使（当時）は、１７年

中にエセキボ問題に特段の進展がなければ、１７年末に

は国連の国際司法裁判所の決定に従うべきだとコメン

トしていた。 

 

しかし、ベネズエラ政府は国際司法裁判所の仲裁を拒否

しており、現在に至っている。 

 

経 済                        

「国防相 拳銃工場建設のためロシアへ訪問」           

 

４月４～５日にかけてパドリーノ・ロペス国防相はロシ

アのモスクワで開催される「セキュリティ・カウンシル」

に出席する。 

 

ロペス国防相は、ベネズエラ国内でのカラシニコフ（拳

銃）の製造工場を建設する計画で合意する予定。 

 

カラシニコフの製造工場をベネズエラに作る計画は１

４年から存在しており、１７年１１月の会合では１８年

中に製造を始めると発表していた（「ベネズエラ・トゥ

デイNo.64」１１月２４日付の記事参照）。 

 

「ファルコン AP党首 石油産業改革を訴え」         

 

ファルコン AP 党首はスペイン系メディア「EFE」の取

材に対して、石油産業の改革が最優先課題だと答え、改

革のために少なくとも１２０億ドルの融資を受けるつ

もりだと述べた。 

 

PDVSA の改革として以下の３点を主張している。 

 

１．民間投資の流入 

PDVSA は資金が必要。外国組織から資金を流入させる

手段を講じる。民間の投資を活用する。 

 

２．国際機関からの融資 

PDVSA を再構築させるために IMF など国際機関から

融資を受ける。 

 

３．ロシア、中国との協力 

ベネズエラの石油産業に関与しているロシア、中国との

関係を維持する。 

 

政権交代に中国ロシアの支持は欠かせない。 

ここ数年、中国政府はベネズエラ政府が負っている債務

返済を延期することで合意しており、その代わりにベネ

ズエラへの新規融資を停止している。ロシア政府はベネ

ズエラ政府と債務再編で合意した。 

ファルコン党首が中国・ロシアをうまく説得できれば、

両国が現政権支持を控える可能性はあるだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
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社 会                         

「在バチカン市国ベネズエラ公使の夫が交通事故」           

 

在バチカン市国ベネズエラ大使館のマリア・アレクサン

ドラ・ヒラルテ公使（女性）の夫が交通事故を起こした

ようだ。 

 

非公式情報だが、事故が起きた際に公使も同乗しており、

事故を起こしたのは自分（アレクサンドラ公使）だと主

張したようだ。 

 

匿名の関係者によると、 

「公使の夫はアルコールを摂取していたようだ。彼女は

それを隠そうとした。 

また、公使の運転中の事故であれば公務中の事故として

扱われるため、大使館から事故の罰金が支払われると考

えたのではないか。」 

とコメントしている。 

 

「１７年の抗議デモによる死者の総括         

 ～EFECTO COCUYO １６５名が死亡～」                  

 

昨年ベネズエラに大きな悲劇をもたらした抗議行動は

１年前のこの時期に始まった。 

 

１７年３月２９日に最高裁判所が２つの裁定を発表し

た。 

１つは、 国会議員が任期中は逮捕されないという不逮

捕特権を条件付きで剥奪するというもの。 

もう１つは、「国会の機能を、最高裁判所あるいは同裁

判所が定める組織が一時的に肩代わりする」と定めた裁

定。 

 

この裁定に反対するため、野党支持者が抗議行動を展開、

治安部隊が野党支持者と対峙し、３月末から７月末まで

激しい反政府デモが続いた。 

 

現地の野党系メディア「EFECTO COCUYO」は、抗議

デモ開始から１年を機にレポートを発表した。同メディ

アによると抗議行動に関連する死者数は１６５名とし

ている。男女比では、男性１５２名、女性１３名。 

 

死者を年齢別で分けると、未成年が２２名、１８～３５

歳が９８名、３６～６０歳が３３名、６０歳以上が３名。

年齢不詳が９名。 

 

 

死因について、１０８名は拳銃による殺人。３名は催涙

ガスによる死亡。７名はゴム弾など殺傷能力が低い武器

での死亡。２名は催涙弾が直撃して死亡。２名は火傷に

よる死亡。２名は固い物体が直撃して死亡。３名は殴打

による死亡。４名は催涙ガスを摂取したことによる死亡。

１６名は電気柵に触れ死亡。１４名は交通事故での死亡。

４名は理由不明。 

 

 
 

被害者の属性では、５７名が抗議行動参加者、４２名が

通行人、８名が公務員、３名が武装した民間自警団（コ

レクティーボ）、５名は略奪に参加した者、５０名は属

性不明。 
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（写真）Efecto Cosuyo 

 

２０１８年４月１日（日曜）             

政 治                       

「ローマ法王 ベネズエラの状況に懸念を表明」        

 

４月１日 ローマ法王はバチカンでイースターを祝う

演説を行った。同演説の中でベネズエラ問題についても

触れた。 

 

「今のベネズエラ人は自国に居ながらにして、外国に住

んでいるような状況だ。政治的な危機を克服するため公

平で平和的で人道的な道を探ることを願う。」 

と述べた。 

 

「与党古株政治家 AD、UNTの内部対立を示唆」           

 

４月１日 与党の古株政治家であるホセ・ビセンテ・ラ

ンヘル氏は自身のテレビ番組「Jose Vicente Hoy」で、

５月の選挙への不参加を決めたことで、行動民主党（AD）

と新時代党（UNT）が内部対立を起こしているとコメン

トした。 

 

「AD は選挙管理委員会（CNE）が実施する５月２０日

の選挙に参加しないことを決めた。この決定により政党

の統一は崩れ始めている。UNT にも同様のことが起き

ている。 

 

AD と UNTは党員の意見や専門家の分析を踏まえて選

挙プロレスに参加することは間違いだと決めた。 

 

ゆえに、州議会議員選にも市議会議員選にも参加できな

い。この状況で両政党は政治的に存在しない状態になろ

うとしている。」 

とコメントした。 

 

経 済                       

「IMF専務理事 大陸の歴史上、最も悲惨」            

 

ラガルド IMF専務理事はスペイン系メディア「El Pais」

の取材で、ベネズエラについて「大陸の歴史上、最も悲

惨」と評価した。 

 

「ベネズエラはこの４年間でGDPが４０％減少してい

る。人道危機に陥っているが、政府はそれを認めていな

い。どのように解決するのか分からない。 

ファイナンス面・人道面などで全面的な支援が必要だ。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）Wikipedia 

“クリスティーヌ・ラガルド IMF 専務理事” 

 

「雑貨量販店トラキ 外貨建ての販売を受付」         

 

ベネズエラの法定通貨はボリバル・フエルテで、原則、

外国通貨での財購入は禁止されている。 
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実際のところは、外貨での財・サービスの購入は拡大し

ているが、公に外貨建てでの支払いを受け入れると書い

た小売店は存在しなかった。 

 

しかし、雑貨量販店「トラキ」は外貨での支払いを受け

付けるとの看板を掲げたことで話題になっている。カラ

カスにも大型店舗がある比較的有名なお店だ。 

 

トラキは数日前にはペトロ建ての支払いを受け付ける

と看板を掲げたことでも話題になっていた。 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“外貨建ての支払いを受け付けると書いた看板” 

 

社 会                       

「イースター恒例 与党政治家の人形焼かれる」              

 

メキシコでも同様の文化があるようだが、ベネズエラで

はキリスト教の習慣としてイースター（復活祭）の日に

裏切り者のユダの人形を燃やす文化がある。 

 

今では「ユダ＝裏切り者」から派生し、嫌いな政治家の

顔を付けて燃やすことが定番になっている。 

 

４月１日はイースターだったため、街頭では一般市民が

人形を燃やして日ごろの不満を解消した。 

 

 

ベネズエラ旧市街地のカンデラリアではマドゥロ大統

領、ティビサイ CNE代表、リベロール内務司法平和相、

ファリア・リベルタドール市長の顔を付けた人形が燃や

される映像が投稿されている。 

 

 

一般人単位でこのような行動を行うのは理解できるが

ベネズエラの場合は、政党が率先して実施する。与党ベ

ネズエラ社会主義統一党（PSUV）は日時、場所、燃や

す対象を示して、イベントへの参加を呼び掛けている。 
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燃やす対象の中には、「DOLAR TODAY」「経済危機」

「食料メーカー、ポラール」などが挙げられている。 

 

「カラボボ州収容所の火災で警察官５名逮捕」              

 

３月２８日 カラカス州警察の収容所で少なくとも６

８名が死亡した（「ベネズエラ・トゥデイNo.117」３月

２８日付の記事参照）。 

 

４月１日 サアブ検事総長はツイッターで、事件を起こ

した責任者として５名のカラボボ州警察官を逮捕した

と投稿した。また、検察庁は事件の責任者に適切な罰を

下すと投稿した。ただし、どのような背景で事件が起き

たのかは明らかにされていない。 

 

収容施設から脱出した生存者へのインタビューによる

と、事件が起きる前から警察官が独房に見回りに来るこ

とが分かっており、収容施設の犯罪グループは抗争の準

備を呼びかけていたようだ。その後、激しい銃撃が繰り

広げられ、火がすぐに広がったという。 

 

 

 

（写真）サアブ検事総長ツイッターより抜粋 

 

「ベネズエラの刑務所の収容率は平均２５０％」              

 

ベネズエラでは犯罪者が多いため、収容施設の収容人数

を大きく超えているのは有名な話だろう。 

 

人権団体「自由への扉」は、ベネズエラの収容施設は収

容想定人数を平均で２５０％（３．５倍の人数）オーバ

ーしていると訴えた。 

 

また、収容施設の９６．４６％は食堂が設置されておら

ず、６２．１２％は衛生的と言えるトイレが存在しない。

６４．１１％は水道が通っていない。９８．４８％は医

療サービスが提供されていない。 

と訴えた。 

 

「米国 元歳入庁長官らの調査をすすめる」              

 

米国政府はチャベス大統領の元ボディーガードで０７

～１０年の間、国家歳入庁長官を務めたアレハンドロ・

アンドラーデ氏をマネーロンダリングの容疑で調査し

ているようだ。米国紙「El Nuevo Herald」が報じた。 

 

関係者によると、アンドラーデ氏は米国に不動産を所有

し、馬やその他資産を保有している。米国政府はまだ同

氏が購入した資産の総額を確認できていないようだ。 

 

 

（写真）El Nuevo Herald 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a67cdc0f52703f900efd6121d131607.pdf

