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（写真）シモノビス氏ツイッター “政治犯シモノビス氏（写真右から２番目の男性）、米国への脱出を確認” 

 

 

２０１９年６月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「ロシア ベネズエラに軍艦を派遣 

～２５名のメンテナンス技術者を送り込む～」 

「政治犯シモノビス氏 ベネズエラ脱出を確認」 

「トレド議員 人道支援を巡る汚職について釈明」 

経 済                     

「Torino Capital フランシスコ・ロドリゲス氏 

経済制裁がベネズエラに与える影響を分析」 

「アンケート 企業の成長阻害要因は政治不安」 

社 会                     

「ベネズエラ 南米で治安の悪い国ワースト１」 

２０１９年６月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「クリストファー元 SEBIN 長官 

ワシントンポストのインタビュー受ける」 

「ロペス国防相の後任に関する報道」 

「国会 １９８名の軍人拘束を非難」 

経 済                    

「クラサオ製油所 

汚職で PDVSA 後任オペレーターが白紙に」 

社 会                     

「チャカオ市 罰金の支払い計算をドル化」 

「チリ領事館 旅行ビザ発行希望者が殺到」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月２４日～６月２５日報道            No.３０９   ２０１９年６月２６日（水曜） 

2 / 8 

 

２０１９年６月２４日（月曜）             

政 治                       

「ロシア ベネズエラに軍艦を派遣          

  ～２５名のメンテナンス技術者を送り込む～」       

 

６月２４日 複数のロシア軍技術者がベネズエラに到

着した。 

 

ロシアの Serguei Riabkov 外務次官は、ロシア系メディ

ア「TASS」の取材を受け、 

「ロシアが軍技術者をベネズエラに派遣したというの

は事実だ。我々は軍事技術協力の契約に基づき、これま

でベネズエラに供給してきた設備のメンテナンスを継

続する。 

 

ベネズエラとロシアの軍事協力協定は透明なもので、米

州地域にとって脅威になるようなものではない。 

 

我々はロシア人軍人を増やそうとしているわけではな

い。駐留しているわけでもなく、技術サービスを履行し

ているだけだ。」 

と説明した。 

 

また、ロシア海軍の戦艦もベネズエラに到着しようとし

ている。６月２４日 ロシア海軍の戦艦がキューバのハ

バナに到着した。 

 

同軍艦はキューバに寄港した後にベネズエラに向かう

と報じられている。 

 

６月初めにトランプ大統領は自身のツイッターで 

「ベネズエラに送っていた要員の大半を撤収させたと

ロシアが通知してきた」 

と投稿した（「ベネズエラ・トゥデイ No.300」参照）。 

 

 

トランプ大統領の投稿に先立ち米国紙「ウォールストリ

ートジャーナル」もロシアの軍事会社 Rostec がマドゥ

ロ政権の支払い遅延を理由にベネズエラ軍へのサービ

スを縮小し、人員を引き上げていると報じていた。 

 

今回のロシア軍のベネズエラ派遣が Riabkov 外務次官

の説明の通り、脅威に該当しないかどうかは別として米

国政府、近隣諸国は今回の動きに懸念を示している。 

 

「政治犯シモノビス氏 ベネズエラ脱出を確認」         

 

５月１６日 「ベネズエラ・トゥデイ No.292」で２０

０４年に逮捕され、政治犯として拘束されていたイバ

ン・シモノビス氏が自宅軟禁から脱出したとの記事を紹

介した。 

 

その後、シモノビス氏の消息は報じられていなかったが、

６月２４日 イバン・シモノビス氏は自身のツイッター

に、コロンビアのシモン・ボリバル記念碑の前に移る写

真を投稿。自身がベネズエラを脱出したことを明らかに

した。 

 

 

（写真）イバン・シモノビス氏投稿 

 

ビクトル・アラジャ記者はシモノビス氏がどのようにベ

ネズエラを脱出したかを報じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2907c72a89dfc9f9fdb2e9683196116b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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アラジャ氏によると、５月１６日に自宅軟禁から脱出し

てからしばらくは安全な場所に隠れており、ベネズエラ

を出たのは６月１１日だったという。 

 

脱出手段は海路。脱出する途中に船が故障し、一時は海

上で止まっていたという。最終的には無事コロンビアに

到着し、現在は米国ワシントンにいるという。 

 

６月２５日 シモノビス氏は米国のマルコ・ルビオ議員

と会談。在米ベネズエラ代表大使のカルロス・ベッキオ

大使らと会談した。 

シモノビス氏は、グアイド議長をベネズエラの暫定大統

領とする方針に賛同を示し、マドゥロ政権を倒壊させる

ために協力をしていくと約束した。 

 

 

 

（写真）マルコ・ルビオ議員公式ツイッター 

 

「トレド議員 人道支援を巡る汚職について釈明」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.305」で、グアイド政権側

が人道支援物資・資金を不正に流用していると報じた記

事を紹介した。 

 

本件について、コロンビアに亡命したベネズエラ人議員

で、コロンビアに居住するベネズエラ人の人道支援問題

を担当しているレスター・トレド氏は、この記事を報じ

た「PanamPost」のインタビューを受け、不正は行われ

ていないと釈明した。 

 

トレド議員の発言の要旨は以下の通り。 

 

１．人道支援問題を担当することは「名誉職」であり、

今回のインタビューを受けるための旅費・宿泊費も

含めて、自費を使用している。安定した職ではない

し、貯金もない。資産も増えない。全て自分で払わ

なければいけない。 

 

２．外国政府、外国からの寄付金、非営利団体の資金を

含めて、グアイド政権は１セントも資金に触ってい

ない。 

 

３．（資金の不正使用が指摘されている）Rossana Barrera

氏と Kevin Vivas 氏はククタ問題の担当者に任命さ

れていたが、トレド議員自身は彼らが任命された理

由については把握していない。 

 

４．Rossana Barrera 氏と Kevin Vivas 氏はグアイド政権

の任命でカラカス側が決定したことで、トレド議員

や在コロンビア代表大使は彼らに関与していない。 

 

５．彼らが使用していた資金はカラカスの誰かからの寄

付だった。グアイド氏自身も「カラカスから資金を

送った」と認めていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
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５．今回の資金不正流用の問題はメディアを通じて初め

て目にした。 

 

６．これまで送られてきた人道支援物資は一切、損なわ

れていない。 

 

７．グアイド議長は今回の資金流用事件について、調査

をコロンビア政府に要請している。調査結果が今後

明らかになるだろう。 

 

８．グアイド氏を信頼している。ベネズエラ国民も引き

続きグアイド氏を信頼してほしい。我々の真の敵は

マドゥロではなく、希望を失うことだ。 

 

経 済                        

「Torino Capital フランシスコ・ロドリゲス氏     

  経済制裁がベネズエラに与える影響を分析」           

 

米国投資銀行「Torino Capital」のベネズエラ担当リサ

ーチャーであるフランシスコ・ロドリゲス氏は、米国政

府が科している経済制裁について分析。 

 

リカルド・ハウスマン氏らが主張している、「米国の経

済制裁がベネズエラ経済に悪影響を与えていない」との

主張に反論した。 

 

「制裁はベネズエラ危機を解決することに資するかも

しれないが、人道危機を更に深刻化させるリスクがある。 

 

制裁について論じる際は、３つの制裁が存在することを

認識しなければいけない。１つ目は人権侵害や汚職を行

っている政府関係者への個人制裁。２つ目は国家や石油

産業の債務を制限する金融制裁。３つ目は、石油取引を

制限する商業制裁だ。 

 

 

 

制裁の中でベネズエラ経済に悪影響が及ぶのは２つ目

と３つ目になる。 

 

私は産油国３７カ国（３７カ国で世界の産油量の９５％

を占める）の過去の実績から、経済制裁がベネズエラに

悪影響を及ぼしたのかどうかを調べた。 

 

調査の結果、経済制裁はベネズエラ石油産業にネガティ

ブな影響を与えている。どの程度、悪影響を与えている

のかについては議論の余地がある。しかし、経済制裁が

悪影響を与えていることは明白と言える。 

 

一方で言及しなければいけないことは、経済制裁は現政

権が数年にわたり劣悪な政治・経済運営を行った結果で

ある。」 

とコメントした。 

 

また、制裁解除の可能性については、 

「我々は、制裁がベネズエラの経済的弱者に与えている

影響を分析し、彼らへの悪影響を緩和させる措置を考え

なければいけない。」 

と述べた。 

 

なお、フランシスコ・ロドリゲス氏は１８年５月に行わ

れた大統領選に出馬した発展進歩党（AP）ヘンリー・フ

ァルコン党首の経済アドバイザー。 

 

ファルコン党首は、（どちらかと言えば）野党に属する

ものの、経済制裁の解除を要請している。 

 

「アンケート 企業の成長阻害要因は政治不安」         

 

英国系コンサルタント会社「プライスウォーターハウス

クーパース（PwC）」は、世界９１カ国の経営者にアン

ケート調査を実施した。 
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その中で、ベネズエラの経営者を対象としたアンケート

も実施。 

 

回答者全員が「会社の成長を阻害する主な要因」として

「政治社会不安」と回答した。 

 

また、９３％が「過度な規制、ポピュリズム」が会社の

成長を阻害する主な要因であるとした。 

 

他、９０％が「経済が不安定であること」 

８５％が「為替レートが不安定であること」 

８３％が「税負担が増加していること」 

６０％が「競合との競争」 

と回答した。 

 

「更なる成長を実現する手段」について 

５３％が「新製品・サービスの販売」 

４０％が「新事業への参入」 

２８％が「戦略的提携」 

と回答した。 

 

社 会                         

「ベネズエラ 南米で治安の悪い国ワースト１」            

 

英国紙「エコノミスト」が毎年更新している「世界平和

度指数２０１９」が公開された。 

 

ベネズエラは調査対象となった１６３カ国中１４４位。

南米・カリブ海地域の中では最下位だった。 

２０１８年の調査では１４２位だったので、２位下がっ

たことになる。 

 

他方、ロシア（１５４位）、トルコ（１５２位）などはベ

ネズエラよりも低く評価されている。 

 

 

 

南米地域で最も平和度指数が高かったのは「チリ」で世

界２７位。次いで、ウルグアイが３４位、エクアドルが

７１位、アルゼンチンが７５位と続いた。 

 

 

（写真）Global Peace Index２０１９ 

 

２０１９年６月２５日（火曜）             

政 治                       

「クリストファー元 SEBIN 長官           

   ワシントンポストのインタビュー受ける」        

 

４月３０日の自由オペレーションでマドゥロ政権から

離反したクリストファー・フィゲロア元 SEBIN 長官は、

米国紙「ワシントンポスト」の取材に応じ、４月３０日

の自由オペレーションの内情など様々な点について語

った。報道によるとクリストファー元 SEBIN 長官は既

に米国に滞在しているようだ。 

 

４月３０日の自由オペレーションの内情については「ウ

ィークリーレポート No.96」で紹介した内容とほぼ一致

している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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ただし、少し違った点は「ウィークリーレポート No.96」

の時は、モレノ最高裁判長は政権から離反する見返りに

内務相の役職を求めたと書いていたが、今回の発言では

「暫定大統領」になることを求めていたという。 

 

また、モレノ最高裁の他、パドリーノ・ロペス国防相も

マドゥロ大統領が辞任する計画に加担しており、交渉が

とん挫した原因はモレノ最高裁の要求によるところが

最も大きかったが、パドリーノ・ロペス国防相の方がモ

レノ最高裁判長よりも先に離反計画を降りたと語って

いる。 

 

また、自由オペレーションは本来、５月１日に実施され

る予定だったが、マドゥロ政権が同日にコレクティーボ

を召集しており、治安が著しく悪化することを懸念した

ため、予定を早めたと説明している。 

 

他方、マドゥロ政権側は予定が早まった理由は、既にク

リストファー元 SEBIN 長官の離反計画が判明しており、

逮捕される直前だったので彼らは早急に事を運んだと

指摘している。 

 

他、マドゥロ政権による人権侵害、政治犯の収容、GOLD

を巡る汚職取引、資金洗浄、マドゥロ政権とヒズボラと

の関係などについて言及している。 

 

また、キューバとの関係について、マドゥロ大統領は１

５～２０名ほどのキューバ人護衛を信頼しており、政策

についてもキューバに相談しているという。特に「アル

ド」というキューバ人が力を持っており、マドゥロ大統

領に政策を提言した際も、「アルドに相談してみる」と

返事があったようだ。 

 

 

 

 

 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、 

「どうしてベネズエラの政策をキューバに聞かなけれ

ばいけないのか理解できない。」 

として、ベネズエラはキューバの属国になっていると述

べた。 

 

一見正論のように聞こえるが、野党が重要な政策を決め

るときは米国に相談するだろう。自国の政策について重

要な友好国に相談するのは特別なことではないのでは

ないか。 

 

「ロペス国防相の後任に関する報道」           

 

現地メディア「El Nacional」は、パドリーノ・ロペス国

防相の後任候補について報じた。 

 

「El Nacional」が報じた候補は２名。 

陸軍将軍のヘスス・スアレス氏（写真左の人物）と、国

軍地帯統合戦略防衛区（ZODI）でカラカス地域を担当

しているアレクシス・ロドリゲス・カベジョ氏（写真右

の人物）。 

 

ロドリゲス・カベジョ氏はディオスダード・カベジョ制

憲議長の従兄弟だという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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なお、一般的にはパドリーノ・ロペス国防相の後任は現

在ナンバー２の地位にいるレミヒオ・セバジョ海軍大総

督と考えられている。 

 

「国会 １９８名の軍人拘束を非難」         

 

６月２５日 国会は、１９８名の軍人が「祖国への裏切

り罪」で拘束されているとマドゥロ政権を非難した。 

 

また国会は、拘束された軍人は、食料や医薬品、賃金改

善など憲法で保障された国民の権利を主張しただけだ

と訴えた。 

 

１９８名の内訳として、 

９２名は、陸軍軍人 

２３名は、空軍軍人 

２５名は、海軍軍人 

５８名は、国家防衛軍人 

としている。 

 

数日前も軍人６名が突然、拘束されており、家族が安否

の確認を求めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.308」

参照）。拘束された軍人の妻はロシア国籍を持っている

ようで、ロシア政府経由で安否の確認を求めているよう

だ。 

 

経 済                       

「クラサオ製油所                  

  汚職で PDVSA 後任オペレーターが白紙に」            

 

クラサオ政府は２０２０年から PDVSA に代わる製油

所の運営会社を探していた。そして、入札の結果、米国

ヒューストンに本社のある「Motiva Emterprises」が２

０年以降、同国の製油所を運営するとされていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.229」参照）。 

 

 

しかし、この入札に汚職があったことが発覚。 

ロイター通信は、クラサオ製油所の元管理者である

Roderick van Kwartel 氏とコンサルタントの Asheley 

Isadora 氏が汚職容疑で逮捕されたと報じた。 

 

クラサオの製油所はトランプ政権の制裁の影響もあり、

事実上稼働していない状況が長く続いている。今回の汚

職発覚で同製油所の運営会社の議論が白紙に戻る懸念

が高まっているが、PDVSA が契約を更新する可能性は

低いとしている。 

 

社 会                         

「チャカオ市 罰金の支払い計算をドル化」            

 

６月２５日 日本人駐在員が多く住むチャカオ市のグ

スターボ・ドゥケ市長は、同市で支払う罰金の計算式を

両替テーブルの為替レートに連動させると発表した。 

 

具体的な罰金計算式は明らかにされていないが、交通違

反などの罰金を支払う際に、前日の両替テーブルの為替

レートを基準にボリバル建てで罰金支払いを請求する

とした。 

 

ドゥケ市長は今回の制度適用について、現行の罰金制度

ではインフレによりボリバル通貨の価値が減価するた

め、罰則として抑止力が働かなくなっていると説明。 

 

また、チャカオ市警の給料を確保するためには、現在の

罰金では生活を保障できないとした。 

 

新しい罰金計算で増えるであろう収入はチャカオ市警

の警察官の労働待遇改善に使用されるとしている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d961601fe4f12f99efdb92163f213cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5d961601fe4f12f99efdb92163f213cd.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月２４日～６月２５日報道            No.３０９   ２０１９年６月２６日（水曜） 

8 / 8 

 

「チリ領事館 旅行ビザ発行希望者が殺到」              

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.308」で、チリ政府が

ベネズエラ人旅行者のチリ渡航時にビザを要求するよ

うになったとの記事を紹介した。 

 

この制度施行はかなり唐突だったため、チリへの旅行を

想定しているベネズエラ人がチリ領事館（El Rosal地区）

に殺到したようだ。 

 

画像では少しわかりにくいが、通りの向かい側にいる

人々は領事館でビザ発給を求める人の行列。映像では更

に行列は続いており、ビザを発給するためには相当な時

間がかかりそうだ。 

 

 

（写真）@Roman Camacho 氏 

 

以上 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf

