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（写真）ベネズエラ外務省 “エルサルバドル大使館の外交官に対して国外退去を命じる” 

 

 

２０１９年１１月１日（金曜） 

 

政 治                     

「ラダ市議の死亡事件 痴情のもつれと発表 

～野党は政府の発表を否定～」 

「ロペス VP 党首 スペイン大使公邸生活６カ月超」 

「ファルコン AP 党首 “大統領職の強奪“は誤り」 

「米国 ベネズエラでのゲリラ勢力拡大を懸念」 

経 済                     

「ベネズエラ ユーロの使用が拡大」 

「スリア州発電所で火災 

～近隣住民による資材盗難が事故の原因～」 

「原油価格 １バレル５１．７ドル」 

2019 年 11 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「エルサルバドル グアイド政権を認識 

～マドゥロ政権外交官を国外退去～」 

「モレノ最高裁 病院に搬送？」 

「国連査察団 １１月４～６日でベネズエラ訪問」 

経 済                    

「PDVSA 契約を巡る汚職で企業家に有罪判決 

～マドゥロ大統領の親族も関与か～」 

「中央銀行統計 １９年第１四半期の輸入減少」 

社 会                     

「国連 ２０年末に難民６５０万人に達する」 
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２０１９年１１月１日（金曜）             

政 治                       

「ラダ市議の死亡事件 痴情のもつれと発表       

        ～野党は政府の発表を否定～」       

 

１０月１７日 グアイド議長が所属する野党「大衆意志

党（VP）」の党員でスクレ市の市議を務めるラダ市議が

死亡した（「ベネズエラ・トゥデイ No.358」参照）。 

 

本件について、野党側は政治的な理由によるマドゥロ政

権の暗殺と非難している。 

 

１１月１日 ネストール・リベロール内務司法平和相は、

犯罪科学捜査班（CICPC）による本事件についての調査

結果を公表。 

 

ラダ市議が死亡した原因は痴情のもつれであるとの見

解を示した。 

 

リベロール内務司法相によると、ラダ市議が死亡したの

は１０月１６日。ラダ市議の元恋人が口論の末に銃殺し

たと発表。 

 

死亡後１５時間ほど元恋人の自室に死体が放置されて

いた証拠も発見し、既にラダ市議の元恋人は逮捕されて

いる。 

 

他、元恋人の知人ら数名と一緒に死体を道路に運び、ガ

ソリンをかけているとされる映像を公開した（ただし、

映像は夜中のもので顔、自動車のナンバープレートの特

定は困難と思われる）。 

 

この発表について、大衆意志党は否定。 

思想が異なることを理由にマドゥロ政権により暗殺さ

れたと改めて主張している。 

 

「ロペス VP 党首 スペイン大使公邸生活６カ月超」         

 

１１月１日 大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党

首がスペイン大使公邸に移動してから６カ月が経過。

「自由オペレーション」の失敗から６カ月が経過したと

もいえる。 

 

軍部にマドゥロ政権からの離反を呼びかけた「自由オペ

レーション」が起きたのは２０１９年４月末（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.285」参照）。 

 

グアイド議長が軍部へ離反を呼びかけた際に横には大

衆意志党（VP）レオポルド・ロペス党首の姿があった。 

 

ロペス VP 党首は、２０１４年２月に起きた抗議行動を

呼びかけ、治安を乱したとして逮捕され、有罪判決が下

された。 

 

その後、軍部の収容施設に隔離されていたが、２０１７

年７月に自宅軟禁措置に変更され、それ以来２年近く、

自宅から出られない生活が続いていた。 

 

その後、「自由オペレーション」でマドゥロ政権を転覆

させることが出来ず、５月１日にマドゥロ政権による拘

束から逃れるためにスペイン大使公邸に退避している。 

それから既に６カ月が経過しているが、今でも公邸に暮

らしているという。 

 

スペイン外交官曰く、「今後もロペス党首が公邸を去る

予定は全くない」とのこと。 

 

当該国の政府が逮捕命令を出している人物を自国の大

使館で住まわせ続けるという事例はスペインでは前例

がなく、欧州でも前例がないとのこと。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c419f885e6da8fd90ec23feb17072a47.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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「ファルコン AP 党首 “大統領職の強奪“は誤り」                  

 

１８年５月の大統領選以降、メディアでの露出が減って

いた発展進歩党（AP）のファルコン党首が最近、メディ

アに出るようになっている。 

 

１１月１日 ファルコン党首は、グアイド議長率いる主

要野党が掲げている「大統領職の強奪」という主張は国

民生活を悪化させていると主張した。 

 

「私は、グアイド議長が示した「大統領職が奪われてい

る」という主張は誤った戦略だと確信している。 

 

この戦略は「マドゥロに辞任を要求し、それが出来なけ

ればクーデターで倒壊させる」というメッセージを発信

していることになり、対話の可能性を閉じる。 

 

彼が辞任すると思うか？彼が辞任するわけはない。 

つまり、クーデターで政権を変えるという戦略になって

しまう。 

 

しかし、クーデターは成功しなかった。今では、米国に

よる軍事介入があると信じている人は少数だ。実際のと

ころ米国政府によるベネズエラへの軍事介入はない。 

 

つまり、現在のグアイド政権の方針には将来がない。 

現在の方針で政権交代が出来ると主張するのは国民に

対して嘘をついていることになる。 

 

政権交代は、対話と選挙を通じて行わなければいけない。

選挙ではマドゥロ政権を変えられないというのは間違

った認識だ。国民の投票参加率が高ければ民意は届く。 

２０１５年の国会議員選はマドゥロ政権の下で行われ

たが、野党が勝利した。」 

と主張した。 

 

 

「米国 ベネズエラでのゲリラ勢力拡大を懸念」                  

 

１１月１日 米国国務省は、ベネズエラでゲリラ、特に

コロンビアのゲリラ組織「民族解放軍（ELN）」の勢力

が拡大していることに懸念を表明した。 

 

米国国務省は、マドゥロ政権が ELN、FARC、ヒズボラ

などに対して寛容な政策を執っていることが原因と指

摘した。 

 

また、スリア州、アマゾナス州、アプレ州など一部の地

域では ELN に対して地域の運営を任せているような状

況もあると述べた。 

 

また、ELN、FARC とベネズエラ政府高官は金銭的なつ

ながりがあり、麻薬取引や違法な GOLD 販売で資金を

作っているとした。 

 

経 済                        

「ベネズエラ ユーロの使用が拡大」           

 

ベネズエラでは、外貨と言えば基本的にドルが用いられ

る。現地通貨での取引が困難になる中、ベネズエラで外

貨建ての取引が増加しているのは度々紹介している通

り。 

 

世論調査会社「Datanalisis」によると、５０％の取引は

外貨建てになっているという。ベネズエラと隣接するコ

ロンビアやブラジルの国境では外貨の使用を認める店

は多い。 

 

最近ではドルに加えてユーロの使用が拡大していると

いう。ユーロの出どころは基本的にマドゥロ政権だ。 
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「ベネズエラ・トゥデイ No.364」でも、為替レートの

高騰を抑えるため、中央銀行が金融機関に対して現金ユ

ーロを供給したと報じられており、マドゥロ政権側から

ユーロが流れていることが確認されている。 

 

米国政府の制裁によりドル建ての取引が禁止され、ユー

ロ建ての取引を余儀なくされていることが理由だとい

う。 

 

BBC によると、伝統的にベネズエラの収入源だった石

油産業の外貨獲得能力が制裁により低下し、マドゥロ政

権は GOLD やその他資源の輸出により現金収入を得て

いるという。 

 

ロシア、トルコと GOLD の取引を行う場合、決済はユ

ーロ建てで行われていると指摘した。 

 

「スリア州発電所で火災                 

  ～近隣住民による資材盗難が事故の原因～」         

 

１０月３１日  スリア州ラグニージャ発電所「Las 

Morichas II サブステーション」で火災が発生した。 

 

 

（写真）スリア州警察 

 

 

 

同日タレク・ウィリアム・サアブ検事総長が会見を開き、

電力サービスの問題は、施設内の重要資材の盗難による

ものだと説明した。 

 

近隣住民が資材を盗難し、火災が発生し、停電が起きる

ことで市民の生活に支障をきたしていると訴えた。 

 

確かに経済混乱の中、銅線など資材を盗難し、販売する

ことで収入を得ようとする人はいる。他方、メンテナン

ス不足による停電が起きているのも事実だろう。 

 

「原油価格 １バレル５１．７ドル」                  

 

石油省によると、１０月２８日～１１月１日までのベネ

ズエラ産原油の平均価格は１バレル５１．７ドル。 

 

先週の１バレル５１．９４ドルから下落した。 

以下は１７年１月から現在までの原油価格の推移。 

 

１７年と比較するとだいぶ回復しているが、全体として

は１バレル５０ドル代で推移している。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年１０月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/feeb377ae623cfe6925097949c82ca8d.pdf
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２０１９年１１月２～３日（土曜・日曜）             

政 治                        

「エルサルバドル グアイド政権を認識         

      ～マドゥロ政権外交官を国外退去～」        

 

１９年７月 エルサルバドルの大統領が交代した。 

これまでエルサルバドルは、マドゥロ政権に対して友好

的だったが、政権交代で方針が変化したようだ。 

 

１１月２日 エルサルバドルのNayib Bukele大統領は、

グアイド政権をベネズエラの正当な政府と認識すると

発表。 

 

エルサルバドルにいるベネズエラ政府外交官に対して、

４８時間以内に国外に退去するよう命じた。 

 

Nayib Bukele 大統領は、 

「エルサルバドルは、常に民主主義と人権擁護と自由な

投票権を尊重する。また、ベネズエラ国民の意志を保証

する。 

 

国連の人権高等弁務官事務所の報告では、２０１８年中

に公権力への反抗を理由に５，２８７名が死亡し、２０

１９年１月～５月１９日までに１，５６９名が死亡した

としている。 

 

ベネズエラ国民は自国の大統領を決める権利がある。 

エルサルバドルは、民意により成立した現国会で議長を

務めるグアイド暫定政権をベネズエラの正式な政府と

認識し、エルサルバドルに滞在するマドゥロ政権外交官

を国外に退去するよう決定した。」 

と発表した。 

 

 

 

 

 

この決定を受けてマドゥロ政権側も反応。ベネズエラに

滞在するエルサルバドルの外交官に対して４８時間以

内に国外に退去するよう命じた。 

 

外務省は 

「ベネズエラは、同等待遇の原則に従い、カラカスに滞

在するエルサルバドルの外交官を追放する。残念なこと

に Bukele はベネズエラ国民を窒息死させようとする米

国政府の方針に従い、自国の外交政策を売り渡してしま

った。」 

との声明を発表した。 

 

「モレノ最高裁 病院に搬送？」           

 

非公式情報ではあるが、最高裁判長を務めるマイケル・

モレノ判事が今週から心筋梗塞で入院していると報じ

られている。 

 

別の関係筋からもモレノ判事が１１日３日（日曜）午前

６時３０分頃に入院したとの情報が流れており、事実の

可能性は高そうだ。 

 

モレノ最高裁判長は１９年５月に起きた「自由オペレー

ション」で野党側に寝返ろうとしていたとされる人物。 

それ以来、解任が噂されているが、６カ月が経過した現

在も最高裁判長のポジションを維持している。 
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「国連査察団 １１月４～６日でベネズエラ訪問」         

 

国連事務局長の秘書官を務める Farhan Haq 氏は、 

１１月４日～６日にかけて、国連の緊急人道援助対策室

のメンバーがベネズエラを訪問すると発表した。 

 

１９年９月に行われた国連総会でベネズエラへの訪問

が決定し、それを受けたものと思われる。 

 

マドゥロ政権はかねてより、国連に「石油食糧交換プロ

グラム」の実施を求めており、その検討が進む可能性も

ありそうだ。 

 

「石油食糧交換プログラム」は１９９６年１２月からイ

ラクで実際に行われたプログラム。 

 

当時も制裁により、イラク経済が苦境に立たされる中で、

国民への人道的な対応の必要に迫られ国連主導でイラ

クの原油を購入し、その代金を食料や医薬品輸入のため

に使用できるシステムを構築した（「ウィークリーレポ

ート No.87」参照）。 

 

「石油食糧交換プログラム」は、ベネズエラ国民の生活

苦を緩和させる効果がある反面、マドゥロ政権が安定化

することになり、米国・野党側としては手放しで歓迎で

きないところだろう。 

 

経 済                       

「PDVSA 契約を巡る汚職で企業家に有罪判決      

     ～マドゥロ大統領の親族も関与か～」            

 

米国紙「マイアミ・ヘラルド」は、ベネズエラ人企業家

のアレハンドロ・ベタンコート氏が PDVSA との取引で

資金洗浄に協力し、２．７億ドルを受け取ったと報じた。 

 

 

 

ベタンコート氏は「Derwick」という会社を設立し、同

社を通じて PDVSA 関係者の資金洗浄を行っており、そ

の金額は合計で１２億ドルとされている。 

 

現在、ベタンコート氏はマイアミで逮捕されており、汚

職について調査を受けている。また、今回の汚職にはマ

ドゥロ大統領の親族も関与していると報じた。 

 

「中央銀行統計 １９年第１四半期の輸入減少」         

 

１０月にベネズエラ中央銀行が更新した経済指標の中

に輸入統計も存在しており、１９年第１四半期までの実

績が最新になっている。 

 

中央銀行の統計によると、１９年第１四半期の輸入総額

は２９憶４，７００万ドル。前年同期比１４．１％減少

した。 

 

１９年１月～３月までの公的セクター（非石油部門）の

輸入は９億５，５００万ドル。前年同期よりも１６．５％

増。公的セクター（非石油部門）の輸入の多くは CLAP

を通じて販売される食料品などが主とされる。 

 

また、同期間の公的セクター（石油部門）の輸入は１４

億５，４００万ドル。前年同期比２３％減少した。 

 

石油セクターの輸入額は原油価格の増減により大きく

変わる。 

 

１８年第１四半期の原油価格は１９年同期の価格とほ

ぼ同じだったため、石油セクターの輸入自体が大きく減

ったと言えそうだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
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社 会                         

「国連 ２０年末に難民６５０万人に達する」           

 

国連はベネズエラの移民見通しを発表。 

 

国連でベネズエラ問題を担当するエドゥアルド・ステイ

ン氏は、政治的な変化がない場合、２０２０年末には、

ベネズエラ移民が６５０万人に達する可能性があると

説明。 

 

この状況が続けばラテンアメリカ、カリブ海の受け入れ

国は限界に達するとの懸念を示した。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


