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（写真）DHL Americas ツイッター “米国―ベネズエラ間の配送サービス停止を発表” 

 

 

２０１９年５月２４日（金曜） 

 

政 治                     

「最高裁 経済緊急事態令を無期限で承認？」 

「軍内部で引き続きマドゥロ政権崩壊の動き」 

「野党系人道支援団体 ５００世帯に物資配給」 

「OAS 人道問題について議論」 

経 済                     

「インド ベネズエラからの原油購入減少」 

「マドゥロ政権 武器輸入予算を承認 

軍服購入予算が過剰に見積もられている？」 

社 会                     

「ポルトゥゲサ州刑務所で暴動 ３０名死亡」 

2019 年 5 月 25～26 日（土・日） 

 

政 治                    

「与野党交渉模索の続きを来週実施 

～次回会合では与野党が面談する可能性も～」 

「急進野党 ノルウェー交渉を拒絶する声明発表」 

「欧州議会選 スペイン与党が議席増やす 

～ロペス VP 党首の父親も野党から当選～」 

経 済                    

「DHL 米国―ベネズエラ間の配送を停止」 

「マドゥロ大統領 Huawei の投資求める」 

社 会                     

「地上鉄道・地下鉄の料金改定 BsS.４０に」 
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２０１９年５月２４日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 経済緊急事態令を無期限で承認？」       

 

５月２４日 最高裁判所は、経済緊急事態令の延長を決

定した。 

 

マドゥロ政権が経済緊急事態令を最初に公布したのは

２０１６年１月１４日。 

 

同政令が公布された当初、マドゥロ大統領は「経済緊急

事態令は少なくとも２年間は続く」と宣言していたが、

もはや３年以上が経過している。 

 

経済緊急事態令は憲法（３３７条、３３９条）に記述が

ある。 

 

憲法では、経済緊急事態令は非常事態に対応するために

憲法で書かれた内容を大統領の権限で例外的に制限す

ることが出来るという政令。 

 

経済緊急事態令の期間は６０日間と定められている。 

 

これまでマドゥロ政権は、憲法に従い（？）経済緊急事

態令を６０日間ずつ更新してきた。 

 

しかし、今回の経済緊急事態令はこれまでと少し違うか

もしれない。 

 

最高裁は、１９年５月１０日付特別官報６，４５６号政

令３，８４４号で、経済緊急事態令を承認したと発表し

たが、肝心の官報は公開されていない。 

 

一部の報道は、今回の官報には、これまで書かれていた

「６０日間」の経済緊急事態令の有効期間が書かれてい

ないと報じている。 

このまま、なし崩し的に更新することなく経済緊急事態

令が続くこともあり得るだろう。 

 

「軍内部で引き続きマドゥロ政権崩壊の動き」         

 

ベネズエラ政治経済の専門家カルロス・サパタ氏は、現

地メディア「Al Navio」で、４月３０日の「自由オペレ

ーション」以降も引き続き軍内部でマドゥロ大統領を引

き釣り降ろそうという動きが続いているとの記事を投

稿した。 

 

「マドゥロ政権の大統領府関係者からの情報によると、

マドゥロ政権は軍内部の離反因子は、引き続き政権崩壊

に向けた動きを水面下で続けていると認識しており、情

報収集能力を高めるため新たな諜報機関を発足しよう

としている。」 

とした。 

 

また、大統領府護衛官長で軍部の警察的な役割を果たす

DGCIM トップのイバン・エルナンデス氏は、４月３０

日にマドゥロ政権から離反し、自由オペレーションを支

援したクリストファー元 SEBIN 長官と仲が良かったた

め離反因子として疑われているという。 

 

なお、ポンペオ国務長官は、マドゥロ政権崩壊のために

協力していた与党幹部として、イバン・エルナンデス大

統領府護衛官長の名前を挙げている。 

 

また、先週クリストファー元 SEBIN 長官が公表したパ

ドリーノ・ロペス国防相への書簡で、軍内部からロペス

国防相に方針変更のプレッシャーをかけることになる

と指摘している（同書簡については「ベネズエラ・トゥ

デイ No.295」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
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「野党系人道支援団体 ５００世帯に物資配給」                  

 

大衆意志党（VP）のレオポルト・ロペス党首、妻のリリ

アン・ティントリ氏の発声で組織された人道支援組織

「Rescate Venezuela（ベネズエラ・レスキュー）」は、

カラカスとその他２０州の５００世帯超に対して衛生

用品を提供した。 

 

ティントリ氏は今回のプロジェクトで９，０００人が衛

生用品を受け取ることが出来たとしている。 

 

提供した商品セットの中身は、石鹸、歯磨き粉、洗濯用

洗剤、トイレットペーパー、衛生タオルなど。 

 

写真を見る限り栄養ドリンクや医薬品なども提供して

いるようだ。 

 

 

（写真）レスター・トレド議員（VP 所属） 

“ツイッターで大衆意志党による人道支援を報告” 

 

 

 

 

 

「OAS 人道問題について議論」                  

 

米州機構（OAS）は５月２９日にベネズエラの医療問題、

移民増加について議論する。また、米国軍が行っている

医療船キャラバンについても議論される予定。 

 

筆者の感覚だが、５月に入ってからマドゥロ政権を非難

する近隣国のトーンが弱まっているように感じる。 

 

前述のテーマは「人道支援」の議論が趣旨であり、マド

ゥロ政権を非難することが主目的になっていない。 

 

また、１月～４月にかけて OAS のツイッターでは連日

のようにベネズエラ問題を取り上げ、マドゥロ政権を非

難する投稿が続いていたが、５月中旬ごろからマドゥロ

政権を非難する投稿が減っている。 

 

マドゥロ政権を非難する米州機構（OAS）に加盟する国

で構成されるリマ・グループの動きも鈍くなっている。 

 

ノルウェーが進める与野党交渉の障害にならないよう、

対立を煽る発言を控えているのかもしれない。あるいは、

マドゥロ政権の長期化を予見し、外交方針を見直してい

るのかもしれない。 

 

他方、OAS のアルマグロ事務局長は、引き続き自身の

ツイッターで連日のようにマドゥロ政権を非難してお

り、急進野党政治家のマドゥロ政権を非難するツイート

をリツイートするなど特にスタンスの変化は見られな

い。 
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経 済                        

「インド ベネズエラからの原油購入減少」           

 

在米インド代表大使の Harch Shringla 大使は、「インド

はベネズエラからの原油輸入を終了させている段階」と

コメント。ベネズエラからの原油輸入は減少傾向にある

とした。 

 

現在、インドはベネズエラから日量２５万バレル（ベネ

ズエラの原油輸出量の約３５％）を輸入している。 

 

Shringla 大使による発表は、５月２３日に行われたイン

ドの大統領選でモディ首相の再任が決まった直後だっ

た。 

 

現地メディア「Univision」は、モディ首相の再任でイン

ドの対ベネズエラ方針は変更せず、インド向けの原油輸

入は減り続けるだろうと報じた。 

 

「マドゥロ政権 軍事予算を承認           

  軍服購入予算が過剰に見積もられている？」         

 

５月２３日 マドゥロ大統領はベネズエラ国内で武器

を組み立てる工場を作るための予算として６８３．３万

ユーロを承認した。 

 

同予算は軍事産業公社「Cavim」に割り当てられ、同社

が軍人や警察向けの銃を製造するとしている。 

 

他方、野党は国民が飢餓で苦しんでいる時に拳銃を作る

ための予算を承認するとは信じがたいとしてマドゥロ

政権の方針を非難。 

 

同予算は汚職に流れるため、ベネズエラ国内には何も生

み出さないとしている。 

 

 

また、マドゥロ大統領は軍服の購入予算を承認した。 

 

この予算について、マドゥロ政権から離反したガルシ

ア・プラサ元陸運相（軍部出身）は、予算が過剰に見積

もられていると指摘。 

 

「軍服はアマゾンなど一般サイトでも４５．９９ユーロ

で購入できるが、マドゥロ政権は７．５万人分の軍服購

入に５，０００万ユーロを承認した。 

 

軍服一着当たりに生じる２１ユーロの差額は、パドリー

ノ・ロペス国防相への手数料と軍関係者のお小遣いにな

る。」 

と指摘した。 

 

社 会                        

「ポルトゥゲサ州刑務所で暴動 ３０名死亡」           

 

５月２４日 ポルトゥゲサ州のアカリグア刑務所で暴

動が起きた。 

 

ベネズエラ刑務所観測団体（OVP）は、今回の暴動で３

０名が死亡、２６名が負傷したと発表している。なお、

負傷者のうち７名は犯罪者、１９名は看守のようだ。 

 

暴動が起きたきっかけは、同刑務所の所長が、囚人の家

族を施設内で一泊させることを拒否したことと報じら

れている。 

 

今回の一件を受けて米州機構（OAS）の人権委員会は、

ベネズエラの刑務所内で起きている暴力問題に懸念を

表明し、当該組織に対して逮捕者の生命を保護するため

に適切な対応を取るよう求めた。 
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（写真）El Cooperante 

“拘束された刑務所の囚人たち” 

 

２０１９年５月２５～２６日（土・日）             

政 治                       

「与野党交渉模索の続きを来週実施            

 ～次回会合では与野党が面談する可能性も～」        

 

５月２５日 ノルウェー政府は来週（つまり今週になる）

ノルウェーで再び与野党関係者が交渉の模索を行うと

発表した。 

 

グアイド議長も与野党交渉の模索を継続することを追

認している。 

しかし、これまで「対話はマドゥロ政権を延命させる」

と主張してきた方針に矛盾が生じており、支持者には対

話に否定的な意見が多い。 

 

この点について 

「我々は二度と虚偽の対話に騙されることはない。我々

の自由と混沌からの脱却を遅らせるような対話には乗

らない。あらゆる可能性を探りながら戦略を持ってマド

ゥロ政権からの脱却を目指そう」 

と主張した。 

 

 

 

 

マドゥロ大統領も自身のツイッターで 

「我々の代表団が良好な合意を形成するためにノルウ

ェーの交渉に向かった。」 

と投稿。 

 

既に与党の代表者がノルウェーに向かっていることを

発表した。 

 

報道によると、与党側の代表はホルヘ・ロドリゲス情報

通信相とミランダ州知事のエクトール・ロドリゲス知事、

ホルヘ・アレアサ外相、ラリー・デベオ氏（マドゥロ政

権を支持する人権団体の代表者）。 

 

野党側は前回と同じスターリン・ゴンサレス国会第２副

議長とヘラルド・ブライ元バルータ市長、ビセンテ・デ

ィアス元選挙管理委員会（CNE）役員、フェルナンデス・

モトーラ氏（カルロス・アンドレス・ペレス政権下の運

輸相）。 

 

野党のメンバー自体は、対話と選挙を志向する穏健派で

構成されている印象だ。 

 

「急進野党 ノルウェー交渉を拒絶する声明発表」           

 

５月２６日 ベネズエラ主導党（VV）のマリア・コリ

ナ・マチャド党首をリーダーとする急進野党グループ

「Soy Venezuela」はノルウェーで行われる与野党対話

の模索を拒絶する声明を発表した。 

 

完全に翻訳しているわけではないが、日本語にすれば概

ね以下のようなことが書かれている。 
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「Soy Venezuela は国民、国際社会に対して１９年５月

２５日にノルウェー政府が発表した「ベネズエラの主要

な政治アクターが問題を緩和するため、来週オスロに戻

ることを決めた」との声明に以下の見解を示す。 

 

１．我々は、大統領職を盗んだマドゥロ独裁政権が、ベ

ネズエラ国民の尊厳と民主主義の思想を侮辱する

ために推進する悲惨な対話を繰り返すことを明確

に拒絶する。 

 

２．ノルウェー政府の呼びかけに答えることは、ファン・

グアイド氏率いる国会やベネズエラの悲劇を懸念

し、自由を取り戻そうとするリマ・グループ、コロ

ンビア、ブラジル、米国など国際社会の努力を無駄

にする行為であり、民主的な政権移行を進める国会

の戦略に影響を与える行為である。 

 

３．我々がするべき唯一の議論は、米国や米州機構が表

明している通り、憲法を無視し、暴力と残忍さを示

す大統領職の強奪したマドゥロ政権を退陣させる

条件だけだと確認している。 

 

４．前回の交渉で示された通り、ベネズエラの公権力を

強奪する犯罪者集団は言葉も尊厳も持たない。 

 

５．憲法規定に裏付けされた暫定大統領と外国に亡命し

ている最高裁判所、国会に強固な連帯の意志を表明

する。国民の総意と外国の同盟国と共にマドゥロ政

権から脱却し、自由で公平な選挙を実施し、民主的

な政権移行を目指すことを支持する。」 

 

 

ベネズエラではこの主張を支持する人が多いのが現実

である。 

 

 

他方、相手をここまで拒絶し、対話での解決を拒否する

ことがベネズエラを良くするのか個人的には疑問を感

じるところだ。 

 

 

（写真）Soy Venezuela ツイッターより抜粋 
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「欧州議会選 スペイン与党が議席増やす       

 ～ロペス VP 党首の父親も野党から当選～」         

 

５月２６日 スペインで欧州連合の欧州議会選が実施

された。結果、現与党の社会労働党（PSOE）が第一党

となった。 

 

議席数は 

社会民主主義の社会労働党（PSOE）が２０議席。 

保守派の国民党（PP）が１２議席 

中道右派のシウダダノスが７議席 

左派のポデモスが６議席 

の順番になっている。 

 

 

筆頭野党のPPは米国政府と対ベネズエラ方針が一致し

ているが、現在のサンチェス政権（PSOE）は対話と選

挙による解決を志向している。 

 

 

ベネズエラに関して言えば、大衆意志党（VP）のレオポ

ルト・ロペス党首の父親であるレオポルド・ヒル・ロペ

ス氏が国民党（PP）から欧州議会選に出馬しており（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.284」参照）、ヒル氏は当選し、

欧州議会議員となった。 

 

今後はヒル議員の発言が報じられる機会が増えること

だろう。 

 

経 済                       

「DHL 米国―ベネズエラ間の配送を停止」            

 

国際配送業者「DHL」は米国－ベネズエラ間の商品配送

（空輸・海上輸送含む）の受け入れを停止すると発表し

た。DHL は配送を停止する理由について、米国政府の

命令によるものとしている。 

 

なお、配送を停止するのは米国―ベネズエラ間のみで、

その他の地域は継続するとしている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/666e9c47a95ee9fffddbc36641c2431f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/666e9c47a95ee9fffddbc36641c2431f.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年５月２４日～５月２６日報道            No.２９６   ２０１９年５月２７日（月曜） 

8 / 8 

 

「マドゥロ大統領 Huawei の投資求める」         

 

５月２５日 マドゥロ大統領は、ベネズエラで開催され

た軍事科学技術展に出席。 

 

同展示会での演説で、中国の電機機器メーカー「Huawei」

「ZTE」らに投資を求めた。 

 

「私は我々の友人である中国と中国のテクノロジー会

社「Huawei」「ZTE」、その他全ての中国・ロシア企業と

共同で投資を進めるよう命じた。ベネズエラ国内で G4

が使用できるようにする。」 

と発言。 

 

特に具体的な事業については発言しておらず、米国の制

裁を受けている「Huawei」との関係構築を狙っているだ

けなのかもしれない。 

 

社 会                       

「地上鉄道・地下鉄の料金改定 BsS.４０に」            

 

１９年５月２３日付の特別官報６，４５７号で、カラカ

ス―クア間の地上鉄道、カラカス・メトロなど地下鉄の

料金改定が発表された。 

 

新しい料金は片道 BsS.４０．００。 

 

前回の改定は１８年１２月１０日。当時、片道 BsS.１だ

ったため、４０倍になったことになる。 

 

以上 

 


