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（写真）トランプ大統領ツイッター “９月２５日 第７３回国連総会の演説でマドゥロ政権を非難” 

 

 

２０１８年９月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「チリ、コロンビア、メキシコ 

ドローン襲撃事件との関与を全面的に否定」 

「マドゥロ大統領 逮捕者の追加証言を公開 

～コロンビア情報局に状況を報告していた～」 

「ドゥケ大統領 ボルヘス氏の引き渡しを拒否」 

「世論調査 祖国カード保有者は７２％」 

「亡命最高裁判事２名が辞任を表明」 

経 済                     

「Smurfit Kappa 政府占拠をうけ連結から除外」 

「４０回目 DICOM １ドル BsS.６１．９１」 

２０１８年９月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「米国トランプ大統領  

～国連演説で２分 マドゥロ政権を批判～」 

「外国政府大統領のベネズエラ非難 

～ペルー、アルゼンチン、エクアドル、伯～」 

「国連でベネズエラ問題協議が決定」 

「米国政府 大統領夫人、副大統領らに制裁」 

「VP 党員 １５０名が離党」 

経 済                    

「IMF から２，１９０万ドル引き出す」 

「PDVSA SHELL とガス事業で協定締結」 
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２０１８年９月２４日（月曜）             

政 治                       

「チリ、コロンビア、メキシコ              

  ドローン襲撃事件との関与を全面的に否定」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.193」９月２２～２３日付

の記事で、８月に起きたドローン襲撃事件の逮捕者が逃

亡の際に、チリ、コロンビア、メキシコ大使館の関与が

あったと示唆する告白をしていたと紹介した。 

 

この告発について各国政府が反応を示している。 

 

メキシコ外務省報道官は 

「メキシコ大使館の外交官がマドゥロ大統領の襲撃事

件に関与したという根拠のない告発を明確に拒絶する。 

 

メキシコ外交官は同国の問題に対してベネズエラ人自

身が決める平和的な解決を求めるための努力を続ける。」 

と発言した。 

 

 

チリ政府のアンプエロ外相は 

「チリ政府はベネズエラ政府による根拠のない告発を

完全に拒絶する。ベネズエラ政府の告発は自国の深刻な

人権問題に対する世界の関心を逸らすための工作だと

考えている。 

 

ベネズエラ政府の発言は、カラカスに住む我が国の外交

団に対する最大級の脅迫行為だと考えている。」 

と非難した。 

 

また、今回の件を受けてチリ政府は在ベネズエラ・チリ

大使を本国に召還した。 

現在、チリ大使館は、１７年８月にベネズエラ政府が犯

罪者として逮捕をしようとしていたフレディ・ゲバラ国

会第一副議長を保護している。 

コロンビア外務省は声明を発表。 

チリ、メキシコと同様にベネズエラ政府の告白を拒絶し

た。また、ベネズエラ国内にあるコロンビア大使館と１

５カ所のコロンビア領事館は自国民の保護のために働

いており、それ以外の目的は無いと説明した。 

 

「マドゥロ大統領 逮捕者の追加証言を公開        

  ～コロンビア情報局に状況を報告していた～」         

 

９月２３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はドローン

襲撃事件に関与した３名を逮捕したと発表していた。 

 

逃亡の際、チリ、メキシコ、コロンビア大使館の関与が

あったと告発したのは、逮捕された３名のうちの１名の

エンリーバース・リバス氏だった。 

なお、ドローン襲撃事件の逮捕者は２８名に達している。 

 

９月２４日 同告発映像に続けて、別の逮捕者であるア

ンヘラ・リスベス・エスポシト氏（女性）の告発映像が

公開された。 

 

映像によると、アンヘラ氏の役割はエンリーバース・リ

バス氏の国外逃亡を支援し、コロンビアに居住するレイ

ディ・サラサール元大将に引き渡すことだったという。 

 

レイディ・サラサール元大将の名前はクーデター犯とし

て、これまで何度も登場している。 

 

また、アンヘラ氏は、サラサール氏がコロンビア軍人と

コロンビア情報局の支援を受けていると説明。サラサー

ル氏はマイラ・ロドリゲス氏を通じてコロンビア軍人と

情報局に連絡を取っていたという。 

もちろん情報の真偽は不明だ。 

 

マドゥロ大統領は自国での調査には限界があるので、国

連に対して調査団の組織を要請すると発言した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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「ドゥケ大統領 ボルヘス氏の引き渡しを拒否」                  

 

９月２４日 コロンビアのドゥケ大統領は、国連で記者

会見を開き、同国でかくまわれているフリオ・ボルヘス

元国会議長をマドゥロ政権に引き渡す意思は無いと説

明した。 

 

「自分の国の自由を勝ち取るために努力をしている人

間を引き渡すことは、我が国は適切なことではないと考

えている。 

我々は引き続きベネズエラ国民を守り、政治犯の解放を

要請し、真実の自由を取り戻すための移行手段を探る。」 

と説明した。 

 

記者会見は短いもので、上記の説明をした後に記者から

の質問は受けずに壇上を後にした。 

 

ベネズエラ政府は８月４日のドローン襲撃事件にボル

ヘス元国会議長が関与していると訴えており、コロンビ

ア政府に引き渡しを要請していた。 

 

「世論調査 祖国カード保有者は７２％」         

 

世論調査会社「More Consulting」は、８月２３～２９

日にかけて１，３６１名のベネズエラ人を対象にアンケ

ート調査を実施した。 

同調査によると、「祖国カード」を持っていると回答し

た人は全体の７３％に達している。 

 

「祖国カード」を持っている理由は主に８つ。 

１８．４％は「現金給付を受けるため」 

１４．９％は「マドゥロ大統領の要請だから」 

１４．３％は「CLAP を購入するため」 

１３．５％は「政権運営の向上のため」 

１３％は「公共サービスの書類を受け取るため」 

１０％は「ガソリンを安価に購入するため」 

 

また、回答者全体の政治思想に関する調査では１５．

９％がマドゥロ支持。８．９％はマドゥロ支持と言うよ

りチャベス支持。１９．３％は野党派だが MUD を信頼

していない。８．１％は MUD を支持する野党。４７％

は与党も野党も支持していないグループだという。 

 

 

 

上記回答者の中で、「祖国カード」を持つ人の割合は政

治思想によって明らかに異なる。 

「与党支持者」はほぼ全員が祖国カードを保有している。 

「中立派」は８０％弱が祖国カードを保有している。 

「野党支持者」は５０％以下が祖国カードを保有してい

るとの結果が出た。 

 

15.9

8.9

47

19.3

8.1

0.8

マドゥリスタ

チャビスタ

無派閥

反MUD

新MUD

不明
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ガソリン価格の値上げについては過半数が必要性を認

識しているようだ。 

 

「全面的に賛成する」と回答したのは３６．４％。 

「ある程度同意する」と回答したのは２０％。 

「ある程度反対する」と回答したのは２５．６％。 

「全面的に反対する」と回答したのは９．５％。 

だった。 

 

マドゥロ大統領の新経済政策については政治思想によ

り見解が大きく分かれた。 

 

与党支持者で、新経済政策を受けて 

「幸せになった」と回答したのは６６％。 

「今後を懸念」と回答したのは１１％。 

「嫌悪を感じる」と回答したのは４．６％だった。 

 

他方、野党支持者で、新経済政策について 

「幸せになった」と回答したのは９％。 

「今後を懸念」と回答したのは２１％。 

「嫌悪を感じる」と回答したのは４４％だった。 

 

中立派には、これといった傾向はみられない 

「幸せになった」と回答したのは２４．５％。 

「今後を懸念」と回答したのは２４．９％。 

「嫌悪を感じる」と回答したのは２４．５％ 

と評価が均等に分かれた。 

 

マドゥロ大統領の政権運営について 

 

「最高」と回答したのは８．７％。 

「良い」と回答したのは１４．９％。 

「比較的良い」と回答したのは１８．３％。 

「比較的悪い」と回答したのは１０．３％。 

「悪い」と回答したのは１１．２％ 

「最悪」と回答したのは３６．６％だった。 

 

 

また、同じ質問を政治思想で分けると 

 

与党支持者で、 

「最高」と回答したのは３１．５％。 

「良い」と回答したのは３７．５％。 

「比較的良い」と回答したのは２３．９％。 

 

他方、野党支持者で、新経済政策について 

「比較的悪い」と回答したのは９．２％。 

「悪い」と回答したのは１７％。 

「最悪」と回答したのは６５．７％だった。 

 

中立派には、これといった傾向はみられない 

「最高」と回答したのは１．９％。 

「良い」と回答したのは１０％。 

「比較的良い」と回答したのは２３％。 

「比較的悪い」と回答したのは１４．９％。 

「悪い」と回答したのは１３％。 

「最悪」と回答したのは３６．９％だった。 

 

「亡命最高裁判事２名が辞任を表明」                  

 

亡命最高裁の判事を務めていたトマス・アルスル氏とア

レハンドロ・レボジャード氏が判事を辞任すると発表し

た。 

今回の辞任により亡命最高裁判事の職を辞めたのは８

名になる。 

 

亡命最高裁はブラジルの建設業者「Odebrecht」の汚職

に関連して野党のカプリレス元ミランダ州知事への調

査を要請した（「ベネズエラ・トゥデイ No.180」８月２

３日付の記事参照）。 

 

この対応について内部からも非難が出ていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.182」８月２８日付の記事参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/092c3de64921931e6872ba3e7af876d2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8904d2665f0e850f89eeaadc1616b056.pdf
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経 済                        

「Smurfit Kappa 政府占拠をうけ連結から除外」           

 

１８年８月 国営企業への商品販売を拒んだとしてア

イルランド本社の段ボール製造会社「Smurfit Kappa」

が政府によって一時的な占拠措置を受けた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.181」８月２４日付の記事参照）。 

 

この措置は現在も続いている。 

 

９月２４日 「Smurfit Kappa 社」は自社ウェブサイト

で、ベネズエラ政府による占拠で会社としてのコントロ

ールを継続できないため、グループの連結会計からベネ

ズエラ会社を外すと発表した。 

 

１８年第３四半期で連結から除外し、この措置により６，

０００万ユーロの損失を計上すると発表した。 

 

オリジナルの発表文は「Deconsolidation of Venezuelan 

Operations」参照。 

 

「４０回目 DICOM １ドル BsS.６１．９１」         

 

中央銀行は第４０回 DICOM の結果を公表した。 

為替レートは１ドル BsS.６１．９１。 

 

外貨供給額は合計で１１６万９，２３４．８９ドル。 

 

法人３６社に対して４５万７，９４３ドルが割り当てら

れ、１，２３６名に７１万１，２９１．８９ドルが割り

当てられた。 

 

割り当て金額が最も多かった法人はスーパーマーケッ

トの「Central Madeirense」で１５万ドルだった。 

続いて食品メーカーの「Industrias IBERIA CA」で５万

８，１００ドルだった。 

 

２０１８年９月２５日（火曜）              

政 治                        

「米国トランプ大統領                  

  ～国連演説で２分 マドゥロ政権を批判～」        

 

９月２５日からニューヨークで国連の一般討論演説が

始まった。 

 

各国代表が自国のスタンスを好きなように話すことが

出来る。９月２５日は米国のトランプ大統領も演説を行

った。 

 

通常、各国代表の持ち時間は１５分だが、トランプ大統

領は３５分ほど語った。 

 

北朝鮮やシリア、中東など外国について様々な見解を示

し、その中でベネズエラについても言及した。 

 

もちろん当日の演説内容はその場の思い付きで語られ

るわけではない。 

 

話すテーマ、順番、どの程度時間を使うのか、何につい

て語るのかは各国政府が熟慮の上で決めるものになる。 

特にトランプ大統領の演説は世界中が注目する内容で

あり、壇上での発言は世界中が知るところとなり、その

影響は大きい。 

 

ベネズエラについては３５分の演説のうち終盤に２分

ほど時間が割かれた。 

なお、北朝鮮については冒頭で２分ほど語られた。 

同じ２分という意味ではトランプ政権にとってベネズ

エラ問題の重要性と言うのは、それなりに大きな比重を

もって扱われていると言えるだろう。 

 

どのような主張がされたのかは以下の通り。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
https://www.smurfitkappa.com/newsroom/deconsolidation-of-venezuelan-operations
https://www.smurfitkappa.com/newsroom/deconsolidation-of-venezuelan-operations
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我々はベネズエラで人類の悲劇に直面している。 

 

キューバを資金的に支援し、国民を抑圧するマドゥロ政

権によって、２００万人以上の国民が逃亡している。 

 

ベネズエラは少し前までは地球上で最も豊かな国の一

つだった。 

 

今は社会主義国になり、石油で豊かだった国を台無しに

し、国民を極貧状態に変えた。社会主義や共産主義は常

に汚職を生み出し、国民を苦しめてきた。 

 

全ての国が社会主義と悲劇に対峙しなければいけない。 

ベネズエラに民主主義を取り戻すために各国は我々に

協力をしてほしい。 

 

本日、米国はマドゥロ圧制政権に対して制裁を科した。

マドゥロに近いグループと資金洗浄者に対して制裁を

科した（本号「米国政府 大統領夫人、副大統領らに制

裁」参照）。国連はより良い生活を願う人々を支援して

ほしい。 

 

しかし、十分な各国の協力は得られていない。 

 

従って、米国はポンペオ国務長官を中心に何が機能し、

何が機能していないかを検討している。 

我々のドルと保護を受けている国は我々を理解しなけ

ればいけない。我々は米国を尊重する国だけを支援する。 

率直な言い方をすれば、我々の友達だけを支援する。 

 

 

なお、トランプ大統領は演説以外でもマドゥロ政権につ

いて、軍事クーデターを起こす意思があればマドゥロ政

権をすぐに崩壊させることが出来るだろう。 

とコメントした。 

 

「外国政府大統領のベネズエラ非難           

 ～ペルー、アルゼンチン、エクアドル、伯～」           

 

トランプ政権以外にも南米各国がマドゥロ政権を非難

している。 

 

個人的な印象では、演説中にマドゥロ政権について言及

した国で非難の度合いが強い順番で並べると米国、ペル

ー、アルゼンチン、エクアドル、ブラジルだろう。 

 

ペルーのビスカラ大統領は 

「米州機構の人権憲章は人権の尊重を求めている。この

概念から憲法秩序の亀裂が生じたベネズエラを強く非

難する。 

 

引き続き、米州機構、リマグループ、他の組織を通じて

国連人権理事会の専門家が報告した重大な人権侵害の

非難を続ける。 

米州機構による専門家委員会では、法の枠組みを超えた

逮捕が行われたと報告されている。 

 

ペルー政府は国連の国際司法裁判所にベネズエラで行

われている犯罪行為を訴える。・・・」と訴えた。 

 

アルゼンチンのマクリ大統領は 

 

「我々は平和と人権を尊重しなければいけない。 

その観点からベネズエラで行われている人権侵害を訴

えたい。アルゼンチンはマドゥロ独裁政権を国際司法裁

判所に訴える。 

 

ベネズエラ政府に対して、人道支援を受け入れるように

訴えたい。ベネズエラには深刻な医療、食料問題がある。

アルゼンチンは１３万人のベネズエラ人を受け入れて

いる。」と訴えた。 
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エクアドルのモレノ大統領はベネズエラ政府を強く非

難したとのメディア報道が多いが、モレノ大統領の演説

全体を聞くと少し違って見える。 

 

モレノ大統領のベネズエラ政府に対する非難は強かっ

たが、彼の非難は米国のキューバに対する制裁を非難す

る流れからのマドゥロ政権批判だった。 

 

米国が経済制裁でキューバ国民の人権を侵害し、問題を

更に深刻にしていると主張。 

 

経済的な苦境に立たされた政府は抑圧を始めると説明

したうえで、実際にマドゥロ政権も国民の抑圧を強化し

ているとの内容になっている。 

 

「エクアドルは、６０００人のベネズエラ人を受け入れ

ており、感染症も増えている。コントロールが出来てお

らず、資金も流出している。米州大陸で歴史的な移民問

題が起きている。 

 

ベネズエラ政府と国民は対話で問題を解決しなければ

いけない。大陸全体でベネズエラの問題を解決しなけれ

ばいけない。誰も好き好んで自分の国を出たいとは思っ

ていない。 

国民が流出すれば政府は余裕ができ、汚職が増え、存続

させることになってしまう。我々は自分の国に戻るため

の努力をしなければいけない。」 

 

ブラジルのテメル大統領は前述の３名と比較すれば、非

難の度合いは低い。 

 

というよりも、ベネズエラからの移民増加が世界的な問

題になっており、ブラジルでもベネズエラ人の避難所を

設置したと説明するにとどまり、直接的にマドゥロ政権

を非難することはなかった。 

 

 

 

「国連でベネズエラ問題協議が決定」         

 

国連でベネズエラに関する決議が行われた。 

 

内容がはっきり報じられていないので、正確な部分は不

明だが「保護責任の原則」というタイトルでベネズエラ

問題を議論することが決まったようだ。 

 

このテーマについて議論することに賛成した国は９３

カ国。反対は１６カ国。１７カ国が棄権した。 

 

反対を示した１６カ国はキューバ、ベラルーシ、ブルン

ジ、中国、北朝鮮、ガボン、エジプト、イラン、ミャン

マー、キルギスタン、ニカラグア、パキスタン、ロシア、

スーダン、シリア、ベネズエラ。 

 

棄権した国はベトナム、スリランカ、フィリピン、イン

ド、イラク、ヨルダン、エチオピア、アルジェリア、ブ

ータン、ブルネイ、ブルキナファソ、ラオス、ナミビア、

ネパール、ナイジェリア、カザフスタン、セルビア。 

 

アフリカの国は投票自体に参加していない国が多い。 

また、カリブ海も投票に参加しなかった国が多い。 

 

当然ながら日本はこの決議に賛成を投じている。 

 

（写真）国連の賛成・反対を表明するボード 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年９月２４日～９月２５日報道            No.１９４   ２０１８年９月２６日（水曜） 

8 / 9 

 

「米国政府 大統領夫人、副大統領らに制裁」         

 

９月２５日 米国はベネズエラの政府関係者と資金洗

浄に協力しているとされるベネズエラ人企業家に制裁

を科した。 

 

具体的にはマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス。 

パドリーノ・ロペス国防相。 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相。 

デルシー・ロドリゲス副大統領。 

ホセ・パレデス「Averuca 社」のパイロット。 

エドガー・アルベルト・ディアス「Averuca 社」「Quintana 

Trading Limited」「Panazeate SL」のオーナー。 

 

また、「Quintana Trading Limited」「Averuca」「Panazeate 

SL」の３社にも制裁を科した。 

 

パレデス氏とディアス氏はディオスダード・カベジョ制

憲議長の資産隠し協力者と報じられている。 

 

制裁対象者は米国域内の口座凍結、入国ビザの取り消し。 

 

この制裁自体は米国でしか有効ではないが、実際のとこ

ろ欧州の金融機関も制裁対象者との取引を避けるため、

他の国の口座も中長期的に閉鎖をすることになる。 

 

「VP 党員 １５０名が離党」               

 

９月２５日 大衆意志党（VP）ララ州支部のヘスス・ス

アレス氏は１５０名超の VP 党員が離党したと発表し

た。 

 

理由は VP の新たな方針に同意できないためと説明し

ている。 

 

 

 

スアレス氏は 

「我々は今の政党のやり方に賛同できない。我々は全て

の国民のために戦ってきた。国のために自身の命を危険

にさらして政府の姿勢に同意しないと訴えてきた。 

 

我々は VP を離党するがこれは、我々が戦いを諦めるこ

とを意味しない。むしろ、全ての現状に不満を感じてい

る国民に意味を与えられるような提案を計画するため

に働く。」 

と説明した。 

 

今回の一件にはフロリダ議員の離党が大きく影響して

いることだろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.193」９月

２１日付の記事参照）。 

 

ただ、残った VP 党員にとってみればむしろやりやすく

なるのではないか。 

 

人数が多いのは良い時もあるが、意見が割れやすく動き

にくい場合もある。 

 

特に現在の VP の方針に従わない人が離党するのであ

れば、残った VP 党員は動きやすくなるはずだ。 

 

 

（写真）離党を表明する VP 党員 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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経 済                        

「IMF から２，１９０万ドル引き出す」            

 

IMF が１８年８月のベネズエラの外貨引出権（SDR）の

状況について更新した。 

 

ＳＤＲとは IMF 加盟国政府が緊急時に引き出すことが

出来る資金。各国で SDR の引出枠が設定されている。 

 

IMF の公表によると先月と比べて SDR が２，１９０万

ドル減ったという。 

 

ベネズエラは１５年１月には２３億ドル相当の引出枠

があったが、１８年 8 月時点では５，２３０万ドルまで

減っている。 

 

「PDVSA SHELL とガス事業で協定締結」         

 

９月２４日 PDVSA のガス担当役員である Nemrod 

Contreras 氏はモナガス州北部のガス田開発の共同プロ

ジェクトを協議するため「Shell de Venezuela」の代表と

会合を行った。 

 

モナガス州のガス圧縮施設「 Planta Compresora 

Musipán」で会合を持った。 

 

８月２７日 「Shell de Venezuela」と「PDVSA」はモ

ナガス州北部のガス圧縮施設の技術サービス、部品供給

契約を締結していた。 

 

同契約はガス生産効率を向上させるための１１種類の

プロジェクトへの協力も含まれているという。 

 

 

 

 

 

 

（写真）PDVSA の Nemrod Contreras ガス担当役員 

 

以上 

 

 


