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（写真）@hablemosclaroff、@JuniorParra19 “ヤラクイ州の抗議行動激化、全国に拡大する傾向” 

 

 

２０２０年９月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「亡命最高裁 ２１年も野党国会は存続 

～亡命最高裁の人事に不明点～」 

「ローマ法王 制裁緩和を要請」 

「在ベネズエラ・スペイン大使が交代」 

「マドゥロ政権 グティエレス事務局長と会談」 

経 済                     

「エールフランス ベネズエラ便の運航を停止」 

社 会                     

「ミス・ベネズエラ スリア州代表が優勝」 

「ベネズエラ市民の現状認識 インタビュー記事」 

2020 年 9 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「ヤラクイ州での抗議行動 全国に飛び火か 

～グアイド議長 抗議行動を呼びかけ～」 

「米国でベネズエラ人パイロット捕まる 

～アイサミ石油相のテスタフェロか～」 

「検事総長 治安部隊の改革を要請」 

「PDVSA イグレシアス西副大統領の調査妨害」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 経済妨害対策法を提案」 

社 会                     

「カラカスおよび複数の州で停電続く」 
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２０２０年９月２５日（金曜）             

政 治                       

「亡命最高裁 ２１年も野党国会は存続        

       ～亡命最高裁の人事に不明点～」       

 

１７年７月に野党国会に最高裁判所の判事に任命され

たミゲル・アンヘル・マルティン判事ら亡命最高裁の判

事グループは、憲法秩序の崩壊を理由に２１年以降も現

在の国会が存続することになるとの見解を発表した。 

また、マドゥロ政権による行政権力の簒奪が終わるまで、

この決定は有効とすると書かれている。 

 

グアイド政権は２１年以降も現国会が存続し、グアイド

議長が暫定大統領を継続する方針を示しており、この方

針と一致している。 

 

（写真）ミゲル・アンヘル・マルティン判事ツイッター 

報道では触れられていないが、この声明文には違和感が

ある。 

 

ミゲル・アンヘル・マルティン判事は１７年７月に最高

裁判長に任命されたが、１９年１２月に二重国籍を持っ

ていたことを理由に解任されている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.379」参照）。 

 

しかし、今回の亡命最高裁の発表文にはミゲル・アンヘ

ル・マルティン氏の名前が最高裁判長として書かれてお

り、同氏のサインが付与されている。 

 

１９年１２月の解任以降、人事がどのようになったのか

報じられておらず、今回の発表の正当性に疑問がある。 

 

「ローマ法王 制裁緩和を要請」             

 

９月２５日 バチカン市国のフランシスコ法王は、国連

総会の一般討論演説で制裁について言及。 

 

制裁は全ての国民に影響を与えるとの見解を示し、制裁

を緩和するよう要請した。ただし、制裁を科している国

についても、制裁を科されている国についても具体的な

名前は言及していない。 

 

また、多国間の協調の雰囲気が損なわれている現状につ

いて憂慮し、不信感が蔓延する状況になっているとの見

解を示した。 

 

なお、穏健野党のリーダー格である「発展進歩党（AP）」

のヘンリー・ファルコン党首はローマ法王に対して、マ

ドゥロ政権との仲介役を担ってほしいと要請している。 

 

２０１６年～１７年にかけてバチカン市国はベネズエ

ラ与野党の対話の仲裁役を担ったが、当時の仲裁は失敗

に終わっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
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「在ベネズエラ・スペイン大使が交代」                  

 

９月２５日 スペイン政府は、在ベネズエラ・スペイン

代表大使を務めているヘスス・シルバ・フェルナンデス

大使を交代すると発表した。 

 

シルバ大使は、マリアノ・ラホイ前政権からスペイン代

表大使を務めていた。 

 

スペイン外交官によると、同じ国で２年間駐在すれば交

代するのは普通とのこと。シルバ大使は３年間、スペイ

ン代表大使を務めていたため、通常の人事交代の範囲だ

という。 

 

現時点で次のスペイン大使が誰になるかは発表されて

いない。 

 

なお、スペイン大使公邸には「大衆意志党（VP）」のレ

オポルド・ロペス党首がかくまわれている。 

 

スペイン政府はシルバ大使の交代でロペス党首の安全

が脅かされることは無いと説明している。 

 

（写真）Maduradas 

“ヘスス・シルバ在ベネズエラ・スペイン代表大使” 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 グティエレス事務局長と会談」         

 

９月２５日 マドゥロ大統領は、国連のアントニオ・グ

ティエレス事務局長とビデオ会談を実施。 

 

国連調査委員会が公表した人権侵害報告書の内容は誤

っており、中立な報告書になっていないと主張。マドゥ

ロ政権が独自に作成した人権調査報告書を提出した。 

 

また、マドゥロ大統領は１２月６日に予定されている国

会議員選に国連からミッション団を派遣するよう要請

した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

経 済                        

「エールフランス ベネズエラ便の運航を停止」           

 

９月２４日 ベネズエラの「全国民間航空局（INAC）」

は、エールフランスがベネズエラの運航便を停止すると

発表した。 
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INAC のファン・テイセイラ局長は自身のツイッターで 

「エールフランスから、Covid-１９が蔓延する現在の国

際情勢を鑑みパリ－カラカス間の定期運航便を停止す

るとの通知を受けた。」と投稿した。 

 

実際のところ Covid-１９の緊急事態令の影響でベネズ

エラの国際便は原則運航できない状況となっている。 

 

社 会                        

「ミス・ベネズエラ スリア州代表が優勝」           

 

ベネズエラでは毎年、ミス・ベネズエラコンクールが開

催される。ミス・ベネズエラは２３州１首都区から１名

の代表がノミネートされ、２４名の中から選ばれる。 

 

通常ミス・ベネズエラの最終選考会は生放送で行われる

が、今年は Covid-１９の感染拡大防止のため候補者が

同じ場所に会することはなく、個別で行われた。また、

生放送ではなく収録した映像を放送する形式となった。 

 

９月２４日 スリア州代表のマリアンヘル・ビジャスミ

ル氏がミス・ベネズエラに選ばれた。 

 

（写真）マリアンヘル・ビジャスミル氏インスタグラム 

 

「ベネズエラ市民の現状認識 インタビュー記事」           

 

EFE 通信は、ベネズエラの一般市民の生活状況について

インタビュー記事を作成した。内容の一部分を紹介した

い。 

 

ブランカ・メンドーサ氏は８０歳の女性。 

裁判所で３０年間勤め、現在は年金生活をしている。 

しかし、現在の年金は BsS.１００万。 

 

現在の為替レートが１ドル BsS.４４万程度なので、月

額２ドル超にすぎず、持病の薬を購入するだけでも足り

ず、生活には全く足りないという。 

 

現在は米国に住んでいる娘が時々少額のドル送金をし

てくれており、その送金で生活をしているという。 

 

また、現状には全く満足していないもののマドゥロ政権

が定期的に給付する給付金や食料配給には感謝をして

いると述べた。 

 

ただし、家族やマドゥロ政権からの支援では生活を維持

するのは困難だという。 

 

自分は数年前まで中間層だったが、現在の経済情勢では

全員が貧しくなってしまい中間層などいないと言及し

た。 

 

また、エンリケ・ルビオ氏は８０年代当時を振り返り、

あの頃の給料はドルに換算して約５００ドル受け取っ

ており、普通に生活が出来たし、旅行や少しの貯蓄も可

能だったと述べた。 

 

現在は多少の贅沢もできないし、水道・ガス・電気など

最低限の公共サービスも十分に受けることが出来ない

と訴えた。 
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また、これらの公共サービスの問題について不満を示す

ための抗議行動さえも犯罪として扱われ、抗議行動もま

ともにできない現状について嘆いた。 

 

他、チャベス政権時代の接収やマドゥロ政権から始まっ

た CLAP（安価な食料販売プログラム）などを非難。 

「政府は関与するものを全て腐敗させる。ベネズエラ経

済は共産主義により破壊された」と訴えた。 

 

２０２０年９月２６日～２７日（土曜・日曜）              

政 治                        

「ヤラクイ州での抗議行動 全国に飛び火か        

   ～グアイド議長 抗議行動を呼びかけ～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.502」でヤラクイ州の

抗議行動が過熱しているとの記事を紹介した。 

 

その後もヤラクイ州での抗議行動は続いており、ブルス

アル市の市役所が放火され、同市の市長（与党系市長）

が負傷するなど、暴徒化も始まっている。 

 

 

（写真）El Dario 

 

国家警察は催涙弾を打つなどして抗議行動を抑圧し、抗

議行動参加者との衝突が激化。死者は報じられていない

が、複数の負傷者が出ているようだ。 

 

また、９月２７日にはヌエバ・エスパルタ州、ラグアイ

ラ州、トゥルヒージョ州、グアリコ州、ボリバル州、バ

リナス州など他の州でも抗議行動が過熱し始めている

と報じられている。 

 

抗議行動の理由は様々だが、公共サービスの劣化とガソ

リン不足が主な理由のようだ。 

 

９月２６日 グアイド議長は、街頭での抗議行動を維持

するよう呼びかけ、自分たちの権利を守るため独裁政権

と戦う必要があると主張した。 

 

 

（写真）Reporta Ya 

“ガソリン不足を理由とするグアリコ州での抗議行動” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0d59abfc8b51b5c84faf111015a5b54.pdf
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「米国でベネズエラ人パイロット捕まる         

    ～アイサミ石油相のテスタフェロか～」           

 

マイアミの Opa Locka 空港で、ベネズエラ人パイロッ

トのアレハンドロ・ハビエル・マリン氏が拘束された。 

 

２０年 8 月１８日 ニューヨーク州裁判所は証拠隠蔽、

偽証を理由にマリン氏の拘束を命じていた。 

 

マリン氏は、「MyJetStar」という会社のオーナーで、ベ

ネズエラ人に対して様々なサービスを提供しており以

前から米国政府の調査対象となっていたという。 

 

特にマリン氏はアイサミ石油相（経済担当副大統領兼務）

と関係のある人物だったと報じられている。 

 

９月２７日 アイサミ経済担当副大統領は今回の逮捕

について虚偽の証拠をでっち上げ、ありもしない犯罪を

押し付けようとしているとして米国政府を非難。 

ただし、マリン氏と自身の関係については否定していな

い。 

 

「検事総長 治安部隊の改革を要請」         

 

９月２７日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

「国家警察（PNB）」と「特別機動部隊（FAES）」の組

織改革を行うべきとの見解を発表した。 

 

サアブ検事総長は、９月１６日に国連の人権調査団が公

表した報告書について言及。PNB と FAES およびその

他の治安部隊について改革するべきと述べた。 

 

ただし、同報告書の調査団については「リマグループ」

の下部組織と言及。政治的な意図があり、内容は正確で

はないと訴えた。 

 

 

サアブ検事総長によると、報告書の８０％はソーシャル

メディアから引用した内容だと主張。 

 

また、今回の報告書は、国連人権委員会の一部の国が勝

手に英国・ポルトガル・チリの３名の専門家に依頼して

作成させた報告書で、国連人権高等弁務官事務所の報告

書でも人権委員会としての正式な報告書でもないと指

摘した。 

 

（写真）サアブ検事総長 

 

「PDVSA イグレシアス西副大統領の調査妨害」         

 

スペイン系メディア「OKDiario」は、PDVSA がバルタ

サール・ガルソン元判事を通じてスペイン左派政党

「Podemos」のパブロ・イグレシアス党首（現在のスペ

イン副大統領）の資金調査を行わないよう要請している

と報じた。 

 

PDVSA 側の主張は、調査の結果、事実がゆがめられ

PDVSAの資金が政治利用されたと報じられることで資

金凍結や制裁を正当化されるというもののようだ。 

 

右派政党「Vox」は、イグレシアス党首や同政党の党員

らの資金調査を行うよう要請。ボリビア、ベネズエラ、

エクアドル、ブラジルなどから１８０万ドルの資金を受

け取っていたとの疑惑が出ている。 
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経 済                       

「マドゥロ大統領 経済妨害対策法を提案」            

 

９月２７日 マドゥロ大統領は、火曜（９月２９日）に

米国の経済制裁からベネズエラ経済を守るための内容

を含む特別法を提案すると述べた。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領（兼財務相）は、 

「経済制裁は、極右政党と米国政府により行われている

人権侵害である。制裁は全ての経済セクターを窒息させ

る目的の行為で、全ての国民が壊滅的な被害を受け、苦

しんでいる。我々はこの人権侵害を国際刑事裁判所に訴

えている。」と主張。 

 

マドゥロ大統領が提案する経済妨害対策法は、速やかに

承認されなければならないと訴えた。 

 

また、日曜日から祖国システムを通して、２，０００万

人の登録者に対して制裁に対するアンケートを実施し、

米国の制裁に対する意見およびどのような被害を受け

ているかを確認すると発表した。 

 

社 会                       

「カラカスおよび複数の州で停電続く」            

 

最近、停電の記事を紹介していないが、カラカスや地方

都市では今も断続的に停電になることがある。 

 

９月２５日にはカラカス首都区を含む１５の州で停電

が起きた。 

 

停電が起きたのは夜７時。アラグア州、アンソアテギ州、

アプレ州、バリナス州、コヘーデス州、グアリコ州、ミ

ランダ州、ララ州、カラボボ州、ポルトゥゲサ州、メリ

ダ州、タチラ州、ラグアイラ州、ヤラクイ州、スリア州、

カラカス首都区で停電が確認されている。 

 

９月２３日にも１５の州で停電が起きており、９月２５

日の停電は今週２回目となる。 

 

また、９月２６日にもカラカスの一部地域で停電が起き

たとのツイッターの投稿が確認されている。 

 

具体的な地域はカティア地区、ベジョ・モンテ地区、ラ・

フロリダ地区、ロス・サマネス地区。タチラ州、バリナ

ス州、メリダ州でも停電が起きている。 

 

以上 

 

 


