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（写真）El Estimulo “国会フランシスコ・スクレ外交委員長 日本で外務省、議員らと会談” 

 

 

２０１９年６月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 汚職容疑の２名を職務から外す 

～寄付金の不正使用の可能性有り～」 

「赤十字 第２回目の人道支援物資が到着」 

「不逮捕特権はく奪された急進野党 国外に脱出」 

経 済                     

「ジャマイカ政府 Petrojam の株式購入を発表」 

「SENIAT ドル建ての税金徴収を否定」 

「国営銀行頭取 新札は今週中に到着予定」 

「SUNDDE 民間病院を査察 

～外貨建て支払い、過請求の可能性を指摘～」 

２０１９年６月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長任命の外交団 

日本の外務省・議員団に制裁発動を要請」 

「ヒルベル・カロ議員 解放される」 

「ベッキオ大使 米軍医療船の出航イベント参加」 

経 済                    

「Ecoanalitica 国内４０％の取引は外貨決済」 

「PDVSA 商業・国内販売部門役員が交代」 

「BID １９年 Q１のベネズエラ輸出２６％減」 

社 会                     

「ベネーコロンビア国境で銃撃戦 １２名死亡」 
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２０１９年６月１７日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 汚職容疑の２名を職務から外す     

      ～寄付金の不正使用の可能性有り～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.305」で紹介した通り、

野党が１９年２月に実施したベネズエラへの人道支援

物資搬入騒動に関連し、資産を管理する野党グループが

不正利用をしていると報じられた。 

 

６月１７日 グアイド議長を暫定大統領とする大統領

府は、メディアで名前が挙がっている Rossana Barrera

氏と Kevin Rojas 氏の２名について、調査結果が明らか

になるまでコロンビア側の人道支援を管理する役職を

外すことを決定した。 

 

また、報道では、野党政治家が人道支援関連の資金（特

にマドゥロ政権から離脱したベネズエラ軍人への支援

金）を私的に流用していると指摘されているが、その点

について人道支援の資金は野党政治家には流れておら

ず、国連の人権高等弁務官事務所とコロンビア政府に流

れているため、野党政治家が不正流用することはないと

説明した。 

 

他方、グアイド議長は記者会見を実施し、国連やコロン

ビア政府側の資金では十分なアテンドが出来なかった

ため、一部は寄付による個人基金で対応していたと説明。 

 

寄付金の総額は９万ドルだったとし、使用状況を徹底的

に調査し、透明性をもって情報を公開すると説明してい

る。 

 

今回の問題を最初に訴えた「Panampost」で報じられて

いる不正資金利用は寄付金の部分なのかもしれない。 

 

 

なお、マドゥロ政権の不正は至る所で報じられており、

今更、不正の報道がマドゥロ政権の屋台骨を崩すとは考

えにくい。 

 

他方、野党側は不正と戦う潔白なグループというイメー

ジでマドゥロ政権と対峙しており、この種の事件は対応

を間違えれば野党の屋台骨を崩すことにもなりかねな

い。 

 

「赤十字 第２回目の人道支援物資が到着」         

 

６月１７日 パナマ経由で赤十字の人道支援物資が到

着した。 

 

最初に赤十字の人道支援物資がベネズエラに到着した

のは４月１６日（「ベネズエラ・トゥデイ No.279」参照）。 

 

それから２カ月が経過しており、何度か支援物資が送ら

れていたと思っていたが、今回の支援で２度目になるよ

うだ。 

 

送られてきた支援物資は、１０個の自家発電機、医薬品、

病院で使用される医療資材など重量でおよそ２４トン

になるという。これらの資材は、全て病院に提供される

としている。 

 

 

（写真）赤十字 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be045931624af02a879302db640659a8.pdf
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「不逮捕特権はく奪された急進野党 国外に脱出」                  

 

４月３０日にグアイド議長が呼びかけた「自由オペレー

ション」に関連して、マドゥロ政権側は多くの野党議員

の不逮捕特権をはく奪した。 

 

不逮捕特権をはく奪された議員の多くは、ベネズエラに

ある外国の大使館に保護を求めるか、どこかに隠れてお

り、所在が不明となっている。 

 

その中の１人で急進野党に属するリチャード・ブランコ

議員は不逮捕特権はく奪をうけて、アルゼンチン大使館

に保護されていた。 

 

ブランコ議員が不逮捕特権をはく奪されたのは５月７

日（「ベネズエラ・トゥデイ No.288」参照）。 

それから１カ月以上が経過した６月１７日、コロンビア

系メディア NTN２４のゴンサロ・ペレス記者は、写真

付きでブランコ議員がコロンビアに脱出することが出

来たと報じた。 

 

 

（写真）Luis Gonzalo Perez 記者ツイッター 

 

 

 

 

経 済                        

「ジャマイカ政府 Petrojam の株式購入を発表」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.305」で、グアイド議

長率いる野党多数の国会が任命した PDVSA のボード

メンバーが、ジャマイカ政府に PDVSA が４９％保有し

ている「Petrojam」の株式を購入しないよう求める記事

を紹介した。 

 

しかし、６月１７日 ジャマイカのロベルト・モーガン

首相秘書官は、 

「PDVSA側が保有していた４９％の株式は既にジャマ

イカ側で購入した。Petrojam の株式は１００％ジャマ

イカ側にある。」 

と既に取引を終えていると説明した。 

 

また、国会が任命した PDVSA ボードメンバーおよびグ

アイド議長がジャマイカの Andrew Holness 首相に宛て

た書簡については、受け取ったことを明らかにした。 

 

ロベルト・モーガン首相秘書官は 

「書簡は受け取ったが、Petrojam は現在、ジャマイカの

資産となっている。」 

と繰り返した。 

 

報道によると、Petrojam にはずいぶん前から施設の最

新化プロジェクトがあり、PDVSA と５１％を保有して

いるジャマイカの国営石油公社が合意を締結したが、米

国の制裁などの影響もあり、プロジェクトが進んでいな

かったという。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
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「SENIAT ドル建ての税金徴収を否定」         

 

６月１７日 ベネズエラ徴税庁（SENIAT）のホセ・デ

ビッド・カベジョ長官は、自身のツイッターで SENIAT

が外貨建てで税金を徴収するとの報道を否定。 

 

複数回に分けて、以下のようなツイートを投稿した。 

 

「SENIAT は、外貨建てで税金を徴収するという政令を

発行していない」 

 

「SENIAT の役割は、税金支払いの義務を守らせること

であり、経済政策を決めるのは中央政府。通貨政策を決

めるのは中央銀行だ。」 

 

「SENIAT には、外貨建ての税金受け取りを決める権限

はない。SENIAT は、憲法と中央政府に従い税金を徴収

している。」 

 

 

（写真）デビッド・カベジョ SENIAT 長官ツイッター 

 

 

 

 

 

「国営銀行頭取 新札は今週中に到着予定」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.304」で、中央銀行が３種

類の新札発行を発表したとの記事を紹介した。しかし、

今週に入っても新札は市中に流れていない。 

 

ベネズエラの国営銀行「Banco de Venezuela」のハビエ

ル・モラレス頭取は、「今週中に BsS.１万札、BsS.２万

札、BsS.５万札が銀行に届く」と発表。 

 

同時に ATM で引き出せる金額の限度額を引き上げる

予定だと発表した。なお、一度の引き出し限度額をいく

らにするかは発表されていない。 

 

また、現地の経済メディア「Banca y Negocios」による

と、新紙幣の到着に合わせて民間金融機関もカードの使

用可能限度額を引き上げるとしている。 

 

これらの通貨拡大政策は為替レートにも間接的に影響

を与えるかもしれない。 

 

「SUNDDE 民間病院を査察            

 ～外貨建て支払い、過請求の可能性を指摘～」                  

 

６月１６日 価格統制庁（SUNDDE）は、民間病院の

支払いシステムに関連して多くの抗議を受けていると

発表。 

 

民間病院の実態を確認するため、過度に支払いを受け取

っていないか、外貨建てで支払いを受け取っていないか

を調査すると発表。 

 

国内のすべての民間病院に対して、料金リストを６月１

８日までに提出するよう求めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/276497be8f02bdb34c2140aa22f76a6a.pdf
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（写真）SUNDDE 

 

２０１９年６月１８日（火曜）             

政 治                       

「グアイド議長任命の外交団              

   日本の外務省、議員団に制裁発動を要請」       

 

国会で外交委員長を務めるフランシスコ・スクレ議員と

人権活動家ロドリーゴ・ディアマンティ氏は、東京で日

本の外務省職員、議員団と会合を行った。 

 

スクレ議員は日本側にマドゥロ政権に経済制裁を科す

よう要請した。 

 

ディアマンティ氏は 

「日本の議員団と外務省職員との面談の際に、ベネズエ

ラで起きている深刻な人道危機について状況を説明し

た。また、日本政府がグアイド氏を暫定大統領と認識し

たことの重要性について述べた。 

 

 

 

また、米州機構が作成したベネズエラ政府による人権侵

害の報告書を渡し、マドゥロ独裁政権を孤立させる必要

性についても説明した。」 

とコメントしている。 

 

また、スクレ議員は 

「我々は経済制裁を含めて、日本政府にマドゥロ政権へ

の圧力を強化してもらいたいと考えている。」 

とコメントした。 

 

「ヒルベル・カロ議員 解放される」          

 

４月２６日から SEBIN に拘束されていたヒルベル・カ

ロ議員が解放された。 

 

６月１９日には国連のミシェル・バチェレ人権高等弁務

官がベネズエラを査察する予定で、査察に入る前の段階

でマドゥロ政権が問題点を減らそうとしていると報じ

られている。 

 

カロ議員は、ヘラルド・マルケス氏、フランシスコ・ト

ーレアルバ制憲議員、マニュエル・テクセイラ氏、ペド

ロ・ディアス元議員に迎えられた。 

この４名のうち２名は与党派の人物。トーレアルバ制憲

議員は国鉄総裁や労働相らを歴任した与党の重鎮の１

人。 

 

この４名は与野党を超えた政治グループ「ボストン・グ

ループ」に属する政治家のようだ。 

 

カロ議員は拘束中の待遇について、１１日間は手錠をか

けられ、３０日間は外部と接触が出来ず、シャワーを浴

びることも出来なかったとマドゥロ政権の非人道的な

拘束を訴えている。 
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（写真）ボストン・グループ 

 

「ベッキオ大使 米軍医療船の出航イベント参加」         

 

６月１５日 国会に任命されたカルロス・ベッキオ在米

ベネズエラ代表大使は、６月１８日に人道支援を目的と

した米国軍の医療船「Confort」の出港式で、ペンス副大

統領と米国軍南部総督と会うと発表していた。 

 

６月１８日 ベッキオ大使は同イベントに参加。 

ペンス副大統領と会い、ベネズエラ問題への支援に感謝

の意を表した。 

 

５月にベッキオ大使はグアイド議長の指令を受けて、米

国軍南部総督と会談を設定したが、最終的に面談できな

かったことがあった（「ベネズエラ・トゥデイ No.294」

参照）。 

 

 

本件は、米国政府がベネズエラに軍事介入をする意志が

ないことの現れだと多くの野党支持者に理解されてい

る。 

 

今回はリベンジを果たせるかとの思惑もあったが、おそ

らく米国軍南部総督とベネズエラ問題について話し合

う時間は設けることが出来なかったようだ。 

 

ベッキオ大使は、ツイッターでイベント当日の様子を、

写真を交えて報告している。ペンス副大統領と会話する

写真や式典で南部総督と壇上に立っている写真はアッ

プされているが、南部総督と会話する姿は公開されてい

ない。 

 

米国軍南部総督と話し合う写真は、ベッキオ大使として、

一番欲しかった写真のはず。撮れなかったのには米国政

府側の意図があったことと思われる。 

 

 

 

（写真）カルロス・ベッキオ大使 

 

経 済                       

「Ecoanalitica 国内４０％の取引は外貨決済」            

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏は、国内の４０％の取引はドル建てで決済され

ているとコメントした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/68e8f84b837901826a7e32d6a78fa56d.pdf
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「２０１２年にはドル建ての取引は全体の５％程度だ

った。しかし、現在は取引の４０％はドル建てになって

おり、今後も更に拡大する。 

 

現在のベネズエラは、経済ドル化の移行期にある。 

 

経済のドル化はハイパーインフレの国で起きる。 

資産価値を保護するためには避けられないことで、ベネ

ズエラもその一例と言える。 

 

ドル建ての取引は、法律で合法と明記されていない。 

しかし、マドゥロ政権はドル建て取引を許可している。」 

とコメントした。 

 

政府が新たに始めた外貨制度「両替テーブル」について 

「前向きな前進と言えるが、既に遅すぎた。 

外貨制度の柔軟化は、経済制裁と経済孤立化で、マドゥ

ロ政権が余儀なくされたものだ。」 

との見解を示した。 

 

「PDVSA 商業・国内販売部門役員が交代」         

 

６月１２日付けの官報で、PDVSA のホセ・ロハス・レ

ジェス販売・供給部門役員が解任された。 

 

ホセ・ロハス・レジェス氏は１８年１０月に同部門の役

員に就任したばかり（「ベネズエラ・トゥデイ No.207」

参照）。 

 

メディアでは、汚職、非効率な組織運営、メンテナンス

不足などで PDVSA の販売が軌道に乗っていないこと

が理由ではないかと報じられている。 

 

同部門は暫定的に現在、国際部門の役員を担っているマ

ルコス・ロハス氏が兼任する。 

 

 

「BID １９年 Q１のベネズエラ輸出２６％減」              

 

米州開発銀行（BID）は、２０１９年１月～３月のベネ

ズエラ輸出は前年同期比２６．２％減少したと発表した。 

 

地域別で輸出が増えているのは欧州地域のみで、欧州に

ついては前年同期比１１２％増加したという。 

 

欧州地域だとスペインの Repsol との取引が主だったも

のといえそうだ。 

 

ただし Repsol は米国政府の制裁を受けて、４月頃から

PDVSA との取引が減少しているとも言われており、１

９年第２四半期は減少が予見されている。 

 

社 会                       

「ベネーコロンビア国境で銃撃戦 １２名死亡」            

 

６月１８日  ベネズエラとコロンビアの国境の町

「Boca de Grita」（タチラ州、ベネズエラ側）で銃撃戦

が起き、少なくとも１２名が死亡、２０名が負傷した。 

 

近隣住民によると、事件が起きたのは深夜３時頃。 

同地域で違法行為を繰り返している２つの犯罪グルー

プの抗争だという。 

 

近隣住民は以前から警察に両グループ（「Uranenos」と

「Rastrojos」）の取り締りを求めてきたが、警察は放置

していたと訴えている。 

 

同事件勃発後、コロンビア警察は事件を起こしたとされ

る２名を拘束したと発表した。両名はあだ名で呼ばれて

おり、「Torombolo」と「El Costeno」と呼ばれる人物。

どちらか１名は「Rostrojos」のリーダーと報じられてい

る。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3fe73aa0bb9608e885132b93d8b7e0e9.pdf

