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（写真）中央銀行 “５月２８日 中央銀行 経済統計を更新（上記は経常収支表）” 

 

 

２０１９年５月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「欧州連合 ベネズエラ担当官を任命」 

「ノルウェー側の与野党対話責任者」 

「リマグループ ６月６日にベネズエラ問題議論」 

経 済                     

「米国―ベネズエラ間の輸送コストが上昇」 

「S＆P キューバ向けの原油輸出が増加」 

「中国から医療物資が到着」 

社 会                     

「国立病院 医薬品不足で児童死亡 

～医療物資不足の責任 与野党擦り合い～」 

２０１９年５月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「与野党交渉の模索 ２回目会合を実施 

～協議する一方で双方共に懐柔姿勢を示さず～」 

「Datin Corp グアイド議長の支持率下落 

～マドゥロ大統領の拒否率は引き続き高い～」 

経 済                    

「中銀 ３年ぶりに経済指標を公開 

～対外債務残、インフレ率、経済成長率など～」 

「オーストラリア大使館貸主 賃料支払い求める」 

社 会                     

「マンゴー落下で男性１名が死亡」 
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２０１９年５月２７日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合 ベネズエラ担当官を任命」       

 

欧州連合の外交政策委員会はエンリケ・イグレシアス氏

をベネズエラ問題の担当アドバイザーに任命した。 

 

イグレシアス氏はスペイン生まれのウルグアイ人（１９

３０年生まれ）。ウルグアイ中央銀行の総裁（６７～６

８年）、ウルグアイ外務相（８５～８８年）、米州開発銀

行（BID）の総裁（８８～０５年）、イベロアメリカ事務

局長（０５～１４年）などを歴任した人物。 

 

イグレシアス氏は、EFE 通信の取材に対して 

「ベネズエラ社会の劇的な状況について、欧州連合の政

策に寄与できることを期待している。 

イベロアメリカ諸国（米州のかつてスペインとポルトガ

ルの植民地だった国々を指す総称）はベネズエラが掲げ

る深刻な問題を解決するために連携しなければいけな

い。」とコメント。 

 

欧州連合の外交政策委員会は、イグレシアス氏を任命す

る声明文の中で、 

「イグレシアス氏は、欧州連合とコンタクトグループが

支持する自由で公平な選挙による民主的で政治的なベ

ネズエラ問題の解決を支援してくれる。」と発表してい

る。 

 

（写真）14Medio “エンリケ・イグレシアス氏” 

「ノルウェー側の与野党対話責任者」         

 

ノルウェー政府側で与野党対話の仲裁をしている人物

は Dag Nylander 氏という人物のようだ。 

 

Nylander 氏は５０歳。ノルウェー外務省の外交官で、

過去に米国、コロンビア、ブエノスアイレス、キューバ

に駐在した経験がある。 

駐在国を見る限りスペイン語が堪能な人物なのだろう。 

 

Nylander 氏は、国連のアントニオ・グティエレス事務

局長の支持を受けて、ガイアナとベネズエラの領土問題

についても仲裁を担当しており、以前からベネズエラ問

題についても知見がある。 

 

他、これまでにコロンビアのサントス大統領が主導した

FARC との和平交渉にも関わり、合意に導いている。 

 

なお、コロンビア政府と FARC の交渉にはマドゥロ政

権も深く関与しており、その点でもマドゥロ政権とのコ

ネクションがある人物のようだ。 

 

同氏のツイッターを見る限り、キューバのロドリゲス外

相のツイートをリツイートするなど反米国家の代表に

も比較的友好的なように見える。 

 

 

（写真）Venepress 

“Dag Nylander 氏（写真左）とマドゥロ大統領” 
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「リマグループ ６月６日にベネズエラ問題議論」                  

 

５月２７日 グアテマラ政府外務省は、マドゥロ政権を

非難する米州の国で構成される「リマグループ」は６月

６日にベネズエラ問題について協議すると発表した。 

 

リマグループの協議は、当初５月２０日に予定されてい

たが、同日の協議はキャンセルされている。 

 

前回のリマグループの会合は５月初めで１カ月ぶりの

会合となる予定だ。 

 

５月に入ってから制憲議会が国会議員の不逮捕特権を

はく奪するなど、野党への抑圧を強めていたが、これま

での流れから考えると、この間会合が行われなかったの

は異例と言える。 

 

なお、５月２６日にはペルーでアンデス共同体（CAN）

の首脳会議が開催された。 

 

マドゥロ政権を非難するコロンビアのドゥケ大統領、ペ

ルーのビスカラ大統領、エクアドルのモレノ大統領らも

出席していたが、同会合ではベネズエラに関しては何も

議論されなかったという。 

 

ノルウェーの仲裁による与野党交渉が報じられたのは

５月１５日だった。対話による解決を求める欧州連合の

動きに配慮し、マドゥロ政権を刺激する行動を控えてい

るのかもしれない。 

 

経 済                        

「米国―ベネズエラ間の輸送コストが上昇」           

 

５月１５日 米国交通運輸省は、空路での米国―ベネズ

エラ間の交通を禁止すると発表した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.292」参照）。 

 

米国交通運輸省の決定は空路のみであり、海路について

は禁止されていないが、リスクを加味して少なくとも２

社は米国－ベネズエラ間のフレート代を値上げしてい

るようだ。 

 

ロイター通信は、「Hamburg Sud」と「King Ocean Service」

が米国荷積みベネズエラ港降ろしの輸送費を値上げし

たと報じた。 

 

両社は５月１５日から１コンテナ当たり１，２００ドル

を追加で徴収するようになっているという。 

 

ロイター通信が２社の関係者（匿名）に事情を確認した

ところ 

「米国による制裁を受けて、ベネズエラへの輸送にかか

るリスクを踏まえてサービス費を値上げした。今後さら

に、追加のサービス費を徴収することになるだろう。」 

とコメントしたという。 

 

「S＆P キューバ向けの原油輸出が増加」         

 

「S＆P Global Platts」は、「Cubametal」というキュー

バの国営会社に向けて PDVSA が原油輸出を増やして

いると報じた。 

 

米国政府がキューバ向けの原油輸出を停止させるため

にベネズエラ産原油をキューバに輸送する船会社に制

裁を科している中での増加になる。 

 

「S＆P Global Platts」が入手した PDVSA の内部資料

によると、PDVSA は「Cubametal」に向けて５月に１

４１．６万バレルを輸出したという。 

 

「Cubametal」への４月の原油輸出は３５．５万バレル

だったので、約４倍以上増えたことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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内部資料には輸出した製品の内訳も記載されており、６

４．４万バレルは希釈油。ブレント原油の価格から１バ

レル当たり９．６ドル差し引いた金額で売却したという。 

 

また、５月２２日～２３日に PDVSA のタンカー「Yare」

がキューバに希釈油を運ぶ予定になっていたようだ。 

 

なお、他にガソリン、ナフサなどもキューバに向けて輸

出しており、それらの製品は「Manuel Saez」という

PDVSA のタンカーが運んでいるようだ。 

 

「中国から医療物資が到着」                  

 

５月２７日 ベネズエラのカルロス・アルバラード保健

相は現地メディア「Television」のテレビ番組に出演し、

中国から新たな医療物資が到着したと発表した。 

 

アルバラード保健相は、これまでに中国から到着した医

療物資は合計で２６９トンになるとコメント。 

これらの医療協力はベネズエラ政府と中国政府の協定

に基づいたものだと主張した。 

 

なお、ロシア、赤十字、世界保健機構、国連などからも

医療物資の支援を受けており２０１９年だけでも、これ

までに１５０トン超の医療物資がベネズエラに到着し

たとしている。 

 

他、これまでベネズエラは国内の製薬メーカーだけで７

０％の医薬品をカバーすることが出来ていたが、米国の

制裁の影響により約半分の製薬会社が事業を閉鎖した

と制裁を非難した。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「国立病院 医薬品不足で児童死亡             

  ～医療物資不足の責任 与野党擦り合い～」            

 

国立病院「J.M. de los Rios」のアベル・サラビア医師は、

骨髄移植のための物資不足を訴えた。 

 

現在、同病院にはすぐにでも対応が必要な骨髄移植手術

待ちの児童が３０名いるとしている。 

また、骨髄移植が出来なかったことで５月中に５名の児

童が亡くなったと訴え、必要な物資を供給しないマドゥ

ロ政権の対応を非難した。 

 

５月２６日に自身の息子を失ったエリック・アルトゥベ

氏はインタビューに答え、他にも大勢の子供が自身の息

子と同じ状況にあるとコメント。息子と同じ状況になら

ないよう戦う必要があると訴えた。 

 

ベネズエラではこのように多くの患者が医薬品不足等

で亡くなっていると思われる。とりわけ今回は野党、ア

ルマグロ事務局長、米州機構の人権委員会などが本件を

受けてマドゥロ政権を非難している。 

 

他方、マドゥロ政権側は骨髄患者の手術に必要な物資が

不足しているのは米国の制裁に責任があると反論して

いる。 

 

 

（写真）Maduradas 
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２０１９年５月２８日（火曜）              

政 治                        

「与野党交渉の模索 ２回目会合を実施         

 ～協議する一方で双方共に懐柔姿勢を示さず～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.296」で紹介した通り、

２回目の与野党交渉の模索がノルウェーで行われてい

る。 

 

今回の交渉模索は５月２７日（月曜）～２９日（水曜）

にかけて行われる予定。 

 

「Panamaposto」は与野党の代表者が直接会って会合を

した可能性があると報じたが、複数のメディアを見る限

り、これは誤報だったようだ。 

 

穏健派の野党政治家で一部から「与党のエージェント」

と揶揄されているティモテオ・サンブラーノ議員は「与

党も野党も対話を行うのに適切な人物を選んでいる」と、

今回の与野党交渉の模索についてポジティブに評価。 

 

一方で、「対話をする人物は適任だが、与党も野党もグ

ループになるとお互いに譲る意思がなく、合意に至るこ

とは簡単ではないだろう」との見解を示している。 

 

確かに与野党交渉が進展する一方で、与党も野党もお互

い交渉で合意に至ろうとしているとは思えない発言と

対応を継続している。 

 

非公式情報だが、現地では最高裁判所が新たに国会議員

の不逮捕特権をはく奪したと報じられている。新たに不

逮捕特権をはく奪されたとされる人物はラファエル・グ

スマン議員（第一正義党（PJ）所属）。 

国会では、財務担当委員を務めている。 

 

 

 

また、マドゥロ大統領は演説で、与党政治家らに対して

「国会議員選の実施に向けて各自準備を進めるように」

と国会議員選を前倒しで実施しようとしていると思え

るような発言をしている。 

 

野党も与党への圧力を強める方針を継続している。 

 

５月２８日 国会は米州相互援助条約（TIAR）のベネ

ズエラ加盟について議論。同日、第一議論を承認した。 

 

第２議論が承認されると、あとはグアイド議長が署名を

すれば国会としてはベネズエラが TIAR に加盟したと

認識することになる。 

 

なお、マドゥロ政権側の最高裁判所は国会の決定を「憲

法違反」として棄却することができるが、米国や国会は

マドゥロ政権側の最高裁の決定を認めないため、米国政

府はベネズエラが TIAR に加盟したと認識することに

なるはずだ。 

 

TIAR については「ベネズエラ・トゥデイ No.288」の

「国会 米州相互援助条約の参加を議論」で紹介してい

るので、詳細の説明は割愛するが、簡単に言えば米国を

中心とする集団的自衛権を認める軍事同盟である。 

 

つまり、ベネズエラに何かあれば米国軍がベネズエラを

守るために軍事介入をすることが可能という内容であ

る。 

 

第２次世界大戦の頃に作られた同盟で、今ではほとんど

機能していないが、米国がベネズエラへの軍事介入を正

当化する際の理由付けになる。 

 

その意味でもマドゥロ政権は TIAR に加盟しようとす

る国会の姿勢を「帝国主義国に魂を売り渡し、ベネズエ

ラに戦争を起そうとしている」と非難している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2dcf3b7afe10f5500bbf89f4eeef205.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
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「Datin Corp グアイド議長の支持率下落         

 ～マドゥロ大統領の拒否率は引き続き高い～」           

 

世論調査会社「Datin Corp」は５月中旬にベネズエラ国

内１，２００名を対象として実施したアンケート調査の

結果を公表した。 

 

「ベネズエラの正当な大統領は誰か？」との質問に対し

て、マドゥロ大統領と答えたのは全体の４１％。２月に

同様の質問をした際には３４％だったので、７ポイント

ほど上昇したことになる。 

 

一方、グアイド議長と回答したのは全体の４０％。２月

に４９％だったので９ポイント下落したことになる。 

 

マドゥロ大統領をベネズエラの正当な大統領と認識す

る回答が増えたが、マドゥロ政権の運営に対してネガテ

ィブに評価する回答は全体の７８％と引き続き高い水

準にある。 

 

また、現在の経済混乱の原因について「与党に責任があ

る」との回答は全体の４９％。 

 

マドゥロと経済戦争（マドゥロ政権の主張する制裁など

によるベネズエラ経済への攻撃）に責任があると回答し

たのは同２６％。 

 

経済戦争に責任があるとの回答は同１６％だった。 

 

また、現在の問題の解決策として「マドゥロ政権の退陣」

が全体の５５％。「与野党対話による合意」の回答が４

０％だった。 

 

 

 

 

 

また、「与党 PSUV は政治リーダーを一新する必要があ

るか」との質問に、「一新する必要がある」と回答した

のは全体の７０％。 

 

「野党は政治リーダーを一新する必要があるか？」との

質問に「一新する必要がある」と回答したのは全体の７

３％だった。 

 

他、大統領選の投票意思について、「マドゥロ大統領へ

投票する」と回答したのは１４％（２月から１ポイント

減）。「グアイド議長に投票する」と回答したのは３５％

（２月から６ポイント減）だった。 

 

経 済                       

「中銀 ３年ぶりに経済指標を公開            

 ～対外債務残、インフレ率、経済成長率など～」            

 

５月２８日 ついに中央銀行が長年公表を停止してき

た経済指標を公表した。 

 

報道によると、中央銀行が統計を公表した背景には IMF

のプレッシャーがあったという。IMF には加盟国が緊

急的に資金が必要になった際に使用できる「特別引出権

（SDR）」という資金が存在する。 

IMF はマドゥロ政権に対して、統計を公表しなければ

SDR を引き出せなくなると通知したと報じられている。 

 

インフレ率は１９年４月まで、対外債務や輸出入額につ

いても１８年１２月末時点まで、経済成長率については

１８年第３四半期までの情報が公開されており、色々な

ことが分析できそうだ。 

 

今回公表された統計については複数回に分けて「ウィー

クリーレポート」で報告していきたい。 
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主要な統計だけ簡単に紹介すると、１８年のインフレ率

は前年比１３万％。 

 

GDP 成長率は２０１８年９月末時点で前年同期比２２．

５％減。 

 

１８年末時点の対外債務は１，１３１．６億ドルで前年

比２４．５％減としている。 

 

ただし、内訳を見てみると「債券・手形（Bonos y 

Pargares）」の項目が前年比３７０億ドル近く減少して

いる。 

 

マドゥロ政権は１７年１０月からほとんどの債務返済

を放棄しており「債券」が減少するはずはなく、非常に

違和感のある統計と言える。 

 

「オーストラリア大使館貸主 賃料支払い求める」         

 

ABC ニュースは、在オーストラリア・ベネズエラ大使

館の部屋を貸していたオーナーが、ベネズエラ政府に対

して３４，６２０ドル（約３８０万円）の支払いを求め

ていると報じた。 

 

報道によると、ベネズエラ大使館は２０１７年から賃料

の支払いが遅れ始めたという。 

 

１７年９月 在オーストラリア大使館は「技術的な理由

で閉鎖する」と発表していた。 

当時から家主が大使館に対して賃料支払いを求めてお

り、この問題が未だに解決していないことが確認された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.34」参照）。 

 

なお、当時の報道と家主が求めているドル建ての賃料が

違うが、為替レートの変動が理由かもしれない。 

 

 

社 会                        

「マンゴー落下で男性１名が死亡」           

 

自宅に生えているマンゴーが落下し、頭部に直撃したと

してネリオ・ゴンサレス氏が死亡した。 

 

今の時期はベネズエラの至る所でマンゴーが取れる。 

日本では高級な果物だが、ベネズエラではどこでも取れ

る果物で、食料不足の現在では多くの人が道に生えてい

るマンゴーを落として空腹を満たしている。 

 

冗談交じりにマンゴーが生える時期になると空腹が満

たされるので、国民の暴動が減ると言われるほどである。 

 

とは言え、この時期にマンゴーの木の下を通る際は注意

されたい。 

 

 

（写真）roslink 

“ベネズエラのマンゴーは赤みがかった緑黄色のものが

多い” 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4e990e10e121994906d300f100e9fece.pdf

