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（写真）在ベネズエラ・カナダ大使館 “カナダ大使館 ベネズエラでの大使館業務停止を発表” 

 

 

２０１９年５月３１日（金曜） 

 

政 治                     

「伯 グアイド政権側の大使信任を撤回」 

「医療問題を引き合いに制裁解除を要請」 

「カリブ諸国 PDVSA 絡みの汚職報道増える」 

経 済                     

「１９年 自動車産業の組み立て台数は６５台」 

「紙幣印刷会社 ベネズエラの代金未回収」 

「原油価格 １バレル６１．８５ドル」 

「両替テーブル １ドル BsS.５，８８７．９６」 

社 会                     

「ONA ベネズエラ経由で麻薬取引を認める」 

2019 年 6 月 1 日～2 日（土・日） 

 

政 治                    

「Univision 押収されたインタビュー映像を公開」 

「在ベネズエラ・カナダ大使館 運営停止」 

「米国 ベネズエラ問題から撤収の雰囲気」 

「６月３日 ロシアとコロンビアが外相会談」 

経 済                    

「米国 ベネズエラ産原油の輸入９０％減」 

「シェブロン 制裁免除ライセンス更新を模索」 

「経済混乱でドル建て支払いが増加」 

社 会                     

「ベネズエラ人歌手 犯罪者グループの葬儀出席」 
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２０１９年５月３１日（金曜）             

政 治                       

「伯 グアイド政権側の大使信任を撤回」       

 

ブラジルのボルソナロ大統領は、６月４日にベネズエラ

の代表大使として信任状を手交する予定だったマリア・

テレサ・ベランドリア氏への信任状の手交を撤回した。 

 

ベランドリア氏はグアイド議長率いる野党国会がブラ

ジルの代表大使として任命した人物。ブラジル政府はグ

アイド議長をベネズエラの暫定大統領と認識しており、

国会の任命した大使を受け入れる方針を示していた。 

 

信任状の手交撤回について、ベランドリア氏に通知があ

ったのは５月２７日。適切なタイミングで改めて大使信

任状を渡すと通知されたとしている。 

 

ブラジルの現地紙「Folha de Sao Paulo」によると、今

回の信任状撤回は、ブラジル軍部からの要請だったとい

う。軍部はマドゥロ政権との対立強化を懸念しており、

信任状の手交はマドゥロ政権との不要な対立を招くと

懸念したとしている。 

 

２月２０日に人道支援を巡り、ベネズエラとブラジルの

国境が封鎖されたが、その後マドゥロ政権とブラジル政

府関係者が面談をし、両国の国境は解放されている。 

 

現在、日本も含めて５０カ国以上がグアイド議長をベネ

ズエラの暫定大統領と認識する姿勢を示している。 

 

他方、マドゥロ政権が長期化する見通しが見え始める中、

各国はマドゥロ政権との対立をどのように緩和させて

いくか模索する段階にあると言える。 

 

 

 

他方、コロンビア、ブラジルなどベネズエラの近隣国は

強くマドゥロ政権を非難してきた手前、方針を変えるこ

とが出来ず、関係改善は容易ではなさそうだ。 

 

翌６月１日、ボルソナロ大統領はアルゼンチンの「La 

Nacion 紙」の取材で 

「マドゥロはベネズエラを指揮することが出来ていな

い。マドゥロは木偶の坊だ。ベネズエラ軍には亀裂が生

じているに違いない。その亀裂がはっきりするまで、今

の状況が続くだろう。」 

とマドゥロ政権を非難する趣旨のコメントをした。 

 

また、ノルウェー政府仲裁の対話によってマドゥロ大統

領が退陣するかどうかについて意見を聞かれると 

「対話はマドゥロを現職に維持させることになると考

えている。 

 

マドゥロ政権が弱体化するほど、独裁色は強くなる。 

 

彼は麻薬取引をしている軍により守られている。 

麻薬取引に関与する軍部大将に加えて、キューバ政府の

諜報員やヒズボラの工作員も抱えている。コレクティー

ボもマドゥロの味方だ。マドゥロはこれらの組織に抱え

られている木偶の坊だ。」 

とコメントした。 

 

「医療問題を引き合いに制裁解除を要請」         

 

５月３１日 マドゥロ大統領は演説で医療問題につい

て言及した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.297」で触れたが、ベネズ

エラでは骨髄移植の手術が出来ずに複数の児童が死亡

している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e60475d134182c2619e158f8a3e0ccc.pdf
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マドゥロ大統領は、現在の医療問題は米国の経済制裁に

あるとして、改めて米国と野党に対して制裁解除を要請

した。 

 

また、ノルウェーで与党側の代表として交渉を行ってい

るホルヘ・ロドリゲス情報通信相に対して、ベネズエラ

国民の医療問題に対応できるように口座の凍結解除を

野党側に求めるよう命じた。 

 

「我々は支払う事が出来る。しかし、制裁による妨害行

為により、もはや西洋諸国でベネズエラの支払いを受け

取る国はない。PDVSAの支払いを受け入れる国はない。」 

と訴えた。 

 

「カリブ諸国 PDVSA 絡みの汚職報道増える」                  

 

以前から PDVSA 絡みの汚職報道は散見されているが、

今週はカリブ海諸国の PDVSA に関連する汚職報道が

多かったように思うので紹介したい。 

 

５月３１日 エルサルバドルの検察庁は PDVSA の関

係会社「ALBA Petroleos」の査察を行ったと発表した。 

 

検察庁の汚職犯罪調査部長であるヘルマン・アリアサ氏

は、「ALBA Petroleos」の他に「ALBA Alimentos de El 

Salvador」「ALBA Gas」など２４の関連会社への査察も

行ったことを明らかにしている。 

 

「ALBA Petroleos」は２００６年に PDVSA の関係会社

として発足。エルサルバドル国内で燃料供給を行ってい

る。 

 

２０１２年から「ALBA Petroleos」は「ALBA Alimentos」

も関係会社にしており、「ALBA Alimentos」を通じて地

元の農家への融資を行っていた。これらの融資活動の中

で汚職があったとされている。 

 

また、５月３１日にハイチの Jovenel Moise 大統領も会

計監査局に汚職を訴えられた。 

 

内容は２０１４年にベネズエラ政府による援助資金で

行った公共事業。 

 

「Argitrans」と「Betexs」という２つの会社が公共事業

を受注したが、技術者も住所も同一だったという。この

２つの会社は別々の案件を同じ日に受注していたとし

ている。 

 

そして、「Argitrans」という会社の代表は Jovenel Moise

大統領（大統領になる前、Jovenel Moise 大統領は起業

家だった）。公共工事の受注で７０万ドルを受け取った

という。 

 

会計監査局の報告書では、この公共事業で受け取った金

額と実際に支出した金額には大きな差があり汚職が行

われた可能性が高いとしている。 

 

経 済                        

「１９年 自動車産業の組み立て台数は６５台」           

 

ベネズエラ自動車部品工業会（Favenpa）のオマール・

バウティスタ代表は、現地紙「Diario２００１」の取材

に対応。 

 

ベネズエラの自動車産業について質問を受け、２０１９

年１月～４月のベネズエラ民間アッセンブラーの自動

車生産台数は６５台だけだとコメント。 

 

また、２００９年１月～４月は４５．５万台を組み立て

ていたとして、この１０年間で９９．９％減少したと回

答した。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年５月３１日～６月２日報道              No.２９９   ２０１９年６月３日（月曜） 

4 / 9 

 

バウティスタ代表によると、２０１９年は６５台のうち

６０台はトヨタ、５台は Iveco だという。 

 

生産台数低迷の理由について 

「購買力が下がっている。完成車はあるが、買う人がい

ないので売れない。」 

と回答した。 

 

「紙幣印刷会社 ベネズエラの代金未回収」         

 

ベネズエラは２０１８年８月に通貨単位切り下げ（デノ

ミネーション）を実施。 

 

当時の１０万ボリバル・フエルテを１ボリバル・ソベラ

ーノとした。 

 

デノミの際に、新紙幣の印刷を担った英国の紙幣印刷会

社「デラルー社」は２０１８年の決算書類でベネズエラ

中央銀行から印刷費２，２８６万ドルが未収であること

を明らかにした。 

 

また、支払いを回収できていない理由について米国の金

融制裁により中央銀行の送金に困難が生じているため

としている。 

 

デラルー社の Helen Hill 財務役員は 

「顧客とは定期的に連絡を取っており、彼らは債務の支

払い意志を示している。」 

と説明した。 

 

他、デラルー社の決算報告書には、「紙幣の印刷需要に

ついてベネズエラからの需要が拡大し、前年比３％増加

した」と書かれているが、具体的な印刷枚数などは明ら

かにされていない。 

 

 

 

「原油価格 １バレル６１．８５ドル」                  

 

ベネズエラ石油省は、５月２７日～３１日までのベネズ

エラ産原油の平均価格は１バレル６１．８５ドルと発表。 

 

先週の１バレル６４．５２ドルから４．１％下落した。 

 

なお、１９年５月の平均原油価格は１バレル６４．０７

ドルとなった。 

 

米国エネルギー情報局（EIA）は、米国の週間石油統計

を公表。米国の原油在庫が想定よりも減少していなかっ

たことで WTI、ブレントの原油価格が下落しており、

ベネズエラ産原油の価格にも影響を与えたものと思わ

れる。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年５月）

（出所）ベネズエラ石油省
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「両替テーブル １ドル BsS.５，８８７．９６」                  

 

５月から始まった新為替制度「両替テーブル」は引き続

き、平日毎日実施されている。 

 

５月３１日時点の平均レートは１ドルBsS.５，８８７．

９６。 

 

これまで同様、銀行によって平均レートには差がある。

最もボリバル高で取引されているのは毎回「Banco de 

Venezuela」。ボリバルを外貨に両替するのであれば、同

行を利用する方が良さそうだ。 

 

最もボリバル安で取引している銀行はその時によって

毎回異なる。５月３１日の両替テーブルで最もボリバル

安のレートで取引されたのは「Bancamiga」だった。 

 

既に民間金融機関も含めて主要な銀行は両替テーブル

を行っているようだ。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

 

社 会                        

「ONA ベネズエラ経由で麻薬取引を認める」           

 

ベネズエラ内務司法平和省の傘下にある麻薬犯罪捜査

局（ONA）のファン・グリージョ役員は、「Television」

のインタビュー番組に出演。 

 

ベネズエラから欧州、米国に麻薬が流れている実態を認

めた。 

 

麻薬は漁業関係者が使用する小さな船を使用し、米国や

欧州に流れているとコメントした。 

 

また、１９年はこれまでに８，９８７キロのコカインを

押収したとしている。 

 

他、タバコの喫煙状況についてベネズエラの喫煙率は欧

米諸国と比較してかなり少ないと述べた。ベネズエラ国

民の喫煙率が低いのは、国民の購買力も理由の１つだろ

う。 

 

２０１９年６月１日～２日（土・日）             

政 治                       

「Univision 押収されたインタビュー映像を公開」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.298」で、米国のスペイン

系メディア「Univision」のホルヘ・ラモス氏がマドゥロ

大統領にインタビューした映像が回収されたとの記事

を紹介した。 

 

インタビューの内容が偏っているとの理由でマドゥロ

政権側がインタビュー映像を押収していたが、内部関係

者の協力により映像の回収に成功したとしている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/802a799c4ab8ff17c559443f9b9e80df.pdf
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ホルヘ・ラモス氏は、この１７分のインタビュー映像を

６月２日に公開すると説明しており、実際に「Univision」

でインタビュー映像が公開された。 

 

個人的な所感を言えば、特に目新しいやり取りではない

が、ラモス氏はマドゥロ大統領を前に歯に衣着せず非難

をしており、野党支持者にとっては小気味良い映像かも

しれない。 

 

ラモス氏は「ベネズエラには何人の政治犯がいるのか？」 

と質問。人権団体「Foro Penal」の作成した政治犯リス

トを引き合いに政府の対応を非難した。 

 

マドゥロ大統領は、「ベネズエラに政治犯はいない」と

は発言しなかったものの、「逮捕されている政治家はベ

ネズエラ国内の治安を乱し暴力事件を起こした犯罪者

だ。私自身も殺害される恐れがあった。」 

と政治犯ではなく、一般犯罪を理由に逮捕されていると

のこれまでと同様の主張を繰り返し、議論は平行線をた

どった。 

 

また、ラモス氏は米国系人権団体「Human Rights Watch」

のレポートを引用し、ベネズエラ治安当局による拷問の

実態について質問した。 

 

マドゥロ大統領は同団体の出資者は米国政府がテコ入

れしている人権開発基金であり、米国政府の政治宣伝組

織でしかないと主張。この議論も平行線をたどった。 

 

他、ベネズエラの経済危機について質問すると、マドゥ

ロ大統領は逆に米国の貧富の格差について訴え始め、ベ

ネズエラの状況については多くを語らなかった。 

 

最終的にマドゥロ大統領から「このインタビューは私の

ためにも、あなたのためにもならないから終わりにしよ

う」と切り出し、映像は終了した。 

 

 

 

（写真）Univision 映像から抜粋 

 

「在ベネズエラ・カナダ大使館 運営停止」           

 

６月２日 在ベネズエラ・カナダ大使館はベネズエラで

の大使館業務を停止すると発表した。 

 

 

「ベネズエラは引き続き非合憲的なマドゥロ政権に苦

しめられている。 

 

マドゥロ政権はベネズエラに民主主義を回復させよう

とする我々の擁護の意志を阻害し、ベネズエラでの我が

国の大使館業務を制限してきた。 

 

残念ながら今月末をもってベネズエラのカナダ外交官

はマドゥロ政権の外交信任を得られなくなり、外交ビザ

が停止する。従って、我々は即座に在ベネズエラ・カナ

ダ大使館の業務を停止せざるを得なくなった。 

 

同時に我々はマドゥロ政権が任命した在カナダ大使館

の外交官ステータスの見直しを検討する。 

 

カナダは一時的に大使館業務を停止するが、リマグルー

プや国際社会と共に引き続きベネズエラに民主主義が

戻るよう活動を続ける。 
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ベネズエラにおり大使館の支援を必要とするカナダ国

民は「sos@international.gc.ca」か在コロンビア・カナダ

大使館に連絡を取ってほしい。 

 

 

カナダ政府に対して、外交ビザをはく奪するのであれば

他にも同様の措置を取る国が出ても不思議ではない。 

 

日本についてもグアイド議長を暫定大統領と認識する

国として同様の対応を取られる可能性は否定できない

だろう。 

 

「米国 ベネズエラ問題から撤収の雰囲気」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.289」「No.298」でも紹介し

たが、最近はトランプ政権のベネズエラ離れを報じる記

事が散見される。 

 

「ABC News」は、４月３０日の「自由オペレーション」

の失敗以降、トランプ政権がベネズエラの政治問題への

関心を失いつつあると報じた。 

 

確かにポンペオ国務長官やボルトン大統領補佐官は引

き続きマドゥロ政権への非難を続けているが、具体的な

アクションは下火になっている印象だ。 

 

特にトランプ大統領が、成果を期待できないベネズエラ

問題への介入に消極的だという。 

 

他方、制裁や水面下でマドゥロ政権を倒壊させる動きは

維持するようだ。 

 

「ABC News」が関係筋から入手した情報によるとマド

ゥロ大統領の資金隠しに協力していたとされるラウル・

ゴリン氏に対して制裁の緩和を条件にマドゥロ政権崩

壊に向けた協力を求めていると報じた。 

 

「６月３日 ロシアとコロンビアが外相会談」         

 

６月３日 コロンビアのトゥルヒージョ外相がロシア

に訪問し、ロシアのラブロフ外相と会談を行う。 

 

ロシア外務省の発表によると、同会談ではベネズエラ問

題についても意見交換を予定。また、国防上の問題につ

いても話し合う予定とされている。 

 

ベネズエラとコロンビアの間には少なからず軍事的な

緊張が走っている。ベネズエラ側の軍部にはロシアの支

援があり、ベネズエラに絡んでロシア政府と国防上の話

をする必要も出てくるだろう。 

 

なお、ロシアとコロンビアは経済的には、あまり結びつ

きは無いようだ。 

 

ベネズエラの経済系メディア「Bancaynegocios」による

と、２０１８年のロシアとコロンビアの二国間貿易額は

４億１，３２０万ドルにとどまっている。 

 

トゥルヒージョ外相は６月９日までロシアに滞在し、サ

ンクトペテルブルクで開催される国際経済フォーラム

に出席するという。 

 

経 済                       

「米国 ベネズエラ産原油の輸入９０％減」            

 

米国エネルギー情報局（EIA）は、１９年３月に米国が

ベネズエラから購入した原油は日量４．７万バレルにと

どまると発表。 

 

１８年３月には日量４８万バレルを輸入していたこと

を踏まえると、前年同期比９０％以上減っていることに

なる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/802a799c4ab8ff17c559443f9b9e80df.pdf
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ベネズエラ産原油の購入を続けているのは「PBF 

Energy」で日量１．５万バレル。また、「Chevron」も日

量３．１万バレルを購入している。 

 

米国政府は PDVSA に制裁を科しており、３月時点では

ライセンスを持つ企業を除き、PDVSA との取引は原則

禁止。 

 

PDVSAから購入した原油の代金は米国政府が指定する

凍結口座に入金することを義務付けている。 

 

この日量４．７万バレルの原油代金が凍結口座に入金さ

れているのか、あるいはライセンスを持っていること理

由に凍結口座以外の口座に送金できているのかは不明

だ。 

 

「シェブロン 制裁免除ライセンス更新を模索」         

 

１９年１月に米国政府が PDVSA に制裁を科した際に

一部の企業には制裁規定を免除するライセンスを発行

した。 

 

「Chevron」もライセンスが発行されている企業の１つ。 

 

ただし、このライセンスの期限は７月２７日と明記され

ている。 

 

「Bloomberg」は関係筋の情報として、Chevron がライ

センスを延長するため米国政府に働きかけていると報

じた。また、この求めに対して６月中旬に米国政府が結

論を出す予定と報じている。 

 

 

 

 

 

 

「経済混乱でドル建て支払いが増加」              

 

ベネズエラ商工会議所（Consecomercio）のフェリペ・

カロソロ代表は現地紙「El Universal」のインタビュー

を受け、ボリバル紙幣不足、停電によるカード決済の障

害などを理由に商取引でドル化が進んでいるとコメン

トした。 

 

筆者の知り合いでも昼食やその他商品を購入する際に

もドルで支払う事が一般的になっているとの話を聞い

ている。 

 

カロソロ代表曰く 

「売り手側に都合よく解釈すれば、法律的に見てボリバ

ル以外の通貨で商品を販売することは違法ではない。重

要なのは商品を販売する際、消費税法に従い適切に消費

税を徴収しているかどうかだ。」 

とコメントした。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人歌手  犯罪者グループの葬儀出席」            

 

６月１日夜 アレクシートの愛称で親しまれているベ

ネズエラ人歌手アレックス・デ・カストロ氏は葬式に招

待され歌を歌っていた。 

 

Plableysa Ostos 記者によると、アレックス氏は「Cota 

905」「El Cementerio」「El Valle」周辺を拠点に活動して

いた犯罪者グループ関係者の葬儀に招待され、歌を歌っ

ていたという。 

 

「Galvis」「El Coqui」の愛称で知られる近隣でも有名な

犯罪者と一緒に写真に納まっている姿がネットに流れ

ている。 
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死亡した人物は犯罪科学捜査班（CICPC）との衝突の末

に亡くなったという。 

 

ベネズエラの貧困街は以下のように多くの住居が連な

るように建てられており、近隣住民との関係が密接なの

だろう。 

 

中には犯罪者も住んでおり、ここに住んでいれば殺人者

と知り合いになることも珍しくないだろう。その点では

日本よりも犯罪者・殺人者が身近な環境と言える。 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

“中央の人物がアレックス・デ・カストロ氏” 

 

以上 


