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（写真）３M ベネズエラ “６月１１日 ３M 社 ベネズエラ事業からの撤退が報じられる” 

 

 

２０１９年６月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 期限切れパスポートでも入国可能 

ベネズエラ人の特別ステータスを検討」 

「マドゥロ政権 ツイッターで情報操作疑惑」 

経 済                     

「国会 １９年５月のインフレ率３１．３％」 

「食品メーカー Del Mont 社 倒産を否定」 

「アンソアテギ州の原油貯蔵施設で原油漏れ」 

社 会                     

「地方のガソリン不足深刻化 

ガソリンのドル建て転売も一般的に」 

２０１９年６月１１日（火曜） 

 

政 治                    

「NYT トランプ大統領、対話支持 

ボルトン大統領補佐官、軍事介入支持」 

「検事総長 自由オペレーションで１７名逮捕」 

「カベジョ制憲議長が米国 CIA と内通？」 

経 済                    

「３M ベネズエラ事業から撤退？」 

「ドル建て物価 １年半前と比べて３０倍？」 

「政府 キャッシュレジスターの変更を義務化」 

社 会                     

「Armando Info Alex Saab 氏の汚職実態を公表」 
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２０１９年６月１０日（月曜）             

政 治                       

「米国 期限切れパスポートでも入国可能       

    ベネズエラ人の特別ステータスを検討」       

 

６月１０日 国会に任命された在米国ベネズエラ代表

大使のカルロス・ベッキオ大使は、期限切れのパスポー

トでも米国に入国ビザを申請可能で米国に入国できる

と発表した。 

 

ベネズエラでは行政の非効率と材料不足からパスポー

トの発行が遅れており、多くのベネズエラ人がパスポー

トを更新できないまま期限切れになっている。 

 

国外に出たベネズエラ人も在外公館でパスポートの更

新が出来ず、期限が切れたまま外国に留まる人も少なく

ない。 

 

ベッキオ大使の説明によると、パスポートは期限が切れ

た日から５年間は使用可能。 

 

期限切れのパスポートで 

（１）米国にビザを申請可能 

（２）入国ビザがあれば、期限切れパスポートで入国可 

（３）米国内での身分証明書類として使用可能 

としている。 

 

また、米国に住むベネズエラ人に対してトランプ大統領

が特別措置を検討していると報じられた。 

 

米国人記者のマーク・アイロンス氏は、ホワイトハウス

を出るトランプ大統領にベネズエラ人に対する移民保

護制度 TPS（一時保護資格）を与える可能性があるかど

うかについて質問。 

 

 

トランプ大統領は 

「我々は真剣に検討している。我々はベネズエラ危機に

深く関与している。ベネズエラの状況はひどいものだ。」 

とコメントしたという。 

 

TPS は１９９０年に米国が始めた移民プログラムで、

自然災害、内戦など特別な状況にある国の市民に対して

優遇された移民条件を与えるプログラム。 

 

報道によると、この４年間で米国に難民申請を出したベ

ネズエラ人は７．４万人。また、米国には３０万人のベ

ネズエラが住んでいるという。 

 

トランプ大統領の発言で紙面や在米ベネズエラ人から

期待の声が出ているものの、移民問題に厳しいトランプ

政権が TPS を本気で施行するかは疑問が残る。 

 

「マドゥロ政権 ツイッターで情報操作疑惑」         

 

スペイン総選挙で極右政党 Vox が躍進したが、その陰

にはソーシャルメディアによる情報操作があったと、ダ

イアログ戦略研究所（IDS）が訴えた。 

 

この報道に関連してマドゥロ政権がツイッターを通じ

て情報操作を行っているとの記事が流れている。 

 

政治通信専門家のイリア・プジョサ氏曰く、 

「ベネズエラの情報通信省はずいぶん前から偽のツイ

ッターアカウントを使用し、本来とは別の方向に民意を

向けようとしている」と訴えた。 

 

また、政府にメリットのある「ワード」の検索回数を増

やすことで、検索結果の上位に挙がりやすくしていると

指摘した。 
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確かに筆者も情報集めをしていた時に明らかな違和感

を覚えたことがある。 

 

与党政治家のツイッター投稿に対するコメント欄に日

本人の名前のアカウント名で、日本語でコメントされて

いた。内容は正確には覚えていないが与党を支持し、野

党を批判する趣旨のコメントだった。 

 

誰がそのようなコメントを残すのかと思い、投稿者の情

報を見てみると、過去の投稿履歴がほとんど存在してい

なかった。 

 

わざわざツイッターのアカウントを開設し、すぐに与党

を支持するコメントを投稿する人がいるとは考えにく

く、筆者は偽のアカウントだったと考えている。 

 

とは言え、このようなツイッターを利用した情報操作は

野党も行っているだろう。もちろん米国でも当然のよう

に行われているだろうし、この種の訴えはお互い様とい

う感覚はある。 

 

経 済                        

「国会 １９年５月のインフレ率３１．３％」           

 

６月１０日 国会は１９年５月のインフレ率が３１．

３％だったと発表した。 

 

１９年１月～５月までの累積インフレ率は９０５．６％。 

 

１８年５月～１９年５月までの１２カ月分の累積イン

フレ率は８１万５，１９４％と発表した。 

 

国会は、先月のインフレ率は４４．７％だったとしてお

り、先月よりもややインフレが落ち着いたことになるが

引き続き高い水準にある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.289」参照）。 

 

 

（写真）国会 

 

「食品メーカーDel Monte 社 倒産を否定」         

 

６月６日 米国の食品メーカー「Del Monte Andina 社」

がベネズエラ事業から撤退すると報じられた。 

 

当時の記事によると、チリ系の「Alimento y Frutos SA」

と「Empressa Carozzi SA」が「Del Monte Andina 社」

の倒産を申請し、裁判所がそれを許可したという内容。 

 

報道によると、「Alimento y Frutos SA」と「Empressa 

Carozzi SA」が「Del Monte Andina 社」の倒産を申請

した理由について、外国の取引先への支払いが出来てい

ないためと説明したようだ。 

 

６月１０日 「Del Monte Andina 社」は、この噂を否

定。ベネズエラでの事業を継続すると発表した。 

同時に、「Del Monte Andina 社」の倒産を申請した上記

２社に対する法的措置を検討しているとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
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「Del Monte 社は家族の生活を豊かにする約束を続け

る。あらゆるベネズエラの家庭の需要を満たし、栄養あ

る食生活に貢献する。 

 

引き続き同国で活動を継続することを再確認し、倒産に

関する発表をした事実はないことを明らかにする。 

 

Del Monte 社は、外国籍の企業２社がベネズエラの裁判

所に倒産を申請したことを明らかにし、彼らに対して必

要な法的措置を検討している。」 

と発表した。 

 

 
（写真）DEL MONTE 社 

 

「アンソアテギ州の原油貯蔵施設で原油漏れ」                  

 

国会のカルロス・ミケランジェリ議員は、自身のインス

タグラムで、アンソアテギ州のホセ鉱区にある原油貯蔵

施設から原油が漏れていると訴えた。 

 

映像も公開されており、貯蔵施設周辺が原油で汚染され

た状態になっていることが確認できる。 

 

ミケランジェリ議員は、原油漏洩は PDVSA の非効率な

運営とメンテナンス不足を証明するものだと、マドゥロ

政権を非難した。 

 

 

 

（写真）カルロス・ミケランジェリ議員インスタグラム 

 

社 会                        

「地方のガソリン不足深刻化             

     ガソリンのドル建て転売も一般的に」           

 

ボリバル州を拠点とする中堅野党「LCR」のアンドレス・

ベラスケス党首は、「地方はガソリン不足で機能停止状

態にある」と地方のガソリン不足を訴えた。 

 

政府はガソリン価格の凍結を続けており、現在のガソリ

ン価格は１リットル当たり０．００００１ボリバル。 

 

現在の為替レートで換算すると、普通車７００台のガソ

リンを満タンにするのに１ドルしかかからない計算だ。 

 

以前からコロンビア国境でベネズエラの安価なガソリ

ンを転売する商売が見られたが、最近では外国でなくて

もガソリンが転売される状況になっている。 

 

値段はドル建てでスリア州の州都マラカイボではガソ

リン５リットル当たり２～３ドルが相場のようだ。 
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なお、カラカスはガソリンが優先的に供給されているよ

うで、カラカスについて言えば、地方よりもガソリン不

足感は低いようだ。 

 

２０１９年６月１１日（火曜）             

政 治                       

「NYT トランプ大統領、対話支持           

    ボルトン大統領補佐官、軍事介入支持」        

 

６月１１日 米国「ニューヨークタイムズ紙」のコラム

ニスト Boris Munoz 氏が、在米ベネズエラ人ジャーナ

リストのインタビュー番組に出演し、ホワイトハウス内

でのベネズエラ問題の意見の相違について言及した。 

 

Boris Munoz 氏はインタビューで 

「米国ホワイトハウスではベネズエラ危機にどのよう

に対処するかで意見の相違が生じている。ボルトン氏は

軍事行動を支持している。一方、トランプ大統領は交渉

を支持している。」 

と発言。 

 

また、米国政府はベネズエラ問題について「凄惨な人道

問題」との認識を強めており、世界的な問題になりつつ

あることを認識し始めているとコメントした。 

 

「検事総長 自由オペレーションで１７名逮捕」           

 

６月１１日 サアブ検事総長は、４月３０日の自由オペ

レーションの調査状況を発表。 

 

同事件に関わったとされる３４名の調査を進めており、

１７名を拘束していることを明らかにした。 

 

 

 

 

本件に関連して１４名の野党議員が不逮捕特権をはく

奪された。また、５月８日にエドガー・サンブラーノ国

会第１副議長が逮捕されている。 

 

なお、１８年８月４日に起きたドローンによるマドゥロ

大統領襲撃事件に関して３１名を逮捕、３８名を調査し

ていると説明した。 

 

「カベジョ制憲議長が米国 CIA と内通？」         

 

ベネズエラの金融機関預金保護基金（FOGADE）の元

代表のヘスス・カルデラ氏はコロンビア系メディア

NTN２４のインタビューに応じた。 

 

その中で、ディオスダード・カベジョ制憲議長が、マド

ゥロ政権崩壊後の自身の安全について、米国情報局

（CIA）と協議しているとコメントした。 

 

「私は信頼できる情報者から、ディオスダード・カベジ

ョがトランプ政権のエージェントとコンタクトを取っ

ていると聞いている。また、他にもマドゥロ政権高官が

CIA と交渉しているとの話を聞いている。」 

と語った。 

 

カベジョ制憲議長は４月３０日の自由オペレーション

で最も強硬に政権交代に反対した人物とされている。 

 

また、自由オペレーションに関与した野党関係者の不逮

捕特権を、制憲議会を通じてはく奪しており、カルデラ

氏の発言とは対極と思える対応をしている。 

 

ベネズエラ人の特徴として、物事を自身の良い方向に解

釈する傾向がある。彼（あるいは彼の情報提供者自身）

の発言も自身の解釈から来たものなのかもしれない。 
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経 済                       

「３M ベネズエラ事業から撤退？」            

 

現地メディア「La Patilla」は、米国の化学・電気関連メ

ーカー「３M」がベネズエラ事業停止を発表したと報じ

た。 

 

同社のウェブサイト、ツイッターを確認する限り、事業

停止に関する報道は確認できておらず、「Del Monte 社」

と同様、フェイクニュースの可能性もありそうだ。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

「La Patilla」が公開している事業停止の発表文には、従

業員への保証に関する説明は書かれているが、事業停止

の理由については書かれていない。 

 

「ドル建て物価 １年半前と比べて３０倍？」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のホセ・アントニオ・ヒル

副社長は、ハイパーインフレで物価高騰が加速する一方

でドルとボリバルの為替レートはインフレに追いつい

ておらず、ドル建てでみた生活費が上昇しているとコメ

ントした。 

 

同氏によると、２０１８年１月に１０ドルで購入できた

ものが、今では少なくとも３００ドルかかるとコメント

した。 

 

個人的にはヒル氏の発言は多少オーバーな気がするが、

為替レートは比較的安定している割に物価は毎月３０

～４０％ほど上昇しており、以前と比べてドル建ての生

活費が上がっていることは妥当だろう。 

 

「政府 キャッシュレジスターの変更を義務化」         

 

銀行監督局（SUDEBAN）は、行政決定０１４１号を発

出。レシートを発行するキャッシュレジスターの変更を

義務化した。 

 

今回の決定について経済系メディア「Bancaynegocios」

が商工会らに確認したところ、今回の決定は民間セクタ

ーに悪影響を与えるとの懸念が多かった。 

 

主な理由は３点。 

 

１点目は企業の業績が悪く、新しいキャッシュレジスタ

ーを購入する資金的な余力がないこと。 
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新たに購入が義務付けられたキャッシュレジスターの

価格は約 BsS.６００万ほどかかるという。ドル建てで

１，０００ドルになるが、購入は厳しいというもの。 

 

２点目は技術的な問題 

 

新しいキャッシュレジスターを政府のシステムとつな

ぐためにはインターネット回線が正常に機能すること

が前提になるが、現在のネット環境では問題が生じる可

能性が高いというもの。 

 

３点目は罰則。 

 

銀行監督局（SUDEBAN）の指令に従うことが出来ず、

レジスターを購入できない場合、行政から罰則が科せら

れ、営業停止など営業が継続できなくなることを懸念し

ている。 

 

「Bancaynegocios」は、今回の制度施行はベネズエラに

混とんをもたらす可能性があると警鐘を鳴らしている。 

 

社 会                       

「Armando Info Alex Saab 氏の汚職実態を公表」            

 

米国でベネズエラ情報を配信する「Armando info」は、

コロンビア人の Alvaro Puldo 氏と Alex Saab 氏の汚職

実態についてレポートを公開した。 

 

Alex Saab 氏は CLAP 取引で食料品を政府に供給し、汚

職に関わったとされる人物。米国・コロンビアで捜査対

象となっている。 

 

２０１３年～１４年にかけて、Puldo 氏と Saab 氏は、

香港に４つの会社を設立し、当時の外貨割当システム

「SICAD」を通じてベネズエラ企業と多くの取引をし

ていたという。 

 

SICAD は DICOM と比較的似た外貨制度。 

 

週１回の頻度で外貨割り当ての公募が行われ、外貨割当

がされていた。DICOM と違い外貨割当先が公表されな

かったと理解している。 

 

レポートでは、例えば１４年７月１８日に実施された１

９回目の SICAD でヌエバエスパルタ州の「Inversiones 

Vida」という会社に２００万ドルが割り当てられた。 

 

この２００万ドルはパナマの「China Ideal Corporation 

Limited（香港籍の会社）」に入金された。 

 

その後、８月２２日に２３回目の SICAD が実施され、

「Akron Gomas de Venezuela」に５５０万ドルが割り当

てられた。 

 

その外貨はパナマにある「Good Central（香港籍の会社）」

に入金されたという。 

 

この２社はともに Alvaro Puldo 氏の関係会社だという。 

 

他、「China Royal Industrial Limited」、「China Good 

Investment Limted」の名義で SICAD の外貨を入金し、

合計で１．２億ドルの外貨割り当てをうけたとしている。 

 

以上 

 


