
 VENEZUELA TODAY 
２０１９年７月３日～７月４日報道               No.３１３   ２０１９年７月５日（金曜） 

1 / 7 

（写真）国連人権高等弁務官事務所 “７月４日 国連のベネズエラ視察団 報告書を公表” 

 

 

２０１９年７月３日（水曜） 

 

政 治                     

「検察庁 意図的暴力を理由に軍人２名を逮捕」 

「ボレル外相 次期 EU 外交委員長の最有力候補 

～ベネズエラ問題は対話重視の見込み～」 

「独政府 大使のベネズエラ再着任について見解」 

「米国政府 在米ベネ大使館の保護国申請を拒否」 

経 済                     

「米国政府 Cubametal に制裁」 

「シェブロン慰留のためロイヤリティ下げを検討」 

「電子機器取引は９３．５％が外貨建て」 

「国会 エクアドルとの汚職取引を調査」 

２０１９年７月４日（木曜） 

 

政 治                    

「国連人権高等弁務官事務所 

ベネズエラ視察の報告書を公開」 

「マドゥロ政権 報告書７０カ所に抗議」 

「日本政府 コロンビアに４５０万ドル寄付」 

経 済                    

「両替テーブル １ドル BsS.７，０００越え」 

「PDVSA 犯罪者と原油取引？」 

「米国 NY 裁判所 PDVSA の訴訟を停止」 

社 会                     

「スリア州でガソリンの密売組織逮捕」 
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２０１９年７月３日（水曜）             

政 治                       

「検察庁 意図的暴力を理由に軍人２名を逮捕」       

 

６月２９日に DGCIM の拘束中に死亡したラファエル・

アコスタ海軍将校について、検察庁はアコスタ将校を殺

害したとして２名の軍人を拘束するよう指示した。 

 

ラファエル将校を殺害したとされるのは防衛軍所属の

アントニオ・タラシオ大尉（２３歳）とアスティベン・

サラテ２等軍曹（２２歳）。 

 

検察庁の発表によるとラファエル将校は「危害を加える

意志を持った行為」により死亡したとしており、組織内

で殺害が行われたことを暗に認めた。 

 

他方、検察庁の発表では国際社会、野党らが指摘する「拷

問死」とは記載していない。 

 

与党関係者のコメントを見る限り、今回の事件は、拘束

中に起きた殺人事件であると認識している一方、組織的

なものではないとの立場を示しているようだ。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長は今回の件について

「ベネズエラ政府は、いかなる理由であっても拷問を行

うことを認めない。」 

と発言している。 

 

なお、１８年１０月に野党、第一正義党（PJ）に所属す

るリベルタドール市議、フェルナンド・アルバン市議が

SEBIN 拘束中に死亡した事件があった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.200」参照）。 

 

誰もが拷問死だと指摘する中、検察庁は飛び降り自殺だ

と断定した。 

 

国際社会の目が更に厳しくなっているためか、今回は自

殺や偶発的死亡などとは説明しなかったようだ。 

 

また、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.312」で、抗議

中に警察に催涙弾を打たれ視力を失った１６歳の少年

の事件について紹介した。 

 

サアブ検事総長は、同事件についてタチラ州警察のウセ

チェ・ブランコ氏とヘンリー・エルナンデス氏を逮捕し

たと発表した。 

 

「ボレル外相 次期 EU 外交委員長の最有力候補    

    ～ベネズエラ問題は対話重視の見込み～」         

 

１９年５月に欧州議会議員選挙が行われた。「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.296」でも、スペイン与党 PSOE の躍

進、レオポルド・ロペス党首の父親の当選について紹介

した。 

 

同選挙で当選した議員は、７月２日に欧州議会議員に就

任した。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、新 EU

議会で欧州連合の外交政策委員長を担うのは、スペイン

のボレル外相になる見通しだという。 

 

現在、EU で外交政策委員長を務めているのはイタリア

のフェデリカ・モゲリーニ氏。 

 

ベネズエラ問題については、彼女もボレル外相も「対話

での解決」を明確に支持しており、EU 議会の交代を受

けて、EU の対ベネズエラ方針が大きく変わることはな

いと考えられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2dcf3b7afe10f5500bbf89f4eeef205.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2dcf3b7afe10f5500bbf89f4eeef205.pdf
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「独政府 大使のベネズエラ再着任について見解」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.312」で、マドゥロ政

権が国外退去命令を出していた在ベネズエラ・ドイツ大

使をベネズエラに戻すことでドイツ政府と合意したと

の記事を紹介した。 

 

この報道を受けて、グアイド議長をベネズエラの暫定大

統領と認識するスタンスを取っていたドイツ政府が方

針転換をしたのではないかと報じられていた。 

 

在ベネズエラ・ドイツ大使館は、公式ツイッターでドイ

ツ側の見解を説明。 

 

「昨日、ベネズエラ外務省は Daniel Kriener 在ベネズエ

ラ・ドイツ大使の追放処分を無効にした。この連絡はベ

ルリンにいるイバン・ヒル外務次官（ベネズエラ側）か

ら通知を受けた。 

 

ベネズエラ外務省は、我々のスタンスを変えることを条

件とすることなく、今回の決定を下した。 

 

今回の決定によりベルリンにいるKriener大使の再着任

手続きを進めている。」 

と発表した。 

 

上記の投稿を見る限り、グアイド議長をベネズエラの暫

定大統領と認識するスタンスは維持しているが、マドゥ

ロ政権側の外務省を「ベネズエラ外務省」と記載してお

り、引き続き難しいスタンスを強いられることになりそ

うだ。 

 

 

 

 

 

 

「米国政府 在米ベネ大使館の保護国申請を拒否」                  

 

米国政府とベネズエラ政府は、政治的な関係悪化を理由

に双方の大使館を閉鎖している。 

 

通常、大使館が閉鎖した場合、当該国の自国民を守るた

めの活動を別の国に委託するため「保護国」を指名する。 

 

米国政府については、「保護国」としてスイス政府を指

名。マドゥロ政権側の承認を待っている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.275」参照）。 

 

対する、マドゥロ政権は「保護国」として、トルコを指

名。米国政府に当該国の保護国認定を求めていた。 

 

しかし、７月３日 アレアサ外相は米国政府がベネズエ

ラ側の申請を拒否してきたと訴えた。 

 

米国政府としてベネズエラの大統領をグアイド議長と

認識しており、マドゥロ政権が米国で保護国を申請する

ことはできないことが理由。 

 

今回の決定を受けて、アレアサ外相はウィーン条約に違

反していると指摘。 

 

外交の同等原則に従い、ベネズエラに住む米国人の処遇

について米国政府は関与することが出来なくなったと

説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aba72d87374e4ed27b08e70f0d1b6251.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aba72d87374e4ed27b08e70f0d1b6251.pdf
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経 済                        

「米国政府 Cubametal に制裁」           

 

７月３日 米国政府は、原油取引を通じてマドゥロ政権

を支援しているとしてキューバの「Cubametal」を制裁

リストに追加すると発表した。 

 

同時に、制裁リストに追加していたイタリア籍の船会社

「PB Tankers」を制裁リストから外した。 

 

「PB Tankers」をリストから外した理由について、米国

財務省は 

「ベネズエラ産原油をキューバに輸送することを停止

したため」 

と説明している。 

 

「シェブロン慰留のためロイヤリティ下げを検討」         

 

エネルギー情報サービス会社「Argus Media」は、ベネ

ズエラ側がシェブロンにベネズエラ事業を継続しても

らうために、ロイヤリティを下げることを検討している

と報じた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.312」で紹介した通り、ベ

ネズエラは米国向けの輸出が減少し、代わりに中国向け

輸出が堅調に推移している。 

 

この状況を受けてベネズエラで生産する原油を米国で

需要が高い配合から、中国で需要が高い配合に変えよう

としている。 

 

また、シェブロンは米国の制裁により、ライセンスが延

長されない限り７月２７日に PDVSA との取引を停止

しなければならない。 

 

 

 

シェブロンは、「Petropiar」の３０％の株式を所有し、

PDVSA とベネズエラで石油事業を行っている。ライセ

ンスが切れれば、同国での事業継続はかなり困難。 

 

このような状況下で、シェブロンに慰留してもらうため、

PDVSAは現在のロイヤリティ３０％を２０％に減らす

ことを提案しているようだ。 

 

関係者によると、ロイヤリティが２０％は、シェブロン

にとって魅力的なオファーだという。 

 

「電子機器取引の９３．５％は外貨建て」                  

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」は、全国主要都市１３

２店舗で実地調査を実施。 

 

その結果、ベネズエラで取引される電化製品の９３．

５％はドル建てで取引されていると報じた。 

 

調査を行ったベネズエラの都市は、カラカス、マラカイ

（アラグア州）、バレンシア（カラボボ州）、レチェリア

（アンソアテギ州）、バルキシメト（ララ州）、マラカイ

ボ（スリア州）。 

 

その結果、 

携帯、パソコンなど電子機器の９３．５％は外貨建て。 

家電取引の８４％は外貨建て。 

自動車部品の７２．２％は外貨建て。 

との結論を発表した。 

 

また、以前から不動産取引や自動車取引は外貨建てで行

う慣習があったが、一般商品も外貨で取引することが一

般的になってきていると報じた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
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「国会 エクアドルとの汚職取引を調査」                  

 

グアイド議長率いる野党多数の国会は、エクアドルとベ

ネズエラとの過去の取引を調査すると発表した。 

 

故チャベス元大統領は、脱米ドル経済圏を創設するため、

仮想通貨「スクレ」を提唱。 

 

当時、チャベス政権と関係が良好だったコレア政権のエ

クアドルは、「スクレ」を通じて多額の取引を行ってい

た。 

 

スリア州選出のウィリアム・バリエントス議員は、過去

「スクレ」を通じてエクアドルと行った取引でコンテナ

を開けたところ、中には何も入っていなかったと説明。 

何も入っていないコンテナを輸出することで、外貨を受

領していたと訴えた。 

 

また、２０１０年～２０１４年にかけて、仮想通貨「ス

クレ」を通じてエクアドルと２０億ドル以上の取引が行

われ、多くの資金が汚職で漏出したと訴えた。 

 

２０１９年７月４日（木曜）               

政 治                        

「国連人権高等弁務官事務所             

       ベネズエラ視察の報告書を公開」        

 

６月１９日～２１日にかけて国連人権高等弁務官事務

所のバチェレ弁務官がベネズエラを訪問。帰国後に、今

回の視察の報告書を発表すると説明していた。 

 

７月４日 人権高等弁務官事務所は６月の視察報告書

の概要を公表した。 

 

 

 

報告書では 

「ベネズエラ政府が食料や医療に関して経済・社会的な

暴力を行っていると信じるに足る根拠がある。」 

と言及。 

 

一方で 

「マドゥロ政権は問題の深刻性を理解しておらず、適切

な対応を取っていない」 

と指摘。 

 

概して、マドゥロ政権の人道性を非難する内容が多かっ

た。 

 

要旨は以下の通り。 

 

・食料、水、医療など生活に必要最低限な物資を保証す

るような措置を取るよう求める。 

 

・拷問や法的措置を越えた処罰など、深刻な人権侵害を

即座に停止するよう求める。 

 

・原住民への人権侵害について透明で中立的で有効な

調査を即座に実施することを求める。 

 

・政治的意思で拘束した全ての囚人を解放するよう求

める。 

 

・マスコミの表現の自由を保障するような対応を求め

る。 

 

・特殊部隊（FAES）を解体するよう求める。 

 

・検察庁が中立的な組織になるような措置を講じるよ

う求める。 

 

・人権侵害を受けた被害者が、安全に訴えを起こせる措

置を講じるよう求める。 
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制裁については、 

「制裁が始まる前からベネズエラの経済混乱は始まっ

ており、多くの国が科している制裁はマドゥロ政権の個

人を対象としている。」 

と説明。 

 

制裁に関する非難は最小限に抑えられた内容となって

いた。 

 

本件について、急進野党派の人々を含めて国連の報告書

を支持。これまで国連の非難をしていたグループも報告

書の内容を支持した。 

 

「マドゥロ政権 報告書７０カ所に抗議」           

 

多くの国が報告書の内容を支持する一方、マドゥロ政権

は同報告書に抗議の意を示している。 

 

７月４日 マドゥロ政権は報告書に記載されている７

０カ所に異議を唱え、重大な間違いについて修正をする

よう求めた。 

 

「報告書はベネズエラの人権問題について、明らかに偏

った内容で、ベネズエラ政府側の主張をほぼ全て削除し

た内容になっている。」と主張。 

 

「報告書では制裁が始まる前からベネズエラの経済が

悪化していたと記載しているが、当時の経済悪化は２０

１４年から始まった原油価格の急落が主な理由であり、

１７年以降は米国の経済制裁が混乱の大きな要因だっ

た」と主張。 

 

「この点について、報告書では適切な分析を欠いてい

る。」とした。 

 

 

 

「日本政府 コロンビアに４５０万ドル寄付」         

 

７月４日 在コロンビア日本大使館は、記者会見を実施。 

 

日本政府は、国連を通じてコロンビア在住のベネズエラ

人を支援するため４５０万ドルの資金援助を行うと発

表した。この寄付は国連の国際移民機関（OIM）などを

通じて支出されるようだ。 

 

日本政府は、６月にもベネズエラ移民問題の対策費とし

て、ブラジルへ３６０万ドルの援助資金を拠出していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.301」参照）。 

 

経 済                       

「両替テーブル １ドル BsS.７，０００越え」            

 

７月４日の「両替テーブル」の為替レートは１ドル BsS.

７，２０５．０７。始めて１ドル BsS.７，０００を超え

た。 

 

同日の「両替テーブル」で、最もボリバル安で取引して

いたのは「Bancaribe」の１ドル BsS.７，９００． 

 

最もボリバル高で取引していたのは「Bancamiga」で１

ドル BsS.６，５２０だった。 

 

 

他方、並行レートの参照サイト「DolarToday」は、１ド

ル BsS.７，９００付近にある。 

 

一時期と比べて並行レートと公定レートとの差が開い

ているが、とは言え比較的近い水準にあると言える。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年７月３日～７月４日報道               No.３１３   ２０１９年７月５日（金曜） 

7 / 7 

 

「PDVSA 犯罪者と原油取引？」         

 

「Bloomberg」は、PDVSA がパナマ在住のセルビア人

Dragoslav Ilic 氏と原油取引をしていると報じた。 

 

Dragoslav Ilic 氏は「MS International Corpration」とい

う会社を通じて、アジア向けにベネズエラの原油を輸出

し、ベネズエラにガソリンを売っているという。 

 

この Dragoslav Ilic 氏には、麻薬取引の容疑がかかって

いるようだ。 

 

２００４年、１キロのコカイン１７１セット、液状コカ

イン２００～３００グラムを入れた赤ワインをアルゼ

ンチンから欧州に輸出しようとした容疑で捕まったこ

とがある。 

 

また、殺害を計画した罪で１９９７年からオランダで４

年７カ月間、刑務所に収容されたことがあるようだ。 

 

「米国 NY 裁判所 PDVSA の訴訟を停止」              

 

７月４日 グアイド政権が任命したホセ・イグナシオ・

エルナンデス会計監査総長は、自身のツイッターでニュ

ーヨーク裁判所が PDVSA に対する訴訟手続きを停止

したと投稿。 

 

今回の訴訟手続きの停止は、グアイド政権が裁判所に対

して行ったものと説明した。 

 

 

 

ただし、具体的にどの案件で PDVSA への訴訟が停止し

たのかは明言されていない。 

 

社 会                       

「スリア州でガソリンの密売組織逮捕」            

 

軍部「地帯統合戦略防衛区（ZODI）」のスリア州管轄部

隊とスリア州警察は、ガソリンの密売を行っていたとし

て密売に使用された自動車２５０台を押収したと発表

した。 

 

ZODI 地域担当のダリオ・ロドリゲス氏は、 

「密売に使用された自動車はガソリンを入れた後に、別

の場所へ向かい、密売のためにガソリンをタンクに入れ

替えていた」 

と発表した。 

 

ベネズエラのガソリン価格は異常に安いため、ベネズエ

ラで購入したガソリンをコロンビアで売り、巨額の利益

を上げることが出来る。 

ガソリン不足が深刻な現在でこそ、政府の監視の目が厳

しくなったが、２０１２年頃国境の都市では誰でもこの

ような取引をしていたと言われている。 

 

 

（写真）Panorama 

以上 


