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（写真）ウーゴ・カルバハル氏ツイッター “スペインで拘束。米国へ身柄引き渡し後、情報提供に協力する予定” 

 

 

２０１９年４月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「元与党幹部 スペインで逮捕される 

～米国に身柄引き渡し後、情報提供予定～」 

「アルゼンチン ウナスールを正式に脱退」 

「軍部高官略歴 多くはキューバで訓練経験あり」 

経 済                     

「米国 キューバに原油を輸出する船会社ら制裁」 

「中銀職員 GOLD 引き出し問題をリーク 

～情報提供をした職員２名が一時拘束される～」 

社 会                     

「電力問題の解決には日・独・米の支援が必要」 

2019 年 4 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「公務員は４月１５～１７日休日 

～セマナサンタと併せて９日間の大型連休～」 

「ポンペオ国務長官 ククタを訪問」 

「外務省 制裁で人道支援が妨害されている」 

経 済                    

「米国 政権交代後日本らと１００億ドル支援」 

「IMF 春季会合 ベネズエラの国家元首決まらず」 

「通貨供給量の増加の勢いが減速」 

社 会                     

「CONATEL ドイツメディアの放送禁止」 
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２０１９年４月１２日（金曜）             

政 治                       

「元与党幹部 スペインで逮捕される          

   ～米国に身柄引き渡し後、情報提供予定～」       

 

４月１２日 元与党幹部だったウーゴ・カルバハル氏が

スペインで逮捕された。カルバハル氏の息子が住む部屋

で逮捕された。 

 

カルバハル氏は軍部出身で故チャベス元大統領の旧友。

１３年４月～１４年１月には軍部の警察組織 DGCIM

のトップを務めた。また、１４年６月には麻薬取引に関

与したとして米国の要請によりアルーバで拘束された

こともある。 

 

制憲議会の議員として活動していたが、１９年２月２１

日にマドゥロ政権からの離脱を宣言。マドゥロ大統領に

辞任を求め、雲隠れしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.256」参照）。 

 

マドゥロ政権から離反した後、カルバハル氏は米国政府

に対して情報提供の見返りに罪を軽くするよう司法取

引を持ち掛けていたとされている。 

 

今回のカルバハル氏逮捕はスペインが米国側の要請を

受けたもの。 

 

ニューヨーク南部裁判所は、カルバハル氏が麻薬取引に

関与したとして１１年に有罪判決を下していた。また、

０８年にはコロンビアのゲリラ組織「FARC」の麻薬取

引を支援したとして訴えられていた。 

 

ディオスダード・カベジョ制憲議長とも親交が深く、ア

イサミ経済担当副大統領の汚職取引についても内情を

知る人物とされている。 

 

カルバハル氏は今後、米国へ身柄を引き渡され米国で情

報提供に協力すると報じられている。他方、カルバハル

氏自身は麻薬取引の関与を否定しているとの報道もあ

り、情報は錯そうしている。 

 

グアイド議長率いる野党国会は、マドゥロ政権から離反

した軍人は罪に問わないとの恩赦法を承認した。 

 

カルバハル氏はマドゥロ政権を離反し、グアイド議長率

いる野党国会の支持に回った人物で、恩赦法の原則に従

えばカルバハル氏は罪に問われないことになる。 

 

他方、米国の法律が適用されれば、最低でも懲役１０年

が宣告されると報じられている。 

 

「アルゼンチン ウナスールを正式に脱退」         

 

４月１２日 アルゼンチンの外相は、南米諸国連合（ウ

ナスール）を正式に脱退したと発表した。 

 

アルゼンチンは昨年４月にウナスールからの脱退を表

明していた。規定に従い１年間の移行期間を経て正式に

脱退することになる。 

 

ウナスールはブラジルのルーラ大統領や故チャベス元

大統領が主導で組織した国際機関。 

 

当時はエクアドルのコレア政権、アルゼンチンのキルチ

ネル政権など左派政権が占めていたが、状況が変わり組

織の存続意義がなくなっていた。 

 

アルゼンチンの他に、ブラジル、コロンビア、ペルー、

パラグアイも昨年脱退を表明しており、エクアドルはウ

ナスール本部として提供していた建物を国に返還させ

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b01d5641015616e2916a6dacdfc91b9f.pdf
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１９年３月にはアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロン

ビア、エクアドル、ペルー、パラグアイ、ガイアナが「プ

ロスール」という国際機関を発足させており、ウナスー

ルの代替的な組織になると思われる（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.269」参照）。 

 

「軍部高官略歴 多くはキューバで訓練経験あり」                  

 

ベネズエラ人記者のカスト・オカンド氏は、現地メディ

ア「Primer Informe」に、ベネズエラ軍部とキューバの

内情に関する調査レポートを投稿した。 

 

その中で、軍高官とキューバとの関係性について書かれ

ているので紹介したい。 

 

・パドリーノ・ロペス国防相： 

ベネズエラ国内にいるキューバ人と直接連絡を取って

いる。軍部とマドゥロ政権との橋渡し的な役割を担って

いる。 

 

・レミヒオ・セバジョ国軍総司令官： 

キューバで訓練は受けていないが、複数回キューバには

足を運んでいる。野心家で国防相を狙っているとされる。

また、情報筋によると米国海軍で訓練を受けた人物で有

能とされている。 

 

・ヘスス・スアレス陸軍総司令官 

左派思想の強い人物で、キューバで軍事教育を受けた過

去がある。キューバ政府とのつながりも強い。故チャベ

ス元大統領のボディーガードを務めていた。 

クリストファー・フィゲロア SEBIN 長官の従兄弟。 

 

・クリストファー・フィゲロア SEBIN 長官 

左派思想の強い人物。キューバで軍事訓練を受けており、

キューバ人との関係が強い。野党から拷問を行ったとし

て非難されている人物の一人。 

 

・イバン・エルナンデス大統領護衛長 

マドゥロ大統領とフローレス大統領夫人に対して、完全

な忠誠を誓っている人物。マドゥロ政権の政策に深く関

与しているとされる。キューバで軍事教育を受けている。 

 

経 済                        

「米国 キューバに原油を輸出する船会社ら制裁」           

 

４月１２日 米国政府はベネズエラ産原油をキューバ

に輸送している船会社、船舶を制裁リストに追加した。 

 

４月５日にも同様の理由から船会社２社、PDVSA が所

有する船舶３４隻を制裁リストに加えていたため、今回

で２回目になる（「ベネズエラ・トゥデイ No.275」参照）。 

 

制裁されたのは 

 

リベリア本社の「Jennifer Navigation Limited」。 

１９年１月～３月にかけてキューバにベネズエラ産原

油を輸出した。 

 

リベリア本社の「Lima Shipping Corporation」。 

１９年２月～３月にかけてキューバにベネズエラ産原

油を輸出した。 

 

リベリア本社の「Large Range Limited」。 

１９年２月～３月にかけてキューバにベネズエラ産原

油を輸出した。 

 

イタリア本社の「PB Tankers S.P.A.」。 

同社が所有する Silver Point、 Alba Marina、Gold Point、

Ice Point、Indian Point、Iron Point が船舶として制裁

リストに追加された。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aba72d87374e4ed27b08e70f0d1b6251.pdf
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米国財務省は、これらの船舶が１９年３月に化学品、石

油をキューバに輸出したと発表している。 

 

「中銀職員 GOLD 引き出し問題をリーク       

 ～情報提供をした職員２名が一時拘束される～」         

 

４月１２日 野党系ジャーナリストの Carla Angola 氏

は、中央銀行職員の情報として、GOLD の金庫のマネ

ジメントにイレギュラーが起きていると報じた。 

 

GOLD が保管されている金庫がある棟は、特別な許可

を得た人物だけが入棟できるとしており、現在は監視員

も棟に入ることが出来ないとし、金庫内の GOLD が強

奪されている可能性について報じた。 

 

１８年１１月、米国政府はベネズエラの GOLD 取引に

制裁を科した。同制裁により英国にあるベネズエラの

GOLD は差し押さえられている。 

 

また、GOLD 取引は米国に厳しく監視されており、１

９年１月にアラブ首長国連邦に極秘に輸出した際にも

米国政府に輸入者を即座に特定されていた。 

 

このような状況が理由か、マドゥロ政権は GOLD 取引

を水面下で行うようになっており、３月にはウガンダで

ベネズエラ産の GOLD が確認されている。 

 

中央銀行の GOLD 金庫の状況について報道されてから

数時間後、ベネズエラで公安組織のような役割を果たし

ている SEBIN が野党関係者と面談した中央銀行職員２

名を拘束したと報じられた。 

 

４月１４日には解放されたが、その間メディアでは情報

統制を強化するマドゥロ政権を非難する報道が多く出

ていた。 

 

 

社 会                        

「電力問題の解決には日・独・米の支援が必要」           

 

電気産業労働者連合（Fetraelec）のアレックス・ロドリ

ゲス代表は、ベネズエラ国内にある変圧システムの９

８％は耐用年数を過ぎているとコメントした。 

 

また、適切なメンテナンスと定期検査が出来ておらず、

これらが全国的な停電の原因であるとの見解を示した。 

 

また、グリ発電施設の設備を修復するためには、日本、

ドイツ、米国の協力が必要で、協力があったとしても設

備を製造するためには発注から６カ月はかかるだろう

と述べた。 

 

しかし、施設内の損傷は激しく、どのような設備を修復

する必要があるのかを調査し、必要な資材を明確にする

だけでも１年はかかるとした。 

 

２０１９年４月１３日～１４日（土・日）             

政 治                        

「公務員は４月１５～１７日休日            

  ～セマナサンタと併せて９日間の大型連休～」        

 

４月１３日 マドゥロ大統領は民兵組織１０周年イベ

ントに出席。 

 

同イベントで、電力問題に対応するため、４月１５日（月

曜）～１７日（水曜）まで公務員は休日にすると発表し

た。 

 

４月１８日（木曜）～１９日（金曜）は元々、「セマナサ

ンタ」と呼ばれるベネズエラの祝日だったので、公務員

は急遽４月１３日～２１日までの大型連休が出来たこ

とになる。 
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なお、全ての公務員が休日になるわけではなく食料セク

ター、国営金融機関など操業を停止できないセクターに

ついては通常通り勤務をする。 

 

なお、このように突然平日を休日にすることはベネズエ

ラでは度々ある。過去の例で言えば、官報が公布される

ことになるだろうが、蓋をあけてみると民間セクターも

含まれている可能性はある。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“４月１３日 民兵組織１０周年イベントに参加” 

 

「ポンペオ国務長官 ククタを訪問」           

 

先週から米国のポンペオ国務長官はチリ、パラグアイ、

ペルー、コロンビアと南米を周遊している。 

 

４月１４日 ポンペオ国務長官はベネズエラに国境を

面するコロンビア側の町ククタを訪問。ドゥケ大統領も

ククタを訪問し、ベネズエラとコロンビアを結ぶ橋を視

察した。 

 

ククタはベネズエラとコロンビアをつなぐ地点で以前

は多くのベネズエラ人が物資調達のためベネズエラか

らコロンビアに移動していた。 

 

また、そのままコロンビアに滞在するベネズエラ人も多

く、移民の流入ポイントにもなっていた。 

 

しかし、２月２３日に、米国政府が送った人道支援物資

の受け入れを巡り、ククタはマドゥロ政権との衝突の舞

台となった（「ベネズエラ・トゥデイ No.257」参照）。 

マドゥロ政権側は支援物資の搬入を拒むためにコロン

ビアとベネズエラをつなぐ橋にコンテナを置き妨害。 

 

それ以来、両国の人と物の移動は以前のように出来なく

なっている。 

 

「外務省 制裁で人道支援が妨害されている」         

 

４月１４日 ベネズエラ外務省は声明を発表。 

 

PDVSAへの制裁の影響でベネズエラの人道支援プログ

ラム、特に医療分野へのアテンドが妨害されていると発

表した。 

 

声明では、PDVSA はベネズエラ国内で同社の労働者お

よび一般市民向けに慈善事業を行っており、医療分野で

は、国内外で医療センターを建設。 

５０万人以上の癌患者、HIV 患者、パーキンソン病患者

らを支援しているとした。 

 

しかし、米国が科した制裁の影響で PDVSA は他国から

物資が調達できなくなっており、国内の患者の命が危険

にさらされていると主張。 

 

米国政府が行っていることは人道問題に当たると訴え

た。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年４月１２日～４月１４日報道            No.２７８   ２０１９年４月１５日（月曜） 

6 / 7 

 

経 済                       

「米国 政権交代後日本らと１００億ドル支援」            

 

４月１３日 ワシントンで開催された世界銀行、IMF の

春季会合で主要２０カ国の財務大臣がベネズエラ問題

について協議した。 

 

会合後、米国のムニューシン財務長官は、日本、欧州ら

と連携し、ベネズエラに対して１００億ドルの商業融資

を供与する用意があると発表した。もちろん、この融資

はマドゥロ政権崩壊後に実現する。 

 

「こういった会合でベネズエラ問題について議論する

たび、同国の状況が明確に悪化していることに驚いてい

る。 

 

ベネズエラで起きているのは深刻な人道危機だ。この危

機により近隣国への移民が増加し、移民問題にも発展し

ている。 

 

我々は新政権の商業取引を支援するため、約１００億ド

ルの融資を共同で行うだろう。」 

とコメントした。 

 

同会合に参加したのは、ドイツ、アルゼンチン、ブラジ

ル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアド

ル、スペイン、フランス、グアテマラ、ガイアナ、イタ

リア、日本、メキシコ、パナマ、ポルトガル、ペルー、

英国、米国の２０カ国。 

 

「IMF 春季会合 ベネズエラの国家元首決まらず」         

 

４月１４日 世界銀行・IMF の春季会合が実施された

が、ベネズエラの代表をグアイド議長とするのかマドゥ

ロ大統領とするのかの結論は出なかった。 

 

 

IMF のラガルド専務理事は、 

「我々が出来ることは加盟国を導くことだけだ。ベネズ

エラの国家元首を誰と認識するのかは、IMF が決める

ことではない。正当な政府が誰かを認識するためには、

広範囲な賛同と認識が必要だ。もし、それが実現するの

であれば、我々は対応する。」 

とコメントした。 

 

IMF はベネズエラの国家元首が誰にあるのか認識が定

まるまで、グアイド政権にもマドゥロ政権にも IMF の

特別引出権（SDR）（IMF 加盟国が緊急時に引き出すこ

とが出来る資金）は使用させないことを決定した。 

 

「通貨供給量の増加の勢いが減速」              

 

ベネズエラ中央銀行が公表している各週の通貨供給量

によると、４月５日時点の通貨供給量は BsS.４兆４，７

５９億で先週比５．５％の増加だった。 

 

前週の３月２９日は、BsS.４兆２，５５０億で先週比５．

８％増だった。 

 

２０１８年に入ってから通貨供給量は先週比１０～２

０％超の勢いで増加していたが、ここにきて増加が減速

している。 

 

主な理由は、中央銀行が１月に発表した預金準備率の引

き上げとされる（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

金融機関は多くの資金を中央銀行に預けなければなら

なくなり、その結果融資に回す資金が枯渇している。 

 

通貨供給量は、融資が行われることで増加する性質を持

っており、融資が減少したことで通貨供給量の増加が抑

えられていることが確認できる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
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ただし、例年５月には最低賃金の引き上げが行われる。

最低賃金が増えれば、通貨供給量が増加することになる

だろう。 

 

社 会                       

「CONATEL ドイツメディアの放送禁止」            

 

４月１４日 ドイツ系メディア「Deutsche Welle」は、

ベネズエラの通信監督局（CONATEL）から、国内での

番組放送を禁止されたと発表した。 

 

ベネズエラのテレビは与党の政治的なプロパガンダが

入ることが多く、放送できる内容にも制限がある。 

また、全国のテレビ網を政府がジャックする「カデナ」

により、テレビ番組が中断されることも多い。 

 

野党支持者を中心に、これらの政府介入を嫌う市民の多

くは有料放送を視聴している。 

 

「Deutsche Welle」（スペイン語版）は、有料放送で番組

を提供していた。 

 

これまでもコロンビア系の「NTN24」「Caracol TV」、

米系メディアの「CNN Espanol」など、政府に批判的な

外国メディアがベネズエラ国内での放送を禁止された。 

 

「Deutsche Welle」は今後もインターネットを通じて、

ベネズエラの状況を報道するとしている。 

 

以上 

 


