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（写真）Youtubeより抜粋 “FARC幹部マルケス氏、武装再開を宣言。ドゥケ大統領はマドゥロ大統領を非難” 

 

 

２０１９年８月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「米国ベネズエラ問題担当官にインタビュー 

～マドゥロ大統領を罪に問わない姿勢示す～」 

「グアイド議長 大統領府直轄委員会を発足」 

「米国政府 ベネズエラ問題対策連合を発足」 

経 済                     

「PETRO 建ての外貨仕送りシステムを発表」 

「マドゥロ大統領 経済再建の専門家リスト作成」 

「グアイド政権 Monomeros の復旧方針示す」 

社 会                     

「Consultores２１ ４４％は国外移住を希望」 

２０１９年８月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「FARC幹部 和平合意の破棄を宣言 

～マドゥロ政権が潜伏先を提供？～」 

「大統領候補はレオポルド・ロペス VP 党首？」 

経 済                    

「グアイド政権 PDVSA 債を巡り債権者と協議」 

「中国の原油支払いで外貨準備 ７億ドル増」 

社 会                     

「スロベニア政府 自国民４７名を本国送還」 

「カラカス ５１％の殺人事件は治安当局 

Economist 安全都市ランキング ６０位中５９位」 
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２０１９年８月２８日（水曜）             

政 治                       

「米国ベネズエラ問題担当官にインタビュー      

 ～マドゥロ大統領を罪に問わない姿勢示す～」       

 

８月２８日 「New York Times」は、米国でベネズエラ

問題担当官を務めるエリオット・エイブラムス氏のイン

タビュー記事を公開。 

 

エイブラムス担当官は、マドゥロ大統領が大統領を降り

るのであれば、罪に問わない姿勢を示した。 

 

「我々は彼を法的に処罰しようとしているわけではな

い。また、彼を迫害する意志もない。我々は、彼に政権

を降りることを求めている。彼に名誉ある退陣を求めて

いる。」 

とコメントした。 

 

このコメントは、これまでの米国政府の方針と大きく異

なる内容となる。 

 

８月２０日にマドゥロ大統領は、ベネズエラ危機の解決

のために米国政府と交渉すること承認すると発言（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.333」参照）。 

 

米国政府側もマドゥロ政権高官と直接コンタクトを取

っていることを認めている。 

 

他、先週マドゥロ政権のデルシー・ロドリゲス副大統領

はロシアに訪問。同じ時期に、グアイド政権の交渉団が

米国に訪問している。 

 

５月から始まった与野党交渉は暗礁に乗り上げている

が、交渉が形を変えて進んでいるように見える。 

 

 

他、エイブラムス担当官は、ベネズエラでの大統領選に

ついて言及。 

 

「グアイド政権下でもマドゥロ政権下でもない状況で

大統領選を実施するべき」との姿勢を示した。 

 

この発言も、今までの米国政府の主張から一歩進んだ内

容と言える。 

 

エイブラムス担当官の発言は、米国がこれまで主張して

きた通り、マドゥロ大統領の退陣を強く求めているが、

選挙時にグアイド議長が出馬するならば、グアイド議長

は暫定大統領を辞任するべきとの方針を示したことが

新しい。 

 

エイブラムス担当官が何の意図もなく「New York 

Times」の取材を受け、前述のようなコメントする可能

性は低く、何らかの意図があるのだろう。 

 

「グアイド議長 大統領府直轄委員会を発足」         

 

８月２８日 グアイド議長は、野党が掲げるベネズエラ

復興計画「PLAN PAIS」の一環として「大統領府直轄委

員会」の発足を発表。 

 

同委員会を通じて、国際的なマドゥロ政権への外交的、

金融的な圧力を強化する方針を示した。 

 

グアイド議長の発表によると、同委員会は５名のメンバ

ーで構成される。 

 

１人目は、第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス幹事長。 

 

ボルヘス氏は大統領府委員会の外交担当。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe5dbef0453399c71f3b4ade7caefec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe5dbef0453399c71f3b4ade7caefec.pdf
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ボルヘス氏は、２０１７年の国会議長。 

議長の任期中、米国政府や諸外国にマドゥロ政権への経

済制裁を求め、諸外国を回った人物でもある。 

 

ボルヘス議長が経済制裁を求めていなければ、米国政府

は経済制裁を科していなかったとされ、同氏に対する評

価は賛否が割れている。 

 

マドゥロ政権側からは、ベネズエラ経済を破壊した首謀

者として犯罪者として指名手配されており、ボルヘス元

議長はコロンビアに亡命している。 

 

加えて、マドゥロ政権から１８年８月に起きたマドゥロ

大統領ドローン襲撃事件に深くかかわる人物として訴

えられている。 

 

２人目は、人権・被害者対応担当のウンベルト・パラド

氏。同氏は「刑務所観測団体（OVP）」の代表。メディ

アへの露出は少なくそこまで有名な人物ではない。 

 

３人目は、中央政府総括コーディネーターとして大衆意

志党（VP）党首のレオポルド・ロペス党首を指名。 

 

ロペスVP党首は、４月３０日の「自由オペレーション」

の際に、自宅軟禁から脱出。同オペレーションは失敗し

たが、その後は在ベネズエラ・スペイン大使館にかくま

われている。 

 

４人目は、経済開発担当として、アレハンドロ・プラス

氏を任命。ベネズエラの非営利団体「Sumate」の代表。

同団体の情報は、選挙問題に関する記事が多く、経済開

発担当でよいのかは疑問。なお、同団体の発起人は急進

野党のマリア・コリナ・マチャド VV党首。プラス氏も

急進野党派の人物である。 

 

 

 

 

５人目は、政府資産回復担当として、ハビエル・トロコ

ニス氏を任命した。同氏の知名度は低くほとんど無名で

はあるが、同氏のツイッターを見る限り急進野党支持者

だろう。 

 

今回の委員会メンバーを見る限り、急進派のメンバーが

揃っていると言えそうだ。特に経済分野ではマリア・コ

リナ・マチャド VV 党首の派閥に属する人物がトップに

なっている。 

 

 

（写真）国会 

 

「米国政府 ベネズエラ問題対策連合を発足」                  

 

８月２８日 米国国務省は、ベネズエラ問題対策連合

（United de Asuntos de Venezuela、略称 VAU）の発足

を発表した。 
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同連合はコロンビアに設置し、在ベネズエラ米国経済担

当官（在ベネズエラ米国大使館には、大使がおらず、商

務担当官が実質的なナンバー１）を務めていたジェーム

ス・ストーリー氏が代表を務める。 

 

国務省の声明文によると、同連合はコロンビアに置く在

ベネズエラ米国大使館のような位置付けだという。 

 

経 済                        

「PETRO 建ての外貨仕送りシステムを発表」           

 

デジタル通貨管理局（Sunacrip）は、デジタル通貨

「PETRO」を用いた新たな外貨仕送りシステム「Patria 

Remesas」の運用開始を発表した。 

 

「Patria Remesas」は、外貨を現地通貨に両替できるシ

ステム。 

 

送金の上限額は PETRO 建てで制限されており、限度額

は月額１０PETROまで。１０PETRO 以上を両替する

際には、事前に Sunacripの承認が必要になる。 

 

ただし、Sunacripの承認を得たとしても両替できる金額

は月額５０PETRO までだという。 

 

Sunacripは両替レートを公表しており、同組織によると

１ドル＝BsS.１８，４０８．６９で両替できそうだ。 

 

現在の並行レートが１ドル BsS.２５，０００前後なの

でやや割の悪いレートと言えそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Sunacrip 両替レート確認サイト 

“８月２９日時点で１ドル BsS.１８，４０８．６９” 

 

「マドゥロ大統領 経済再建の専門家リスト作成」         

 

８月２８日 マドゥロ大統領は、国内製造業の再建策を

検討するための専門家国勢調査を行うと発表した。 

 

９月１日～２０日にかけて科学技術省の指揮下で専門

家の登録を行い経済回復の方策を提案できる人物を探

すという。 

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラ国民全員で経済問題解決

の手段を考えようと訴えた。 

 

同リストを作成し、どのようなことをしようとしている

のかは不明。 
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「グアイド政権 Monomeros の復旧方針示す」                  

 

ベネズエラ石油化学公社「Pequiven」のコロンビア関係

会社である「Monomeros」は、現在グアイド政権のコン

トロール下にある。米国政府は「Monomeros」への制裁

を解除しており、グアイド政権の指揮下で組織再構築が

進められている。 

 

８月２８日 グアイド政権は「Monomeros」運営正常化

のための５つの方針を示した。 

 

１．専門的な知識と経験を有する役員の任命 

 

２．透明性を高め、組織運営上の利害関係者を減らすた

め役職者の削減を図る。 

 

３．石油化学の専門家である Jorge Yanez 氏をゼネラル

ダイレクターに任命する。 

 

４．組織を外部から監視するため独立監査人を設置する。 

 

５．役員、ゼネラルダイレクターへの法外な給料を削減。 

 

 

社 会                        

「Consultores２１ ４４％は国外移住を希望」           

 

世論調査「Consultores２１」は、移住希望に関するアン

ケートを実施。 

 

同社の調査によると、回答者の４４％は、「国外に移住

したい」と答えた。 

 

なお、今年２月に同社が同様のアンケートを実施した時

には「国外に移住したい」との回答者は３６％だったと

いう。 

 

２月はグアイド政権が発足し、野党側の勢いが強かった

時期でもある。 

 

この数カ月で経済情勢や公共インフラが更に劣化した

ことに加えて、国民の政権交代への期待感が減ったこと

が理由だろう。 

 

なお、国外への移住を希望する人は４０歳以下が多いと

した。 

 

２０１９年８月２９日（木曜）              

政 治                        

「FARC幹部 和平合意の破棄を宣言          

     ～マドゥロ政権が潜伏先を提供？～」        

 

８月２９日 コロンビア革命軍（FARC）のナンバー２

のイバン・マルケス氏は Youtubeでメッセージを公表。 

 

コロンビア政府と締結した和平合意を破棄し、戦闘再開

を宣言した。 
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今回のマルケス氏の呼びかけにより、２，０００人以上

の元メンバーが参加する可能性があると報じられてい

る。 

 

また、マルケス氏は、コロンビア系の別のゲリラ組織で

ある民族解放軍（ELN）との連携を模索すると発言して

おり、テログループが更に拡大する懸念もある。 

 

２０１６年１１月 FARC とコロンビア政府はサント

ス前政権下で和平合意を締結した。しかし、和平の内容

に対する国民の不満は少なくなかった。 

 

サントス大統領の次のドゥケ大統領は、サントス政権下

での和平合意に否定的で FARCは厳しい立場にあった。 

 

今回の FARC の発表について、コロンビアのドゥケ大

統領はマルケス氏他、ゲリラグループを見つけ出すと宣

言。幹部メンバーの居場所について重要な情報を提供し

た人物に３０億ペソ（８７．２万ドル）の報償金を支払

うとした。 

 

今回の一件はベネズエラにとって対岸の火事ではない。

むしろ、マドゥロ政権は強い非難を受けている。 

 

ドゥケ大統領は、ベネズエラのマドゥロ政権がゲリラグ

ループをかくまっていると非難。マドゥロ政権に対して

ゲリラ組織への支援を停止するよう要請した。 

 

確かに数日前、マドゥロ大統領は演説で FARC 最高幹

部のヘスス・サントリッチ氏やイバン・マルケス氏を「自

由のリーダー」と評価。ベネズエラは彼らを歓迎すると

述べていた。 

 

また、ドゥケ大統領は、ベネズエラに潜伏しているゲリ

ラの撲滅のためにグアイド議長に支援を求めたとコメ

ントした。 

 

 

「大統領候補はレオポルド・ロペス VP 党首？」           

 

ベネズエラの政治専門記者である Nitu Perez 氏は、仮

にベネズエラで大統領選が行われた際の野党側の統一

候補について大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党

首が候補になるだろうと述べた。 

 

Nitu Perez 記者は、４月３０日の自由オペレーションの

際に、ラウル・ゴリン氏（マドゥロ大統領の資産隠しに

協力しているとされる人物）、マイケル・モレノ最高裁

判長、パドリーノ・ロペス国防相は、レオポルド・ロペ

ス VP 党首が大統領となることに合意していたと補足

している。 

 

経 済                       

「グアイド政権 PDVSA 債を巡り債権者と協議」            

 

ロイター通信は、１０月に償還が迫っている PDVSA２

０の支払いについて、主要債権者である T Row Rrice と

協議をしていると報じた。 

 

ロイター通信によると、１０月の償還額は９億１，３０

０万ドル。 

 

同債券は CITGO の株式５０．１％が担保に設定されて

おり、債務不履行時には差し押さえられる可能性がある。 

 

T Row Price の Mike Conelius 氏は、グアイド政権関係

者と非公式な協議を行っているとコメント。 

 

債券保有者は、グアイド政権が PDVSA２０を支払うた

めに資金的な援助をする意志があるが、制裁でベネズエ

ラ公社債の取引が禁止されている状況では援助が出来

ないと述べているようだ。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年８月２８日～８月２９日報道            No.３３７   ２０１９年８月３０日（金曜） 

7 / 8 

 

「中国の原油支払いで外貨準備 ７億ドル増」         

 

「Bloomberg」は、８月２６日にベネズエラの外貨準備

が７億ドル増加したと報じた。 

 

前日の外貨準備の総額は８１億３，８００万ドルだった

が、２６日には８８億３，８００万ドル（前日８．６％

増）になった。 

 

外貨準備増加の理由は、中国の支払いと報じた。 

中国向けの原油輸出で溜まった資金を中国側がマドゥ

ロ政権に支払ったとしている。支払い通貨の８割は人民

元建てだったと報じた。 

 

社 会                       

「スロベニア政府 自国民４７名を本国送還」            

 

スロベニア政府は、ベネズエラに住むスロベニア人を本

国に帰国させると発表した。 

 

ベネズエラには３３０名のスロベニア人が住んでいる

が、今回帰国するのは４７名。 

 

スロベニア政府の発表によると、帰国にかかる費用は政

府持ち。帰国後に生活を安定させるため１８カ月分の宿

泊費も政府持ちとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「カラカス ５１％の殺人事件は治安当局       

Economist 安全都市ランキング ６０位中５９位」              

 

独立調査団体「被害者モニタリング」は、カラカスの治

安レポートを公表。 

 

同レポートによると、２０１９年１月～３月の間にカラ

カスで起きた殺人の５１％は治安当局による殺人とし

た。 

 

銃が横行し、マフィアが多いベネズエラにおいて殺人事

件の半分以上が治安当局によるものというのは流石に

信じがたいが警察の信頼が低いことは間違いない。 

 

また、話が少し変わるが、８月２９日  英国誌

「Economist」は世界の安全な都市ランキングを発表し

た。 

 

同ランキングは世界６０の主要都市の安全度を順位付

けしたもの。 

 

サイバーセキュリティ、医療・健康環境の安全性、イン

フラの安全性、個人の安全性など治安以外の面も評価対

象となっている。 

 

同報告書によると、ベネズエラ・カラカスの順位は６０

位中５９位。なお最下位はナイジェリアの首都ラゴスだ

った。なお、東京は総合ランキング１位、大阪は３位と

なっている（総合ランキングの抜粋は次のページ参照）。 

 

日本語のレポートも作成されており、詳細は「Safe Cities 

Index」で確認できる。 

 

 

https://safecities.economist.com/wp-content/uploads/2019/08/JPN_ECO063-NEC-Safe-Cities-2019_FINAL_270x210_SCREEN.pdf
https://safecities.economist.com/wp-content/uploads/2019/08/JPN_ECO063-NEC-Safe-Cities-2019_FINAL_270x210_SCREEN.pdf
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以上 


