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（写真）大統領府 “６月２６日 ロドリゲス情報通信相 クーデター計画を未然に阻止したと発表” 

 

 

２０１９年６月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 クーデター計画阻止を発表 

６月２３、２４日に大統領暗殺計画があった」 

「ロシア軍技術者 ベネズエラ引上げ」 

経 済                     

「PDVSA Citgo強奪を米国裁判所に提訴」 

「米国政府 Nynas の制裁ライセンスを延長」 

「Conindustria 代表が交代」 

「SIDOR １９年前期の生産はゼロ」 

社 会                     

「ドミ共 ベネへのドル輸送試みたグループ拘束」 

２０１９年６月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「OEA グアイド議長側の代表を認識 

ウルグアイなど加盟１０カ国が反対」 

「米国 OEA 代表ら 制裁の影響を否定」 

「米国政府 ドミンゲス元電力相に制裁」 

「イラン中央銀行の金庫にボリバル紙幣？」 

「マドゥロ大統領 メディアの報道に注文」 

経 済                    

「Baclays １９年のインフレ率１．２万％」 

「マラカイボ ９４％の取引は外貨建て」 

「４人家族の生活費は月額５００ドル」 
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２０１９年６月２６日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 クーデター計画阻止を発表       

 ６月２３、２４日に大統領暗殺計画があった」       

 

６月２６日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相はマドゥロ

大統領暗殺計画を未然に阻止したと発表。 

 

クーデターを計画していたとされる Carlos Saacedra 大

尉という人物の証言映像を公開した。 

 

ロドリゲス情報通信相によると、クーデターを計画する

グループを拘束したのは６月２１日（金曜）。 

 

グアイド議長率いる野党国会側も６月２１日に軍人ら

６名がマドゥロ政権に拘束されたと訴えていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイNo.309」参照）。 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイNo.308」でも、カラボボ

勝戦記念日（６月２４日）にクーデターが起きる懸念が

あったとの記事を紹介していた。 

 

ロドリゲス情報通信相は、今回のクーデター計画は６月

２３、２４日に実施される予定だったと発表。 

 

軍の戦車を押収し、カラカスのカルロタ軍事基地、中央

銀行などを占領し、拳銃を持って大統領府に向かう計画

だったとしている。 

 

他、今回の計画にはグアイド議長、コロンビアのドゥケ

大統領、チリ、米国が関与しており、バドゥエル元将軍

（米国に亡命しているベネズエラ元軍人）やアントニ

オ・リベロ氏（米国に亡命している大衆意志党（VP）の

党員で元ベネズエラ軍人）が関与していると主張した。 

 

 

また、ロドリゲス情報通信相はクーデター計画の中には

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長とタレク・エル・

アイサミ経済担当副大統領の暗殺も含まれていたと発

言。 

 

彼らを殺害しようとした理由は「宗教」としている。 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長とタレク・エル・

アイサミ経済担当副大統領が信仰している宗教は不明

だが、両者ともにアラブ系移民の子孫。アラブ系の宗教

を信仰していると思われる。 

 

他にもマドゥロ大統領の妻シリア・フローレス夫人、デ

ィオスダード・カベジョ制憲議長の暗殺計画もあったと

しており、クーデターが実行されれば酷い大惨事になる

ところだったと主張している。 

 

ロドリゲス情報通信相の訴えを受けて、マイケル・モレ

ノ最高裁はクーデター計画を非難。 

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は徹底的に調査を

行うと宣言している。 

 

今回の訴えについて、グアイド議長は沈黙を貫いている

が、チリのピニェラ大統領やコロンビアのドゥケ大統領

はクーデターに自国が関与したとの訴えを否定してい

る。 

 

（写真）Bancaynegocios  

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9671872e40ab895da2cf492a92e86ee5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9671872e40ab895da2cf492a92e86ee5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
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「ロシア軍技術者 ベネズエラ引上げ」         

 

６月２６日 ロシア軍技術者がロシアに帰国したと報

じられた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.309」で紹介した通り、

６月２４日にロシア軍技術者がベネズエラに到着した

との記事を紹介したばかり。 

 

どうやら、今回帰国したロシア軍技術者は、３月に到着

していた技術者のようだ（「ベネズエラ・トゥデイ

No.270」）。 

 

ロシア政府は 

「Il-６２軍用機で到着したロシア軍技術者は、ロシアと

ベネズエラが締結した技術協力に従い、３カ月の任務を

終え、ロシアに帰国する。」 

との声明を発表。 

 

つまり、６月２４日に到着したロシア軍技術者は、彼ら

の交代要員だったと想像される。 

 

経 済                        

「PDVSA Citgo強奪を米国裁判所に提訴」           

 

マドゥロ政権は、PDVSA 子会社 Citgo を奪われたとし

て、米国のデラウエア裁判所に訴えを提出した。 

 

ロイター通信は、今回の訴えの目的は米国裁判所が、マ

ドゥロ政権の任命した PDVSA 役員５名を正式な役員

であると認識し、マドゥロ政権が Citgoの統治を取り戻

すためとしている。 

 

 

 

 

 

Citgoは年間３００億ドルを売り上げるベネズエラ政府

にとっての外貨の源泉。外国にあるベネズエラ資産で最

も価値のある組織となる。 

 

なお、マドゥロ政側が認識している PDVSA 総裁は故チ

ャベス元大統領の従兄弟であるアスドゥルバル・チャベ

ス氏。米国政府に国外退去を命じられ、現在は米国には

いない。 

 

「米国政府 Nynasの制裁ライセンスを延長」                  

 

６月２６日 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、

制裁ライセンス１３A を１３B に変更。 

 

スウェーデンにある PDVSA の関係会社「Nynas 

Petroleum」（PDVSA が５０％、Neste Oil が５０％の

株式を保有）に適用している制裁ライセンスを１０月２

５日まで延長すると発表した。 

 

米国政府は PDVSA関連の取引、支払いを原則禁止して

いるが、Citgo など一部の関連組織は制裁適用を除外し

ている。 

 

今回のライセンス延長により、米国の個人・法人は引き

続き「Nynas Petroleum」との取引を継続することが出

来る。ただし、取引の支払いは米国政府が指定する凍結

口座に入金する必要がある。 

 

「Conindustria代表が交代」             

 

６月２６日 ベネズエラ工業連合会（Conindustria）は

アダン・セリス・ミチェレナ氏を２０１９年～２１年の

Conindustria 代表にすることを決定した。 

 

代表に就任する前、セリス氏は Conindustria の副代表

を務めていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9671872e40ab895da2cf492a92e86ee5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8944dc3c09f341c1551617c09c7ea8fa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8944dc3c09f341c1551617c09c7ea8fa.pdf
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セリス氏は、 

「人権の中でも最も重要なものは「自由」だ。我々は経

済活動の自由を守り続ける。 

 

ベネズエラ経済は厳しい環境が続いているが、加盟企業

が事業を継続できるよう努力したい。 

また、中小企業との接触を増やすことでConindustriaの

加盟企業数を増やしたい。」 

と代表就任の抱負を述べた。 

 

また、同会合にはグアイド議長が出席。Conindustria は

グアイド議長をベネズエラの暫定大統領と認識してい

るとの立場を示し、グアイド議長に「Emilio Conde Jahn」

という賞（どのような賞なのかは不明）を授与した。 

 

 

（写真）Globovision 

“Conindustria の新代表に就任したアダン・セリス氏” 

 

（写真）Conindustria 

“「Emilio Conde Jahn賞」を受け取るグアイド議長” 

 

「SIDOR １９年前期の生産はゼロ」                  

 

ソーシャルメディア利用者が、ベネズエラ国営製鉄公社

「SIDOR」の生産実績データを投稿。 

 

同データによると、２０１９年前期のリキッドアイアン

の生産はゼロ。データで見る限り、同項目の生産がゼロ

になるのはこの１５年で初めて。 

 

なお、２００８年（下のデータの赤色になった年）に

「SIDOR」が国営化された。国営化以降、生産は減少傾

向が続いており、２０１６年から生産が著しく減少して

いることが確認できる。 

 

 

（写真）@Wathcer 
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社 会                          

「ドミ共 ベネへのドル輸送試みたグループ拘束」           

 

６月２５日 ドミニカ共和国の国家麻薬対策班（Dncd）

は、同国のロライマ国際空港でベネズエラ（アンソアテ

ギ州バルセロナ）に向けて発とうとしていたベネズエラ

人３名を拘束したと発表。 

 

拘束した３名が搭乗していたプライベート機には１２

０万ドルが積まれていたという。 

 

逮捕されたベネズエラ人は、操縦士のクラウディオ・ア

レハンドロ氏、搭乗者のジョナサン・ルシアノ氏、エス

テラ・ゴメス氏の３名。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると、クラウディオ・ア

レハンドロ氏は、ベネズエラ空軍士官学校を卒業してお

り、２００７年に大尉に昇格していたと報じている。 

 

また、２年ほど前からロライマ国際空港からアンソアテ

ギ州、ヌエバエスパルタ州に向かうプライベート機が増

えていたと報じている。 

 

２０１９年６月２７日（木曜）             

政 治                       

「OEA グアイド議長側の代表を認識          

     ウルグアイなど加盟１０カ国が反対」        

 

６月２７日 米州機構（OEA）の第４９回総会が開催さ

れた。 

 

同日の総会で改めて、OEA としてグアイド議長が任命

したOEA代表をベネズエラの外交代表と認識すること

が合意された。 

 

 

マドゥロ政権は２０１７年４月にOEAからの離脱を申

請した。OEA の規定に基づき２年間は脱退移行期間と

して OEA に加盟をしていたが、１９年４月をもって、

ベネズエラはOEAを脱退したと認識している。 

 

他方、グアイド議長率いる野党国会は、OEA 加盟を継

続する意志を示している。今回OEAとしてグアイド議

長側の代表がベネズエラのOEA大使と認識されたこと

で、OEA はベネズエラが引き続き OEA に加盟してい

ると認識することになる。 

 

他方、アンティグア・バーブーダ、ボリビア、ドミニカ

国、グラナダ、メキシコ、ニカラグア、セントビンセン

ト・グレナディン諸島、スリナム、トリニダード・トバ

ゴ、ウルグアイの１０カ国は、グアイド議長をベネズエ

ラの代表と認識することに難色を示した。 

また、バルバドスは本件についてのスタンスを留保した。 

 

今回のOEAの決定に特に強く反対したのはウルグアイ

だった。ウルグアイのグスターボ・タレ・ブリセーニョ

OEA代表大使は、今回の決定を強く非難。OEAの総会

から退席した。 

 

あくまで退席であり、脱退するということではないよう

だ。ブリセーニョ大使は、 

「我々が総会を退席したのは、今回の不自然な決定に再

考を求めるためである。我々がベネズエラ問題について

共闘することを放棄したからではない。むしろ、これは

我々のベネズエラ問題を解決する意志を強く示したも

のである。」 

と説明した。 

 

また、ボリビアのエボ・モラレス大統領はツイッターで 

「ベネズエラは OEA を脱退したのだから、OEA は今

後ベネズエラ問題について議論するべきではない」 

と投稿している。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月２６日～６月２７日報道            No.３１０   ２０１９年６月２８日（金曜） 

6 / 8 

 

「米国OEA代表ら 制裁の影響を否定」           

 

６月１９日～２１日にかけて国連のバチェレ人権高等

弁務官がベネズエラを視察した。 

 

２１日にバチェレ弁務官は視察の総論を発表。その中で、

米国の経済制裁がベネズエラに悪影響を与えていると

の懸念を示した（「ベネズエラ・トゥデイNo.308」参照）。 

 

６月２７日のOEA総会で、米国のカルロス・トゥルヒ

ージョ OEA 代表大使は「Voz de America」の取材を受

け、バチェレ弁務官の指摘についてコメントを求められ

ると、 

 

「バチェレ弁務官の（ベネズエラ経済の悪化は）米国に

責任があるとする発言はとても馬鹿げている。 

 

我々は経済制裁を２月に科したばかりだ。制裁の影響は

経済に影響が出るまで数カ月かかる。５月末時点ではま

だその影響が明確になっていない。 

 

我々は今回の制裁の前から４００万人のベネズエラ人

が国外に脱出した事実を目撃している。 

 

また、制裁は PDVSAとマドゥロ政権高官に科している

もので、ベネズエラ国民に制裁を科しているわけではな

い。 

 

我々は隣国として、これ以上、豊かだったベネズエラ経

済が悪化することを容認できない。米国は米州地域が重

要と考えている価値観を擁護するため、OEA を通じて、

これまで以上に強い姿勢でマドゥロ政権に望まなけれ

ばいけないと確認している。」 

とコメントした。 

 

 

 

また、OEA のアルマグロ事務局長は、バチェレ弁務官

の発言について記者から質問を受けると 

「ベネズエラ国民が直面している最も深刻な問題はベ

ネズエラを牛耳っている独裁者だ。いかなる法律に照ら

し合わせてもマドゥロは独裁者で大統領職の強奪者だ。」 

とコメントした。 

 

「米国政府 ドミンゲス元電力相に制裁」         

 

６月２７日 米国フロリダ州南部裁判所は、汚職を理由

に１９年４月までベネズエラの電気エネルギー相（国営

電力公社（Corpoelec）社長兼任）を務めていたモッタ・

ドミンゲス氏と、調達部門の部長を務めていたエスタキ

オ・ホセ・ルーゴ氏を訴えた。 

 

報道によると、両名はマイアミ拠点の企業と６，０００

万ドルの調達契約を交わすことで、契約の見返りとして

賄賂を受け取ったようだ。 

 

同訴えを受けて、同日に米国政府は両名を制裁リストに

加えると発表した。両名は米国への渡航は禁止、両名の

米国域内の資産は凍結される。また、米国の個人・法人

は両名と取引や交渉を行うことも禁止されることにな

る。 

 

 

（写真）OFAC 

“ドミンゲス氏とルーゴ氏を制裁リストに加えると発表” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
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「イラン中央銀行の金庫にボリバル紙幣？」         

 

６月２７日 ブラジル、リオデジャネイロ警察と連邦密

輸対策班は、リオデジャネイロの貧困街で、イラン中央

銀行のものとされる金庫を押収した。 

 

同オペレーションの責任者は、金庫の中には大量のボリ

バル紙幣が入っていたと発表している。 

 

以下が押収されたボリバル紙幣の写真。 

写真のボリバル紙幣は１００ボリバル・フエルテ。 

１８年８月まで使用されていた旧ボリバル札だ（「ベネ

ズエラ・トゥデイNo.179」参照）。 

 

旧紙幣と新紙幣の交換レートは 

１０万ボリバル・フエルテ＝１ボリバル・ソベラーノ 

 

つまり、旧ボリバル札が１，０００枚あってようやく１

ボリバル・ソベラーノになる。 

 

そして現在のボリバル・ソベラーノの価値は 

１ドル＝６，４７１ボリバル・ソベラーノ。 

 

つまり、１００ボリバルの旧紙幣が６４７万枚あれば、

１ドルの価値に相当する。 

 

 

 

 

写真を見る限り、６４７万枚あるようには見えず、少な

くとも現在の価値で言えば、ほぼゼロと言えそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 メディアの報道に注文」         

 

６月２７日は「報道の日」のようだ。 

 

マドゥロ大統領は「報道の日」であることを受けて、ベ

ネズエラのメディア関係者を集めて演説を実施。 

メディアに対して、扇動するのではなく、真実を報じる

よう求めた。 

 

「報道の自由は最大限、尊重されるべきだ。我々は真実

を語る記者を必要としている。扇動を目的とした記者で

はなく、真実を語る記者だ。」 

と述べた。 

 

他方、全国報道団体（CNP）はマドゥロ政権が行ってき

た報道の自由の侵害を非難。 

 

２０１９年現在までに６４名の記者が逮捕され、そのう

ちの１７名は外国から来た記者だったと訴えた。 

 

また、２０１９年中に１８の番組を打ち切られ、７つの

メディアが閉鎖され、１２の情報サイトが閲覧できなく

なり、１２のコレスポンデント（外国メディアに現地情

報を提供する特派員）が送還させられたと訴えた。 

 

経 済                       

「Baclays １９年のインフレ率１．２万％」            

 

投資銀行「Baclays」は顧客向けのレポートでベネズエラ

について報告。 

同レポートの中で、２０１９年のベネズエラのインフレ

率を１２，５９２％と予想した。 
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引き続き異常に高い水準であることには変わりないが、

中央銀行は２０１８年のインフレ率を１３万％と発表。

また、国会は１８年のインフレ率を１７０万％としてお

り、前年から大きくインフレ率が低下している。 

 

インフレ率では一定の改善が見られる一方、経済成長率

については、マイナス３０．９％（石油部門は３９．９％、

非石油部門は２８．１％）と、ベネズエラの歴史的に見

て最も厳しい年なると予想している。 

 

また、２０１９年末時点の為替レートについて１ドル

BsS.６８，５４３と予想している。 

 

「マラカイボ ９４％の取引は外貨建て」         

 

ベネズエラ第２の都市、スリア州「マラカイボ」のマラ

カイボ商工会は同地域の加盟３５０社（マラカイボ地域

経済の８０％をカバー）に調査を実施した。 

 

その結果、回答企業の９４％は外貨建てでの取引も受け

付けており、ボリバル建ての取引だけを維持しているの

は６％に過ぎないという結果が出た。 

 

なお、外貨建て取引のみを受け入れている企業は全体の

１８％程度のようだ。 

 

また、外貨建て取引を受け付けている企業のうち９２％

は並行レートをベースにボリバル建ての価格を決定し

ているとの結果が出た。 

 

外貨建て取引を始めた理由について最も多かった回答

は 

「資産・価値の保護（１６％）」。 

次いで、「自身の収入を確保するため（１４％）」 

「顧客が外貨払いを求めるから（１２％）」 

「在庫を維持するために必要（７％）」と続いた。 

 

「４人家族の生活費は月額５００ドル」              

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏はベネズエラの生活コストについて、４人家族

の場合、一カ月５００ドルが必要になると述べた。 

 

５００ドルのうち、３５０ドルが食費、その他経費が１

５０ドル必要としている。 

 

1 カ月の生活費が５００ドルかかる一方で、現在の最低

賃金は BsS.４万。法定福利の食料補助 BsS.２．５万を

含めて、実質最低賃金は BsS.６．５万。 

 

現在の為替レートが１ドル約 BsS.６，５００のため、ド

ルに直すと１０ドル程度にしかならない。 

 

多くの国民が副業や外国にいる家族からの仕送りに頼

らなければいけない状況になっているとした。 

 

以上 

 


