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（写真）HispanoTV “５月２９日 コンタクト・グループとリマ・グループの会合を発表” 

 

 

２０１９年５月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「与野党対話２回目終了 目立った進展はなし 

～マドゥロ大統領 退陣を拒んだとの報道～」 

「来週コンタクトグループとリマグループが会合」 

「米国政府 軍事介入を巡り意見分かれる」 

「赤十字 ベネズエラへの人道支援報告書を公開」 

経 済                     

「米・中・韓 ベネズエラ産原油の輸入を減らす」 

「公的セクターの抗議行動が増加」 

社 会                     

「米国裁判所 ６３万ドルの汚職で有罪判決」 

２０１９年５月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「コンタクトグループは野党の方針に反対？」 

「野党系ジャーナリスト 

マドゥロ大統領とのインタビュー映像を回収」 

経 済                    

「国会 米国政府に資産保護を正式に要請 

～Citgo 差し押さえを食い止めるのが主目的～」 

「フォードモーター １９年は生産台数ゼロ」 

「IMF 中央銀行の統計資料との関係を否定」 

「銀行連盟 新決済システム施行について声明」 

「１．５万人のベネズエラ人 ゲリラ組織に加入」 
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２０１９年５月２９日（水曜）             

政 治                       

「与野党対話２回目終了 目立った進展なし       

  ～マドゥロ大統領 退陣を拒んだとの報道～」       

 

５月２７日から始まっていたノルウェー政府の仲裁に

よる２回目の与野党交渉の模索が５月２９日に終了し

た。 

 

ノルウェー政府は声明で、「与野党双方が協議を継続す

る意志を示した」と発表したもののそれ以上の発表は無

く、今回の交渉では特段の進展がなかったとみられる。 

 

グアイド議長は 

「我々は、ノルウェー政府の招待を受け、交渉の模索に

参加した。我々はこれまでも示してきた方針を改めて伝

えた。それは大統領の役職強奪の停止、移行政権の発足、

ベネズエラの悲劇を解決するための自由選挙の実施だ。」 

と支持者の心証を考慮し、交渉に慎重なコメントをした。 

 

対するマドゥロ政権側は交渉について 

「マドゥロ政権は、平和と共存と民主主義と憲法擁護の

観点から対話による解決を継続する。」 

と交渉の継続に前向きな発表をしている。 

 

なお、米国マイアミの野党系メディア「Nuevo Heraldo」

は、ノルウェーで行われた与野党交渉の内容について 

「野党側は「マドゥロ大統領が大統領でいる間は、自由

選挙を行うことが出来ない。」としてマドゥロ大統領の

退陣を求めたが、与党側のこの要求を拒み、交渉は平行

線が続いた。」と報じている。 

 

 

 

 

 

この報道を受けてか、マドゥロ大統領は 

「我々は約束した通り、交渉内容について秘密にしてい

る。野党は交渉を妨害する虚偽の情報を流すことを止め、

真摯に対応しなければいけない。」 

と訴えた。 

 

交渉については様々な意見があるが、個人的には世論調

査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表のスタン

スが最もしっくりくる。 

 

ビセンテ・レオン代表は、 

「もし交渉すると決めるのであれば、それは交換条件を

のむ必要があることを理解しなければいけない。相手が

大事だと思うことを譲らせるには、自分も何かを犠牲に

しなければいけない。無料のランチは存在しない。」 

と投稿した。 

 

交渉で重要な点を端的に表現しているのではないか。 

 

 

（写真）ビセンテ・レオン代表ツイッター 

 

「来週コンタクトグループとリマグループが会合」         

 

５月２９日 欧州連合（EU）外交政策委員長のフェデ

リカ・モゲリーニ氏は、６月３日にリマグループとコン

タクトグループの代表者がニューヨークで会合を行う

と発表した。 
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コンタクトグループからは、モゲリーニ EU 外交政策委

員長、ウルグアイとポルトガルの外務大臣が同会合に出

席する予定。 

 

リマグループからはチリ、カナダ、ペルーの外務大臣が

出席する予定。 

 

ベネズエラ問題を圧力で解決することを志向するリマ

グループと対話で解決することを志向するコンタクト

グループが同じテーブルに付いてベネズエラ問題を議

論するのは初めてのことになる。 

 

圧力での政権交代に限界が見え始め、対話による問題解

決の模索が始まっている中、双方がどのような意見交換

をするのか関心が高まっている。 

 

「米国政府 軍事介入を巡り意見分かれる」                  

 

米国メディア「ABC News」は、米国ホワイトハウス内

でベネズエラへの軍事介入を巡り、関係者の意見が分か

れていると報じた。 

 

報道によると、ジョン・ボルトン大統領補佐官、マイク・

ポンペオ国務長官は軍事介入を志向し、国防省関係者ら

とコンタクトを取っているようだ。 

 

他方、トランプ大統領は、ボルトン大統領補佐官とポン

ペオ国務長官について「タカ派」と冗談を飛ばしている

という。 

 

以前も４月３０日の自由オペレーションの失敗を受け

て、ワシントンポスト紙は、トランプ大統領が、ポンペ

オ国務長官とボルトン大統領補佐官の方針に対する不

満を口にしていると報じていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.289」参照）。 

 

 

トランプ大統領がベネズエラ問題について公言したの

は５月１４日のルイジアナ州での演説が最後。 

その時には「制裁はマドゥロ政権に圧力をかけるのに有

効」と制裁については前向きな評価を示しているが、軍

事介入については特に言及していない。 

 

「赤十字 ベネズエラへの人道支援報告書を公開」                  

 

４月１６日から赤十字がベネズエラに人道支援物資を

送っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.279」参照）。 

 

赤十字はベネズエラへの人道支援状況について第１回

目の報告書を公表した。 

 

報告によると、赤十字はこれまでに医薬品２４トン、緊

急医療キットや病院ベッドなどの医療資材、自家発電機

１４機などを国立病院など医療施設に供与したとして

いる。 

 

今後も支援を継続し年間で６．５万人のベネズエラ人に

対して物資を供給するとしている。 

 

経 済                        

「米・中・韓 ベネズエラ産原油の輸入を減らす」           

 

国際エネルギー機関（IEA）は４月のレポートで、米国

はもちろんのこと、中国、韓国などもベネズエラ産原油

の購入を減らし、別の国から購入していると報じた。 

 

レポートによると、米国の制裁によるタンカー輸送の障

害、電力危機によるオペレーション問題、PDVSA の原

油供給減少などが理由としている。 

 

IEA のレポートによると、ベネズエラ産原油を代替する

ために、韓国・中国のイラク産原油の需要が急増してい

るという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be045931624af02a879302db640659a8.pdf
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また、米国の場合はベネズエラの供給の穴をカナダとロ

シアで代替しているという。 

 

なお、IEA は１９年４月のベネズエラ産油量について日

量８３万バレルと予想している。 

 

「公的セクターの抗議行動が増加」         

 

ここ数日、公的セクター職員の抗議行動がメディアで頻

繁に報じられている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.297」でも国立病院で

の医療資材の不足を訴える記事を紹介した。 

 

その後も、国営通信公社「CANTV」の職員、アルミニ

ウム製品の国営メーカー「ALcasa」、オリノコ流域原油

地帯の石油産業作業員らが労働待遇の改善を求めて、反

政府デモを行っていると報じられた。 

 

反政府デモの様子を映像で見る限り、どの反政府デモも

何となく政治ショー化されている印象がある。 

 

抗議行動をしている人々がマドゥロ政権の運営に不満

を感じていることは間違いないが、野党とメディアの協

力によるイメージ戦略のような印象もある。 

 

先だって、グアイド議長は４月３０日の自由オペレーシ

ョンの失敗後に公的セクターも含めたストライキを呼

びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.286」参照）。 

 

当時、グアイド議長が訴えた流れと一致しており、自然

発生的なものととらえて良いかは疑問がある。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「米国裁判所 ６３万ドルの汚職で有罪判決」           

 

５月２９日 米国在住のベネズエラ人、ホセ・マニュエ

ル・ゴンサレス氏は、契約の見返りとして PDVSA と

Citgoの職員に賄賂を支払ったとして有罪判決を受けた。 

 

ゴンサレス氏は米国や外国に複数の会社を所有し、

PDVSA に商品を供給していた。 

 

少なくとも２０１２年１１月～１３年６月までに

PDVSA の輸入資材調達会社「BARIVEN」のセサル・ダ

ビッド・ゴドイ元部長に対して６２．９万ドルを支払っ

たという。 

 

ゴンサレス氏は訴えの事実を認めている。 

また、PDVSA の内部情報を入手するために Citgo や

PDVSAの他の職員にも同様の理由で賄賂を支払ったと

証言しており、金額はもっと大きくなる見込み。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、

PDVSA職員への賄賂支払いを理由として有罪判決を受

けた人はゴンサレス氏を含めて、これで１６人目。 

判決が出ておらず裁判中の人を含めると２１人いるよ

うだ。 

 

なお、１８年３月に Lukoil や Glencore などを相手取り

PDVSA LIGITATION TRUST が起こした訴訟があっ

た（「ウィークリーレポート No.37」参照）。 

 

本件も PDVSA の内部情報を得るために関係各社がコ

ンサルタント費と称し、Helsinge 社に賄賂を支払ってい

たという内容で一時は注目を浴びたテーマだったが、本

件はほとんど動いていない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e60475d134182c2619e158f8a3e0ccc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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２０１９年５月３０日（木曜）             

政 治                       

「コンタクトグループは野党の方針に反対？」        

 

５月３０日 欧州連合に並びコンタクトグループを主

導するウルグアイのロドルフォ・ニン・ノヴァ外相は、

ノルウェー政府による与野党対話の仲裁について各国

の連帯を求めた。 

 

また、各国がベネズエラの問題解決手段で一致すること

が出来なければ、ベネズエラ国内の対立が止まらなくな

り、ラテンアメリカ大陸にとって危険なことになると警

鐘を鳴らした。 

 

「仮にこの試みが失敗すれば、他の解決策はなくなるだ

ろう。従ってお互いがやりたいことをすることになる。 

 

６月３日にはリマグループと会合を予定しているが、一

致した方針を取ることが出来れば、双方の対立が強化さ

れる流れを食い止めることが出来るかもしれない。 

 

逆に合意に至らなければラテンアメリカ大陸にとって

危険なことになる。」 

と訴えた。 

 

また、野党が示す 

「マドゥロ大統領の退陣、移行政権の発足、自由選挙の

実施」という交渉の最優先事項に疑問を呈した。 

 

「我々は野党が示す最優先事項は必須条件ではないと

考えている。 

 

私の考えでは、最初に大統領職の強奪の定義を議論する

べきだろう。 

 

 

 

大統領選は呼びかけられたが、それに参加しなかったの

は彼らだ。つまり、大統領職が盗まれたとは言えない。 

 

大統領職が強奪されたとはどういう意味か。 

マドゥロ氏に大統領職を引き渡せと求める根拠は何か。

マドゥロ氏は刑務所に入るのか？ 

私は交渉でそんなことは起きないと思う。それは野党側

も理解しなければいけない。」 

とグアイド議長率いる野党の示す方針に疑問を呈した。 

 

「野党系ジャーナリスト               

  マドゥロ大統領とのインタビュー映像を回収」           

 

少し前になるが、１９年２月 米国に本社があるスペイ

ン系メディア「Univision」のジャーナリストであるホル

ヘ・ラモス氏がマドゥロ大統領にインタビューを実施し

たことがある。 

 

当時、ラモス氏はマドゥロ大統領に対して 

「あなたは大統領職の強奪者なので、私はあなたをなん

と呼べば良いのか？」 

と質問。 

 

また、路上でゴミを食べる人の写真を見せて、 

「あなたはこの写真を見て、どう考えるのか」 

などマドゥロ大統領を非難した。 

 

マドゥロ大統領はインタビューを中断し、当時の映像は

政府関係者に没収され、これまで公開されることは無か

った。 

 

５月３０日 ホルヘ・ラモス氏はこの映像を回収するこ

とに成功したと発表。１７分間のインタビューの全てを

６月２日に公開すると発表した。 
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先駆けてインタビューの一部を紹介しており、マドゥロ

大統領に呼び方、政治犯の人数などを質問する場面の数

十秒が放送された。 

 

同映像は「Univision」のサイトで確認できる。 

 

率直なやり取りではあるが、お互いに相手の話を聞く意

思など一切ないのが特徴的だ。筆者の視点から言えば、

ラモス氏は嫌悪感をぶつけ、質問への回答を否定するだ

けで、マドゥロ大統領の方がまともに対応しているよう

に見える。 

 

現在、交渉テーブルに付いている与野党代表者はそのよ

うなタイプの人間だとは思わないが、これと同じような

交渉が行われているとしたら全く意味がないだろう。 

 

経 済                        

「国会 米国政府に資産保護を正式に要請         

 ～Citgo 差し押さえを食い止めるのが主目的～」            

 

５月３０日 グアイド議長率いる国会に任命されたホ

セ・イグナシオ・エルナンデス会計監査総長は、米国政

府に対して米国にあるベネズエラ資産を保護するよう

正式に要請した。 

 

先だってグアイド議長は１９年１０月に控えるPDVSA

２０の社債償還は履行することが困難との見方を示し、

大統領令で Citgo 資産を債権者から保護してもらうこ

とが望ましいとの見解を示していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.295」参照）。 

 

今回のエルナンデス会計監査総長の要請は、前述の動き

を受けてのものと思われる。 

 

 

 

 

なお、Citgo 自身は１２億ドルの融資を調達したばかり

だ。 

 

同融資の返済について、エルナンデス会計監査総長は、 

「国際的な格付会社は、Citgo の返済能力について返済

可能と評価している。」 

とコメントした。 

 

「フォードモーター １９年は生産台数ゼロ」         

 

現地メディア「El Estimulo」は、米系自動車アッセンブ

ラー「FORD」の現状について報じた。 

 

現在、バレンシア工場労働者の解雇を進めており、撤退

の噂も出ているが、FORD は撤退を検討しておらず、引

き続き現地に残る方針だとしている。 

 

「El Estimulo」の質問に対して「FORD」は 

「ベネズエラの工場はオペレーションを継続しており、

需要に対応し、代理店の求めに応える。FORD はベネズ

エラで稼働して５６年になる。同国を放棄することは検

討していない。」 

と書面で回答したという。 

 

また、自動車産業の状況について 

「２０１５年から自動車産業には組み立て部品を輸入

するための外貨の割当が停止した。この状況を受けて、

事業を継続するために、新たな手段を模索することが不

可欠になった。自動車産業が抱える１０万人以上の雇用

が危機に陥った。」と回答。 

 

FORDは外貨を稼ぐ新たなメカニズムを模索しており、

現在は組み立て部品の購入に必要な外貨が代理店から

支払われた分だけ生産しているという。なお、最終消費

者はドルとボリバルの２通貨建てで支払っている。 

 

https://www.univision.com/noticias/america-latina/te-vas-a-tragar-con-coca-cola-tu-provocacion-univision-recupera-la-entrevista-completa-de-jorge-ramos-a-nicolas-maduro
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
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元 FORD 労働者は、自主退職を促進するためのインセ

ンティブを受け入れ１８年１２月から少なくとも８０

０名が退職したと語った。 

 

なお、FORD は１６年から自主退職を促進するための

インセンティブを設定していたが、１８年から特に人員

整理が進んだという。 

 

また、同社の労働組合関係者によると、１９年に入って

からは１台も生産していないし、生産計画もないとして

いる。 

 

「IMF 中央銀行の統計資料との関係を否定」              

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.297」で、中央銀行が

長年更新を停止していた経済指標を公表した記事を紹

介した。 

 

同記事で、中央銀行が統計を公表した理由について IMF

がマドゥロ政権に要請したとの噂を紹介したが、IMF は

その噂を否定。 

 

５月３０日 IMF の報道官はロイター通信に対して、

１９年１月に統計についてマドゥロ政権へ質問を投げ

かけて以来、政権側からの回答がない。 

それ以来、マドゥロ政権とコンタクトを取っておらず、

IMF はマドゥロ政権に対して統計の公表は求めていな

いと説明。 

 

中央銀行が突然、統計を更新した理由について「分から

ない」と回答した。 

 

統計情報の正確性について、マドゥロ政府当局とのコン

タクトが途絶えており、正確性について評価できないと

回答した。 

 

 

「銀行連盟 新決済システム施行について声明」              

 

５月１６日 中央銀行は、市中金融機関に対し、「Visa」

「Master」などを使用しないデビッド決済手段を１１月

３０日までに施行するよう要請。 

クレジットカード決済について２０２０年１月までに

新決済システムを施行するよう要請していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.294」参照）。 

 

５月３０日 「ベネズエラ銀行連盟（ABV）」は、中央

銀行および銀行監督局（SUDEBAN）に対して書簡を提

出。今後のスケジュールを定めるため３０営業日の検討

期間を設けるよう要請した。 

 

米国政府は「Visa」「Master」など既存の決済手段につ

いても制裁をかけることを検討していると報じられて

いる。 

流石にないだろうと思う反面、米国―ベネズエラ間のフ

ライトを禁止するなど、一般人にも影響のある制裁を科

しており、ありえない話でもないのかもしれない。 

 

「１．５万人のベネズエラ人 ゲリラ組織に加入」              

 

経済混乱を理由に多くのベネズエラ人が職を失い、生活

に困窮している。 

 

非営利団体「Fundaredes」は、この状況を受けて、１．

５万人のベネズエラ人が国家解放軍（ELN）やその他ゲ

リラ組織に加入したと発表。 

 

ELN はスリア州、タチラ州、ボリバル州、アプレ州、バ

リナス州、アマゾナス州などの学校に侵入し、儲かる仕

事があるなどと ELN への勧誘を行っているという。 

 

以上 


