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（写真）グアイド議長ツイッター “５月１日 ベネズエラ史上最も大規模な反政府デモを呼びかけ” 

 

 

２０１９年４月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 

ベネズエラ史上最も大規模なデモを呼びかけ」 

「アイサミ経済担当副大統領、メレンデス知事 

テスタフェロ（資金隠し協力者）との関係」 

経 済                     

「Rosneft、Reliance ロイター通信の報道を否定 

～制裁回避のためPDVSAへの協力報道を否定～」 

「国会 来週 PDVSA２０社債について協議」 

社 会                     

「Sputnik ベネズエラの危機は作為的なもの」 

2019 年 4 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「バルガス州 ラグアイラ州と呼び始める」 

「ボルトン補佐官 ロシア政府への説得に意欲」 

「マドゥロ派活動家 大使館の占拠続ける」 

経 済                    

「ベトナム ５億ドル超の不正投資を調査」 

「トリニダード・トバゴ経由で制裁を回避？」 

社 会                     

「セマナ・サンタ フダスはマドゥロ大統領」 

「ビーチに人は多いが、近隣店は閑散 

～ヌエバエスパルタのホテル売上３０％減～」 
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２０１９年４月１９日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長                    

 ベネズエラ史上最も大規模なデモを呼びかけ」       

 

４月１９日 グアイド議長は集会を実施。そこで５月１

日に「大統領職の強奪を完全に終わらせることを要求す

る」として、 

「５月１日、ベネズエラ国民に対してベネズエラ史上、

最も大規模な反政府デモを呼びかける。」 

と発表した。 

 

現時点では目的地がどこになるのかを明らかにしてい

ないが、グアイド議長は「目的地は大統領職の強奪を完

全に終わらせる場所になるだろう」と宣言。 

 

集まった支持者は、「ミラ・フローレス！ミラ・フロー

レス！」と呼応し、誰もが大統領府への行進を意識して

いるようだ。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“マドゥロ政権との対決の最終段階を予感させる発表” 

 

なお、５月１日（水曜）は「メーデー」のため国民の祝

日になる。多くの支持者、マドゥロ政権に不満を持つ国

民が参加することだろう。 

 

一方、マドゥロ政権は５月１日に最低賃金を改定するこ

とが多い。大統領府付近の広場でマドゥロ政権が政治集

会を実施し、そこで最低賃金の改定を発表するのではな

いか。 

 

仮にそうなれば与野党支持者が大統領府付近で相まみ

えることになる。 

 

なお、これだけ盛り上げながら同日の反政府デモが平和

裏に終了した場合、支持者は肩透かしを受けた気分にな

り、政権交代への気力が大きく減ると想像している。 

 

その意味では、参加者は５月１日の反政府デモで激しい

衝突が起きることを期待している印象がある。 

 

まだ目的地は明らかにしていないが、ベネズエラにとっ

て重要な日になる可能性がありそうだ。 

 

「アイサミ経済担当副大統領、メレンデス知事     

 テスタフェロ（資金隠し協力者）との関係」         

 

ベネズエラでは、政府高官などに自身の名義を貸すこと

で資産隠しに協力する人物のことを「テスタフェロ」と

呼ぶ。 

 

サマーク・ロペス氏は、アイサミ経済担当副大統領のテ

スタフェロとして、米国政府に訴えられている。 

 

現地メディア「La Patilla」は、サマーク・ロペス氏が米

国に所有していた不動産が米国財務省に押収、売りに出

されていると報じた。 
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「La Patilla」によると、押収したフロリダ州の不動産は

４３７万２，３６８ドルで売りに出されている。 

 

また、ララ州のカルメン・メレンデス知事のテスタフェ

ロとしてノルカ・ジョセフィーナ氏の名前が報じられた。 

 

現地メディア「El Confidencial」によると、ノルカ氏は

ベネズエラ軍人ペドロ・フリオ・マルティネス氏と結婚

したが２０１４年に離婚。３児の母。 

企業家で数年前からフロリダの高級住宅街に住んでい

るという。 

 

娘は歌手を目指しており、ノルカ氏は娘を歌手にするた

め音楽家 Emilio Estefan 氏に大金を支払い、彼女を歌手

にするための支援をしていたという。 

 

２００４年に彼女が設立したベネズエラの会社は、ベネ

ズエラでの建設関連事業で優先的に選ばれ技術者派遣

サービスなどをしていたという。 

 

これらの事業で優先的に選ばれた理由は、現在ララ州の

知事を務める友人のカルメン・メレンデス氏のコネがあ

ったからとされる。 

 

「El Confidencial」は、ノルカ氏がメレンデス州知事や

他のベネズエラ軍部高官のテスタフェロとして活動し

ていたと報じている。 

 

２０１８年５月にはスペインに３，０００ユーロで

「Emerald Legend SL」という会社を設立。その後、資

本金を６６０万ユーロに増やしたという。 

同社は３３戸の不動産を購入している。 

 

また、４７０万ドル相当の GOLD を購入。リヒテンシ

ュタインにある「LGT Bank AG」に保管しているとい

う。 

 

 

経 済                        

「Rosneft、Reliance ロイター通信の報道を否定    

～制裁回避のため PDVSA への協力報道を否定～」           

 

ここ数日、ロイター通信の報道内容が事実と異なると訴

える記事が多い。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.280」では、スペイン

の「REPSOL」が、ロイター通信の報道を否定する形で

「REPSOL は契約に従い、これまで通り PDVSA との

取引を継続する」と発表していた。 

 

先だって、ロイター通信は内部関係者からの情報として、

「米国による二次制裁を回避するため REPSOL は、

PDVSA との取引を停止した」と報じていた。 

 

今回はロシアの Rosneft とインドの Relaince がロイタ

ー通信の報道を虚偽だと訴えている。 

 

４月１８日 ロイター通信は、米国の制裁を回避するた

めRosneftがPDVSAの取引を仲介していると報じてい

た。PDVSA は Rosneft からディスカウントをしたうえ

で、即金で現金を受け取るというスキーム。 

 

また、インドの Reliance は制裁回避のため Rosneft 経

由で PDVSA へ原油輸入代金の支払いをしていると報

じた。 

 

この報道を受け、４月１９日 Rosneft は 

「ベネズエラが米国の制裁を回避するためにロシアの

石油会社を使っているというロイターの記事は完全な

虚偽だ。今回の記事は Rosneft のイメージを下げること

が目的だ。」 

と訴えた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da99827f2c9c4eafae438142ab78deb5.pdf
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また、虚偽の情報を報じるロイター通信をロシア国内で

活動できないようロシア政府に申請するとしている。 

 

４月２０日 インドの民間企業「Relaince Industries」

も声明を発表。 

 

「Reliance は、Rosneft 経由でベネズエラ産原油を購入

しているが、この取引は米国政府が制裁を科す以前から

続いている取引スキームで、制裁回避が目的ではない。」

とした。 

 

また、「米国が制裁を科した後も、この取引は米国政府

の法律に従い、輸入している。Reliance は PDVSA に現

金支払いをしておらず、米国の制裁に抵触していない。」 

と発表。 

 

「一部のメディアが報じているような Relaiance が

Rosneft 経由で PDVSA に現金を支払っているという事

実は無い」 

とロイター通信の報道を否定した。 

 

「国会 来週 PDVSA２０社債について協議」         

 

野党が多数派を占める国会は、PDVSA２０２０社債の

支払いについて国会で協議すると発表した。 

 

４月２７日は、PDVSA が発行した２０年満期の社債

「PDVSA２０」の利払い予定日。 

 

発行時の定めに従えば、２７日に約７，１６０万ドルを

債券保有者に支払わなければいけない。 

 

同社債は PDVSA の米国子会社 Citgo の株式５０．１％

が担保に設定されているため、債務不履行になった場合

には野党がコントロールしている Citgo にも影響が及

ぶ。 

 

PDVSA はほぼ全ての債券の利払いを停止しているが、

Citgo 株式の差し押さえを避けるため、PDVSA２０だけ

は支払いを履行していた。 

 

しかし、野党が Citgo をコントロール下に収めたことで、

PDVSA としてはもはや PDVSA２０の利息払いを履行

するインセンティブは無くなっている。 

 

実際のところ、４月２７日を過ぎても３０日間のグレー

ピリオド（支払い猶予期間）が設けられているので、本

当の意味での支払い期限は５月２７日になる。 

 

社 会                       

「Sputnik ベネズエラの危機は作為的なもの」            

 

ロシア系メディア「Sputnik」は、ベネズエラに滞在する

外国人のベネズエラに対する見解を紹介した。 

 

内容は、「実際にベネズエラで生活して感じる外国メデ

ィアと現地の温度差について」。 

 

ウルグアイ人の Sofia 氏は、国際メディア「TELESUR」

のオファーを受け、１年ほど前からベネズエラで記者を

している。 

 

「ベネズエラに来る前から報道でベネズエラの状況は

聞いていた。 

 

ベネズエラでは栄養失調の人が多く、餓死者が出ている

と思っていたが、カラカスについてそれが事実ではない

と感じた。 

 

ベネズエラは、ここ数年で著しく購買力が下がった。 

生活には多くの支障があり、問題は深刻だが、ベネズエ

ラは本来であれば十分に生活できる環境。 
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現在の生活苦は、経済制裁などで作為的に作られたもの

だと考えている。 

 

ゴミをあさる人が道端にいると報じているが、これはボ

リビアでもアルゼンチンでもウルグアイでも同様だ。」 

とコメントした。 

 

「TELESUR」は与党寄りの見解ではあるが、メディア

を読んで認識するベネズエラと実際に生活して感じる

ベネズエラにギャップがあることは駐在員であれば大

なり小なり共感する部分はあるのではないだろうか。 

 

２０１９年４月２０日～２１日（土・日）             

政 治                       

「バルガス州 ラグアイラ州と呼び始める」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.267」で、バルガス州の知

事が州名を変更するとの記事を紹介した。 

 

３月２５日、バルガス州の名前は、ラグアイラ州に変更

されており、現在は移行期間にあるという。 

 

今回の変更を受けて、政府機関や与党系の政治家はバル

ガス州をラグアイラ州と呼び始めている。 

 

以下は交通管理局の公式ツイッター。バルガス州のこと

をラグアイラ州と書いている。 

 

 

 

政権が変われば、今回の変更はなかったことになるだろ

うが、マドゥロ政権が続くのであれば、バルガス州はラ

グアイラ州と一般的に呼ばれるようになるのだろう。 

 

「ボルトン補佐官 ロシア政府への説得に意欲」           

 

４月２０日  米国のボルトン大統領補佐官は

Bloomberg のインタビューに応じ、ロシア政府によるマ

ドゥロ政権、キューバ政権への支援を非難した。 

 

また、国家安全評議会のメンバーが今週モスクワで、ロ

シア政府関係者とベネズエラ問題について協議すると

発言。米国政府は、ロシアにマドゥロ政権の支援を停止

させるために出来る限りのことをするとした。 

 

また、マドゥロ政権に対して 

「ベネズエラにいる４万～４．５万人の米国人や野党政

治家を攻撃することは大きな政策ミスになる」 

と米国民、野党政治家への圧力をけん制する発言をした。 

 

個人的な見解だが、米国政府が今の方針を継続するので

あれば、ロシア政府を説得することは出来ないだろう。 

 

米国は明確に軍事介入も含めたマドゥロ政権の崩壊を

意識している。米国のベネズエラ問題への介入は、米国

の経済的な利害（あるいはトランプ政権の選挙を意識し

た人気取りの政策の一環）があることが理由であること

も確かだろう。 

 

ベネズエラ（マドゥロ政権）の自国主権を保護するため

にロシアが擁護するという主張は、見方によっては一定

の正当性がある。 

 

結論を言えば、ロシアも米国も話し合いで合意できると

は考えていないだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
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「マドゥロ派活動家 大使館の占拠続ける」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.268」でワシントンにある

ベネズエラ大使館が与党支持の活動家に占拠されてい

るとの記事を紹介した。 

 

この状況は引き続き変わっていないようだ。 

 

米国政府は４月２５日までに大使館から立ち退くよう

要請を出しているようだが、活動家は引き続き大使館を

住まいにして居座わろうとしている。 

 

大使館を占拠している活動家集団は「コード・ピンク」

と呼ばれるグループで、ボルトン大統領補佐官やポンペ

オ国務長官がベネズエラについて非難する演説を行う

場でシュプレヒコールを度々あげている。 

 

「コード・ピンク」には立派なウェブサイトがあり、ベ

ネズエラ問題だけではなくパレスチナ問題への反対な

ど、サイトを見る限り、マドゥロ支持集団というよりも、

反トランプ集団という印象を受ける。 

 

「コード・ピンク」の主要な活動家（メデア・ベンジャ

ミン氏）に対して、メディアが行ったインタビューによ

ると、 

「我々は米国の明白な国際法違反を目の当たりにして

いる。今のベネズエラは、クーデターをスローモーショ

ンで見ているようだ。ベネズエラの自国主権を擁護する

ために立ち上がらなければいけない。 

 

ベネズエラ人は自国の政府を非難することが出来るが、

同時に外国の侵略行為から自国を守る義務がある。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

（写真）CODE PINK ウェブサイトより抜粋 

 

経 済                       

「ベトナム ５億ドル超の不正投資を調査」            

 

ベトナム政府は、過去行ったベネズエラでの石油プロジ

ェクトで不正な取引が無かったか実態調査を開始した。 

 

ベトナムの国営石油ガスグループ（ペトロベトナム、以

下 PVN）と PDVSA は、JUNIN-2 鉱区で共同プロジェ

クトを進めていたが、２０１３年１２月にほとんど進展

のないまま同プロジェクトを凍結させたという。 

 

ベトナムのメディアによると、同プロジェクトの始動を

発表した２０１０年当時、投資額は１２億ドルになると

しており、PVN が国外で行う最も大きな投資プロジェ

クトだったようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
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JUNIN-2 鉱区のプロジェクトを進めるために２０１０

年～２０１５年にかけて、１２億ドルを投資する予定だ

ったが、この金額には「契約ボーナス」と呼ばれる５億

８，４００万ドルの予算が含まれていなかったという。 

 

この「契約ボーナス」は JUNIN-2 鉱区の投資ライセン

スを得るためにベネズエラ政府に支払わなければなら

ないもので、当初の予算に含まれていなかったという。 

 

本件は PVN の Nguyen Vu Troung 代表が辞任を表明し

た際に明らかになったという。 

 

調査結果によっては Nguyen Vu Troung 元代表がベネ

ズエラ事業で発生した損害を負担する必要があるとい

う。 

ベネズエラ事業の損失は６億３，５００万ドルと見積も

られており、とても個人が支払う事が出来る金額ではな

いだろう。 

 

「トリニダード・トバゴ経由で制裁を回避？」         

 

４月２１日 トリニダード・トバゴのメディア「The 

Guardian」は、PDVSA が制裁を回避するためにトリニ

ダード・トバゴを利用していると報じた。 

 

どうやら一時的にトリニダード・トバゴに寄港し、数時

間後に出向する不信な動きが確認されているという。 

 

３月２１日からベネズエラ産原油を積んだ３隻がトリ

ニダード・トバゴに寄港し、近隣諸国に原油を販売して

いるという。 

 

３隻は「Mindoro」「Amore Mio」「Serengeti」という名

前。「Mindoro」は「TMS Tankers」の船舶。「Serengeti」

はギリシャに本社がある「Dynacom」の船舶。 

「Amore Mio」の所有者は不明という。 

 

筆者もトリニダード・トバゴではないが、PDVSA がア

ルーバを経由した制裁回避の動きがあるとの情報を聞

いている。 

 

社 会                       

「セマナ・サンタ フダスはマドゥロ大統領」            

 

マドゥロ大統領の発表により、急遽ベネズエラは４月１

３日～２１日の大型連休となった。 

 

４月１８日～１９日は「セマナ・サンタ（聖週間）」。 

英語で言うイースター（復活祭）で、キリストがエルサ

レムに入り、磔にされて亡くなり、その後復活するまで

の１週間を「セマナ・サンタ」と呼んでいる。 

 

ベネズエラではこの時期に、張り子人形「フダス」を街

中で燃やすのが恒例行事。 

「フダス」はキリストを裏切ったとされる「ユダ」のこ

とで、悪魔や政治家などの張り子を焼く行事。 

 

筆者がいた頃から、この時期に、マドゥロ大統領の張り

子を焼く光景が見られた。今年も以下のような人形が街

中で焼かれたようだ。 

 

 

（写真）大衆意志党（VP） 
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「ビーチに人は多いが、近隣店は閑散           

 ～ヌエバエスパルタのホテル売上３０％減～」              

 

ベネズエラ人に最も人気のある休日の過ごし方はビー

チで過ごすこと。 

 

「セマナ・サンタ」の連休ということもあり、カラカス

から近いバルガス州（ラグアイラ州？）のビーチには、 

多くの人が押し寄せているようだ。 

 

しかし、経済情勢の悪化を受けて、国民の購買力は低下

しており、ビーチ周りのレストランは閑散としていると

いう。 

 

現地紙「El Estimulo」によると、ビーチにあるレストラ

ンではシンプルな料理（魚、バナナの焼いたもの、サラ

ダのセット）でも BsS.３３，０００。２名用の料理は

BsS.５５，０００かかるという。 

 

月額最低賃金が BsS.１８，０００なので、１カ月の給料

では１回の食事代にならない。 

 

なお、並行レートは現在、１ドルBsS.５，０００なので、

BsS.３３，０００は６．６ドル（７００円弱）となる。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

 

ベネズエラではリゾート地として知られるヌエバエス

パルタ州のホテルも売り上げが悪いようだ。 

 

ヌエバエスパルタ州選出議員のオスカル・ロンデロ議員

は、同州のホテルの売り上げが前年比３０％も減少した

と訴えた。 

 

以上 

 

 


