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（写真）Pixabay “５月１３日 新外貨システム「両替テーブル」運用開始” 

 

 

２０１９年５月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「コンタクトグループ ミッション団を派遣」 

「Datanalisis グアイド議長引き続き支持高いが」 

「中国 ７１トンの人道支援を提供？」 

「マレロ大統領補佐官 ５２日ぶりに家族と面会」 

「DGCIM トーレス元内務司法相の家族を拘束」 

経 済                     

「両替テーブル開始 １ドル BsS.5,190～5,860 

～２日目は１ドル BsS.5,239～5,650～」 

社 会                     

「内務司法省 １９年の犯罪件数３４％減少」 

２０１９年５月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「制憲議会 国会議員の不逮捕特権を更に剥奪 

～野党国会は軍部に阻まれ国会を開けず～」 

「ワシントン・ポスト 最高裁の離反声明を公開」 

「ポンペオ国務長官 ロシア外相と会談」 

「５月２０日 米軍南部総督とベッキオ大使会談」 

経 済                    

「SEBIN キューバへの原油輸送を強要」 

「現地紙パノラマ 印刷物の発行を停止」 

「OPEC ４月の産油量は日量７６．８万バレル」 

「７州で深刻なガソリン不足」 
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２０１９年５月１３日（月曜）             

政 治                       

「コンタクトグループ ミッション団を派遣」       

 

５月１３日 グアイド議長は、コンタクトグループのミ

ッション団が５月１５日あるいは１６日にベネズエラ

を訪問することを明らかにした。 

 

コンタクトグループは欧州連合のイニシアティブで結

成されたグループで、交渉による平和的な問題解決を志

向するグループ。 

 

コンタクトグループの構成国は、スペイン、フランス、

ドイツ、イタリア、オランダ、ポルトガル、スウェーデ

ン、英国、コスタリカ、ウルグアイ、エクアドル、ボリ

ビア。 

 

マドゥロ政権を認めず、非難する立場にあるものの米国

政府やリマグループよりも穏健的な姿勢を取っている。 

 

グアイド議長曰く、今回派遣されるミッション団の中に

はパナマで独裁政権を強いたノリエガ元大統領時代の

外相と交渉をしたことがある人物がいるという。 

 

一方でグアイド議長は、「マドゥロ政権が退陣する前提

の交渉にしか応じる気はない」として、政権を長期化さ

せる前提で交渉を持つ可能性を否定した。 

 

先だって、５月７日に欧州連合のモゲリーニ外交委員長

は、ベネズエラの政治的な緊張の高まりに懸念を示し、

与野党双方に対して平和的な解決を求めていた。 

 

なお、急進野党に属するベネズエラ主導党（VV）や米州

機構（OAS）のアルマグロ事務局長らは、独裁政権を延

命させるとして同グループの解体を求めている。 

 

「Datanalisis グアイド議長引き続き支持高いが」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は

最近の世論調査の結果について紹介した。 

 

ベネズエラの状況について、９４％は「悪い」「とても

悪い」と回答。 

 

与党支持者でも７０％はベネズエラの現状について「悪

い」「とても悪い」と認識しており、与党支持者も含め

てベネズエラ国民の多くが現状をネガティブに認識し

ている。 

 

また、マドゥロ大統領の政権運営について、回答者全体

の８３％は「悪い」「とても悪い」と評価している。 

 

「良い」「とても良い」という評価は１２％と低い評価

が出ている。 

 

なお、残りの５％は「無回答」あるいは「分からない」

と回答している。 

 

グアイド議長に関するアンケートでは、１９年４月時点

の調査で回答者の５６％が「支持する」と評価。どの政

治家よりも圧倒的に人気が高いことが確認された。 

 

不人気調査でもグアイド議長を「拒絶する」と回答した

人は、回答者全体の３３％で、どの野党政治家よりも少

なかった。 

 

しかし、１９年２月に同様の調査を行った際、グアイド

議長を支持するとの回答は６１％あったことを踏まえ

ると、この２カ月で政権を変えることが出来なかったフ

ラストレーションからグアイド議長への支持が低下す

る傾向にあると補足した。 
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「中国 ７１トンの人道支援を提供？」                  

 

５月１３日 中国の飛行機がマイケティア国際空港に

到着した。 

 

同飛行機には大量の物資が積まれていることが確認さ

れており、人道支援物資ではないかと言われていた。 

 

同日、オリベル・フェルナンデス記者が自身のツイッタ

ーで映像を投稿。「この貨物は人道支援物資のようだ」

と投稿した。 

 

なお、５月１５日 中国の習近平国家主席は「アジア文

明対話大会」で演説。 

「自分の人種や文明が最も優れていると考え、他の文明

を変えたり取って代わったりしようとするのは愚かだ」

と発言している。 

 

米中の貿易摩擦を暗に牽制する発言だが、米国の対ベネ

ズエラ方針についても同様の警告を発しているように

見える。 

 

 

（写真）Oliver Fernandes 記者ツイッター 

 

「マレロ大統領補佐官 ５２日ぶりに家族と面会」                  

 

１９年３月２１日 グアイド議長が指名したロベルト・

マレロ大統領補佐官が SEBIN に拘束された（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.268」参照）。 

 

拘束から５２日が経過した５月１２日 マレロ氏の妻

のロミー・マレロ氏は、「初めてマレロ氏と面会するこ

とが出来た」とツイッターで投稿した。 

身体的な問題はなく、彼が正常な状態であることが確認

できたとしている。 

 

同じく親族で大衆意志党（VP）の政治家でもあるベレ

ン・マレロ氏も同様のコメントを投稿している。 

 

 

（写真）ベレン・マレロ氏、ロミー・マレロ氏 Twitter 

“ロベルト・マレロ大統領補佐官の無事を報告” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f4b351d4c4160aeb1b80a09e79b59b1a.pdf
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「DGCIM トーレス元内務司法相の家族を拘束」                  

 

５月１２日 軍内部の警察的な組織「DGCIM」は、元

内務司法相で現在は反逆罪で拘束されているロドリゲ

ス・トーレス氏の妻を拘束した。 

 

ハビエル・マジョルカ記者によると、トーレス元内務司

法相の妻の逮捕理由は４月３０日の自由オペレーショ

ンを支援したことだという。 

 

また、現在彼女が何処にいるのかは分からないとした。 

 

経 済                        

「両替テーブル開始 １ドル BsS.5,190～5,860           

    ～２日目は１ドル BsS.5,239～5,650～」           

 

５月６日 中央銀行は新外貨システム「両替テーブル」

を公布（「ベネズエラ・トゥデイ No.288」参照）。５月

１３日から同システムの運用が始まった。 

 

「両替テーブル」については「ウィークリーレポート

No.97」で紹介した通りだが、概要を紹介したい。 

 

「両替テーブル」初日は Banco de Venezuela、Banco 

Nacional de Credito、Banco Exterior、Bancaribe の４行

で両替が可能だった。 

 

各銀行の平均レートは以下の通り。 

 

Banco de Venezuela： BsS.５，１９０／ドル 

Banco Nacional de Credito： BsS.５，２３５／ドル 

Banco Exterior： BsS.５，６００／ドル 

BanCaribe： BsS.５，８６０／ドル 

 

 

 

翌５月１４日は、BanCaribe が参加しなかったが、新た

に B.O.D 銀行、Bancamiga の２行が「両替テーブル」

を実施。 

 

１４日の各銀行の為替レートは以下の通りだった（小数

点以下は、四捨五入）。 

 

Banco de Venezuela： BsS.５，２５７／ドル 

Banco Nacional de Credito： BsS.５，２５５／ドル 

Banco Exterior： BsS.５，２３９／ドル 

B.O.D： BsS.５，３４０／ドル 

Bancamiga： BsS.５，６５０／ドル 

 

ベネズエラ中央銀行は、５月１４日の平均為替レートは

１ドル５，２５６．１２だったとしている。 

 

社 会                       

「内務司法相 １９年の犯罪件数３４％減少」            

 

ネストル・リベロ―ル内務司法平和相は１９年１月～４

月にかけて犯罪発生件数が前年同期と比べて３４．７％

減少したと発表した。 

 

特に誘拐は同６２．７％減、殺人は同３２．７％減だと

いう。 

 

実際のところ犯罪が起きても警察に報告しないケース

は多い。また、警察官らによる殺人は「公務執行妨害」

など犯罪とは別の定義に入れることも多いという。 

 

その意味では、内務司法相の発表を鵜呑みにすることは

できないが、犯罪件数が減少しているとの声は聞くこと

が多くなっている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/02a9a0c36e9b0f55566258a80b1a4731.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/02a9a0c36e9b0f55566258a80b1a4731.pdf
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（写真）ネストル・リベロ―ル内務司法相ツイッター 

“犯罪発生件数の減少を報告” 

 

２０１９年５月１４日（火曜）             

政 治                       

「制憲議会 国会議員の不逮捕特権を更に剥奪      

  ～野党国会は軍部に阻まれ国会を開けず～」        

 

５月１４日 制憲議会は全会一致で更に５名の国会議

員の不逮捕特権はく奪を決定した。 

 

制憲議会が承認する前段階として、検察庁が議員５名の

犯罪行為を指摘。 

検察庁の要請を受けて、最高裁が制憲議会で審議にかけ

るよう要請し、最終的に制憲議会が不逮捕特権のはく奪

を承認している。 

 

新たに不逮捕特権をはく奪された議員は、大衆意志党

（VP）のフレディ・スペルラノ議員、セルヒオ・ベルガ

ラ議員、アンドレス・メヒア議員。 

第一正義党（PJ）のミゲル・ピサロ議員、PJ のカルロ

ス・パパローニ議員。 

 

 

また、大衆意志党（VP）の代理議員ではあるが、フラン

コ・カセジョ議員、ウィンストン・フローレス議員も不

逮捕特権をはく奪された。 

 

今回の決定を受けて、それぞれが拘束を逃れるため潜伏

しているという。また、メキシコ大使館はフランシスコ・

カセジョ議員の申請を受けて彼の身柄を保護したと発

表した。 

 

なお、５月１４日は通常国会が行われる予定だったが、

同日は軍人が国会に張り込み、議員の国会入廷を妨げた

ため、国会が開かれなかったという。 

 

軍部が議員の国会入廷を拒否した理由は、「爆弾が仕掛

けられている可能性があるから」とのことだが、国会を

開かせないことが本当の狙いだろう。 

 

カベジョ制憲議長は「幸いにも爆弾は発見されなかった」

と説明している。 

 

 

（写真）国会 

“国会議員の入廷を妨害する軍部” 
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「ワシントン・ポスト 最高裁の離反声明を公開」           

 

５月１４日 米国紙「ワシントン・ポスト」は、４月３

０日に最高裁判長が発表するはずだったとされる声明

文を公表した。 

 

「ウィークリーレポート No.96」で紹介した通り、クリ

ストファー・フィゲロア元 SEBIN 長官は、マイケル・

モレノ最高裁判長がマドゥロ政権からの離反を検討し

ており、４月３０日に反旗を翻す声明を読み上げる算段

だったと語っていた。 

 

文章の中には 

「（マドゥロ政権による）人権侵害、憲法違反行為がベ

ネズエラ社会に引き起こした被害は計り知れない」 

と書かれている。 

 

「制憲議会の存在を拒否し、最高裁の姿勢を変更する」

との文言も書かれている。 

 

また、「ワシントン・ポスト」は、この記事を読み上げ

る前にマドゥロ政権側が計画に気づき、４月３０日にク

リストファー元 SEBIN 長官を拘束し、大衆意志党（VP）

のロペス党首をラモ・ベルデ軍事収容所に再度、移送す

ることを決めていた。 

 

この動きに気づいた野党側は時期尚早ながら計画を早

める必要があり、事がうまく運ばなかったと報じている。 

 

５月１０ マドゥロ大統領は、 

「モレノ最高裁判長とパドリーノ・ロペス国防相らがク

リストファー元 SEBIN 長官の不審な動きを察知し、４

月３０日にクリストファー元 SEBIN 長官を拘束する予

定だった。」 

と発言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.290」参照）。 

 

 

「ポンペオ国務長官 ロシア外相と会談」         

 

５月１４日 米国のポンペオ国務長官とロシアのラブ

ロフ外相がロシアのソチで会談をした。 

 

両国ともに関係改善を求める意志を示す一方で、両国は

自国の主張を繰り返すだけにみえ、何らかの歩み寄りは

ないような印象を受ける。 

 

ベネズエラ問題について、ポンペオ国務長官はロシアに

よるマドゥロ政権への支援を停止するよう要請。一方、

ラブロフ外相は「武力で民主主義を強要することはでき

ない」と反論。米国による軍事介入への懸念を伝えたと

される。 

 

特にグアイド議長は、国会が任命したカルロス・ベッキ

オ在米ベネズエラ代表大使に、米国国軍の南部総督と緊

急で面談するよう指示をしている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.290」参照）。 

 

このような状況でロシア側の懸念は決して杞憂とは言

えないだろう。 

 

「５月２０日 米軍南部総督とベッキオ大使会談」         

 

上記の通り、グアイド議長はカルロス・ベッキオ在米ベ

ネズエラ代表大使に対して、米国軍南部総督と面談する

よう指示を出していた。 

 

５月１４日 グアイド議長は記者会見を開き 

「５月２０日にベッキオ大使が米国軍南部総督と面談

をする」と発表した。 

 

なお、５月２０日の面談に先立ち１４日にフリオ・ボル

ヘス元国会議長（リマグループ代表大使）とベッキオ大

使は米国国防省次席秘書官と面談をしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0d97611f96f0d3fb6143ee2746ada3eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0d97611f96f0d3fb6143ee2746ada3eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0d97611f96f0d3fb6143ee2746ada3eb.pdf
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内容は、５月２０日のベッキオ大使と米国軍南部総督と

の面談に向けたすり合わせと思われる。 

 

 

（写真）ボルヘス元国会議長ツイッター抜粋 

 

経 済                       

「SEBIN キューバへの原油輸送を強要」            

 

５月１日 原油輸送船「Manuela Saenz」は、ベネズエ

ラからキューバに向けて出発した。 

 

軍事専門家のセバスティアン・バラエス氏は、 

「船のキャプテンはキューバに向けて原油を輸送する

ことを拒んだが、SEBIN がキャプテンを脅して出航さ

せた」 

と訴えた。 

 

なお、「Manuela Saenz」は、運航の途中で衛星での追跡

機能を切り、ハイチやジャマイカに寄港し、最終目的地

を分からないようにしていたという。 

 

 

 

 

「現地紙パノラマ 印刷物の発行を停止」         

 

スリア州の新聞「PANORAMA」が５月１４日をもって

印刷版の新聞発行を停止する。同社は１９１４年に創刊

し、今年で１０４年目を迎えた。 

 

発行停止の理由は印刷用紙が無くなったため。現時点で

は再発行の予定は立っていない。 

 

「PANORAMA」は、どちらかと言えば与党支持者の読

者層が多いメディアで、野党に批判的な記事も多い。 

 

政治的にマドゥロ政権に優遇されやすいメディアでは

あるが、それでも紙不足を避けることは出来なかったよ

うだ。 

 

紙媒体の発行は停止したが、ウェブにて引き続き情報発

信を続ける予定。 

 

「OPEC ４月の産油量は日量７６．８万バレル」              

 

５月１４日 OPEC は１９年４月の加盟国産油量を発

表。ベネズエラについては日量７６．８万バレルと先月

の７４．０万バレルから２．８万バレル増加したと発表

した。 
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３月は全国的な停電が続いていた。 

当時よりは産油活動が出来ているが、大きく回復はして

いないという状況だろう。 

 

上記の数字は第３者専門家の予測値で、一般的に参照さ

れているベネズエラの産油量になる。 

 

これとは別にベネズエラの OPEC 代表者が報告してい

る自己申告の産油量があり、これによると１９年４月の

産油量は日量１０３．７万バレル。先月の９６万バレル

から７．７万バレル増加している。 

 

 

 

「７州で深刻なガソリン不足」              

 

Lohena Raveron 記者は、自身のツイッターで、少なく

とも７州で深刻なガソリン不足が起きていると投稿し

た。 

ガソリン不足が起きている州はミランダ州、メリダ州、

タチラ州、トゥルヒージョ州、ボリバル州、ララ州、ポ

ルトゥゲサ州。 

 

ガソリンスタンドに向けて並ぶ、車の大行列の映像など

も公開されている。また、ガソリンを給油するために５

時間も並ぶ必要があるとの訴えもある。 

 

以上 

 

 


