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（写真）Noticias２４ “コロンビア―ベネズエラをつなぐ橋、徒歩での通行再開” 

 

 

２０１９年６月７日（金曜） 

 

政 治                     

「ポンペオ国務長官の野党への不満に対する 

ベネズエラ野党関係者のコメント」 

「自由オペレーションはロペス VP 党首の計画？」 

「新電気エネルギー相の略歴」 

「カベジョ制憲議長 キューバを訪問」 

経 済                     

「米国 希釈剤輸出の制裁を他国企業にも適用」 

「米国 ペキベン・コロンビア会社の制裁解除」 

社 会                     

「国連 ベネズエラ移民４００万人突破を発表」 

2019 年 6 月 8～9 日（土・日） 

 

政 治                    

「コロンビア－ベネズエラ国境 

徒歩での国境通過が可能に」 

「マドゥロ政権 在カナダ・ベネ大使館を休館」 

「グアイド議長 与野党交渉模索の予定なし」 

経 済                    

「インスリン開発でロシア企業と協定を締結」 

「PDVSA ニカラグア向けの支援７３％減」 

「CLAP 関連の汚職で２．４億ドル？」 

社 会                     

「デング熱発症数 前年から１９倍」 
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２０１９年６月７日（金曜）             

政 治                       

「ポンペオ国務長官の野党への不満に対する     

      ベネズエラ野党関係者のコメント」       

 

米国のポンペオ国務長官がベネズエラ野党に対して不

満を漏らしたニュースの余波が続いている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.301」参照）。 

 

マドゥロ政権関係者はポンペオ国務長官の言葉を引用

し、野党の弱体化と米国政府の失敗を主張している。 

 

一方、野党関係者はポンペオ国務長官の言葉に賛否両論

といったところだろう。 

 

６月７日 グアイド議長は Bloomberg のインタビュー

に答え、ポンペオ国務長官の発言について質問を受ける

と、 

「我々はマドゥロ政権を倒壊させるという点で団結し

ている。大統領になりたい人物が４０名いるのであれば、

歓迎されるべきだ。それが民主主義だ。」 

とコメントした。 

 

他方、匿名で BBC News の取材を受けた野党議員と名

乗る人物は、ポンペオ国務長官の発言について 

「ポンペオ国務長官の言葉は我々にとってつらいもの

だった。なぜなら現在のベネズエラの問題はマドゥロの

責任であるべきなのに、我々が団結していないことが原

因のように見えてしまう」 

と答えた。 

 

他、１８年５月の大統領選に参加した発展進歩党（AP）

のヘンリー・ファルコン党首はポンペオ国務長官の意見

に賛同を示し、野党に対して方針転換を求めた。 

 

 

「マイク・ポンペオは真実を言っている。彼は我々が言

ってきた野党に対する批判を肯定した。ポンペオ国務長

官の不満を良く考え、反省するべきだ。彼の言葉を非難

ではなく、建設的に考えるべきだ。」 

と主張した。 

 

「自由オペレーションはロペス VP 党首の計画？」         

 

BBC News の取材を受けた前述の匿名の野党議員は、４

月３０日の自由オペレーションはレオポルド・ロペス党

首の立案だったと語った。 

 

また、４月３０日の計画が結果的に野党を分断させてい

ると語った。 

 

「４月３０日の事件はレオポルド・ロペス氏によるもの

だった。彼が自身の判断で危険を冒して行ったことだ。

我々はこの計画を聞かされていなかった。そして、今は

野党の団結を揺るがすことになっている。 

 

我々はグアイド議長の下で団結している。現在、ベネズ

エラのリーダーは彼（グアイド議長）だ。しかし、レオ

ポルド・ロペス氏は影響力を維持したいと考えた。これ

が問題を複雑にした。」 

とコメントした。 

 

マドゥロ大統領も４月３０日の首謀者はレオポルド・ロ

ペス党首だと主張しており、現在の刑期に今回のクーデ

ーター未遂の罪を追加するべきだと主張している。 

 

現在、ロペス党首は１３年９カ月の判決を受けている。

２０１４年２月から刑が始まっているので、２０２７年

１１月に刑期が終わる予定。 

「自由オペレーション」を受けて、この刑期がさらに伸

びる可能性も否定できない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
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「新電気エネルギー相の略歴」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.301」で電気エネルギ

ー相が交代したとの記事を紹介した。 

 

現在、ブリト―新電気エネルギー相は電力公社

（Corpoelec）社長も兼任しているようだ。 

 

電力分野は日本企業も関わっているため、ブリト―氏の

略歴について簡単に紹介したい。 

 

ブリト―電気エネルギー相は、１９５６年３月３０日生

まれ。ベネズエラ中央大学卒の電気技術者で、電気工学

の博士号を取得している。 

 

電気エネルギー相に抜擢される前は科学技術省に所属

していた。また、電力公社の執行役員も務めていた。 

 

他、過去に国家開発通信調査センター基金（Cendit）の

代表を務めたこともある。 

 

「カベジョ制憲議長 キューバを訪問」         

 

６月７日 ディオスダード・カベジョ制憲議長がキュー

バを訪問し、ディアス・カネル国家評議会議長、ラウル・

カストロ前国家評議会議長らと会談した。 

 

今回のカベジョ議長のキューバ訪問は、６月２５日～２

８日にキューバで開催される予定の「サンパウロ・フォ

ーラム」の事前打ち合わせとのこと。 

 

「サンパウロ・フォーラム」とは、社会主義思想を持つ

関係者が集まる会合。 

 

 

 

 

以前からカベジョ制憲議長はキューバ政府と関係が良

くないと噂されてきた。 

実際にカベジョ制憲議長がキューバを訪問することは

珍しく、下の写真には違和感がある。 

 

 

（写真）カベジョ制憲議長ツイッター 

 

経 済                        

「米国 希釈剤輸出の制裁を他国企業にも適用」           

 

米国財務省は、PDVSA に科している制裁に関連した３

種類のライセンスを修正した。 

 

ライセンスは PDVSA に科している制裁について、例外

的に許可する趣旨のもの。 

今回のライセンス修正により例外適用範囲が狭まった

ため、実質的な制裁強化となっている。 

 

修正したのはライセンス７B、ライセンス８、ライセン

ス１３。 

 

修正の趣旨は、企業の国籍・拠点に関わらず、希釈剤の

最終仕向け地（間接的にベネズエラに流れてもいけない）

がベネズエラではないか確認しなければならず、仮にベ

ネズエラが最終仕向け地であった場合、米国政府は希釈

剤を提供した当該企業に制裁を科す可能性があるとい

うもの。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
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今回の制裁強化により、ベネズエラへ希釈剤を供給する

会社は更に減り、国内のガソリン不足はさらに深刻化す

ることが予想される。 

 

「米国 ペキベン・コロンビア会社の制裁解除」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.301」で、石油化学公

社「ペキベン」のコロンビアにある関係会社

「Monomeros」の社長が、近日中に米国政府が

「Monomeros」に科している制裁を解除するとコメン

トしている記事を紹介した。 

 

この発言の通り、６月７日に米国政府はライセンスを発

行。「Monomeros」に科していた制裁を解除した。 

 

米国財務省の説明では 

「今回のライセンスにより「Monomeros」はコロンビア

国内の金融機関、その他外国の金融機関と自由に金融取

引ができるようになる。 

 

同ライセンスは、取引相手、銀行、その他第３者と

「Monomeros」があらゆる金融取引をすることを許可

する。」 

と書かれている。 

 

５月２３日にグアイド議長率いる野党多数の国会は

「Monomeros」の社長、役員を任命しており、

「Monomeros」は野党系の役員により運営されている。 

 

社 会                        

「国連 ベネズエラ移民４００万人突破を発表」           

 

６月７日 国連は１９年４月時点でベネズエラ移民が

４００万人を突破したと発表した。 

 

 

 

ベネズエラの人口は３，２００万人程度とされているた

め、８人に１人は外国で暮らしていることになる。 

 

内訳は以下の通り。 

 

移民数の多い順で 

・コロンビアが１２９万８，３００人 

・ペルーが７６万８，１４８人 

・チリが２８万８，２３３人 

・エクアドルが２６万３，０００人 

・ブラジルが１６万８，３５７人 

・アルゼンチンが１３万人 

・パナマが９万４，４００人 

 

なお、この数字を足しあげると３００万人になるが、以

下の国以外を合わせると４００万人になるということ

だろう。 

 

（写真）国連 難民高等弁務官事務所ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
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２０１９年６月８日～９日（土・日）             

政 治                       

「コロンビア－ベネズエラ国境            

         徒歩での国境通過が可能に」        

 

１９年２月 野党は米国の支援を受けて、ベネズエラの

国境を経由して人道支援物資を搬入しようとしていた。 

 

結局、この試みは失敗に終わったが、この一件でマドゥ

ロ政権はコロンビアとベネズエラの国境の橋「国際シモ

ン・ボリバル橋」をコンテナで封鎖。 

それ以来、この橋からコロンビアーベネズエラ間を往来

することができなくなっていた。 

 

しかし、コンテナがずらされ、徒歩であれば移動が出来

るようになったようだ。 

 

コロンビア側のククタ市長は、移動の再開について 

「マドゥロの決定を祝福する。今回の決定はあらゆる社

会に良い影響を与える。今回の処置により非合法に流入

する移民を合法的な入国に変えることが出来る。」 

とコメントした。 

 

ククタ市長は前向きなコメントをしているが、ククタの

市民の間では、再びベネズエラ移民が急増するのではと

の不安もあるようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 在カナダ・ベネ大使館を休館」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.299」で在ベネズエラ・カ

ナダ大使館の運営が停止するとの報道を紹介した。 

 

６月８日にベネズエラ外務省は、在カナダ・ベネズエラ

領事館からの職員引上げ、領事サービスの停止を発表し

た。 

 

カナダにはバンクーバー、トロント、モントレアルにベ

ネズエラ領事館があるようだが、これら全てが領事サー

ビスを停止する。 

 

今回の発表が書かれた声明文によると、今回の決定は、

「カナダ政府からベネズエラ外交官の外交ビザ更新を

停止するとの通知があったため」としている。 

 

「グアイド議長 与野党交渉模索の予定なし」         

 

ロシア外務省のラテンアメリカ担当官は、来週ノルウェ

ーで与野党交渉の模索が行われるとコメントした。 

 

「我々が知っている範囲では、来週も交渉が行われる。

しかし、これは仲裁国であるノルウェーが知っているこ

とで、我々に質問するべきものではない。 

 

私はベネズエラ人の多くが対話を求めており、ノルウェ

ー対話の方針を完全に支持している。」 

とコメントした。 

 

他方、グアイド議長は「もしコンタクトグループやノル

ウェーで会合があれば、その時に発表する。」 

と間接的に現時点では会合の予定がないことを示唆し

た。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1826e5963065139984955e9736ca1d53.pdf
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経 済                       

「インスリン生産でロシア企業と協定を締結」            

 

６月９日 ベネズエラとロシア政府は新たな協定を締

結した。 

 

新たな協定の内容は「Espromed Bio 社」と「Sociedad 

Geopharma」がベネズエラでインスリンの生産を行う

というもの。 

 

今回の協定は、ロシアで開催されているサンクト・ペテ

ルブルク経済フォーラムでアイサミ経済担当副大統領

が署名をしている。 

 

 

（写真）アイサミ経済担当副大統領ツイッター 

“６月９日 インスリンの国内生産で協定を締結” 

 

「PDVSA ニカラグア向けの支援７３％減」         

 

ニカラグア中央銀行は２０１８年の年間レポートを公

表。その中で、PDVSA からの支援が前年比７３．４％

減少したことを明らかにした。 

 

ニカラグアは長年、マドゥロ政権と良好な関係を維持し

ている。ペトロカリベの加盟国であり、PDVSA が低い

利率による２０～２５年の長期融資を行っている。 

 

 

 

ニカラグアは今もマドゥロ政権の協力国の立場ではあ

るが、最近はベネズエラとの関係が疎遠になっている。 

 

２０１８年、PDVSAがニカラグアに融資した金額は２，

７２０万ドル。２０１７年の１億２４０万ドルから大き

く減少した。 

 

PDVSA が融資した２，７２０万ドルは全額、社会生産

プロジェクトに使用されたとしている。 

 

「CLAP 関連の汚職で２．４億ドル？」              

 

アルゼンチン全国労働者組合はレポートでベネズエラ

政府が２０１２年～１６年までの間、約２００億ドル相

当の食料品をアルゼンチンから購入したと発表。 

 

商品を精査すると、通常の価格よりも約２億３，５００

万ドル多く受け取っており、汚職に流れていると指摘し

た。 

 

この取引に関わったアルゼンチン企業は１５社。乳製品

メーカーの「Sancor」、鳥鶏卸の「Granja Tres Arrolyos」

などの名前が挙がっている。 

 

「Sancor」については、同期間でベネズエラ政府と４億

ドル相当の取引を行い、通常の売価よりも２３％ほど上

乗せされていたという。 

 

「Sancor」は本件について、ベネズエラへの販売は支払

いを受け取ることが出来るか不安が高く、信用状の問題

から通常よりも高めに設定していると説明。実際に現在

も３，０００万ドルの未収金を抱えているとした。 
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確かに２０１２年当時からベネズエラは支払い遅延が

恒常化しており、リスクが高いとされてきた。リスクプ

レミアム分、高めに設定されることは妥当と言えるだろ

う。他方、差額で汚職が行われていたとの指摘も妥当な

ものだろう。 

 

なお、この種の通常よりも高い値段で商品を輸出する行

為は２０１２年～１６年当時は極めて一般的だった。 

 

ベネズエラ政府に限らず、民間企業も同様。 

 

当時、輸入品の支払い外貨は外貨管理委員会（CADIVI）

が輸入者に割り当てていた。 

 

その外貨管理委員会（CADIVI）は、まともな精査をす

ることなく（あるいは CADIVI 職員が汚職資金を受け

取ることで）外貨を割り当てるので、高めに設定しても

問題ない風潮があったのが実態だろう。 

 

社 会                         

「デング熱発症数 前年から１９倍」            

 

米州保険機関（OPS）のベネズエラ事務所は、２０１９

年１月～４月にかけて、デング熱が３，６３６件発症し

たと発表。前年同期の発症件数から１９倍に増えている

とした。 

 

OPS の発表によると、ベネズエラでデング熱の増加傾

向が確認されたのは１８年５月。８月～１０月にかけて

は毎週６２０件のデング熱が確認されているとした。 

 

他方、ベネズエラ保健省はデング熱の死亡数はこれまで

に８件。死亡率は０．２％で、米州地域の死亡率０．３％

よりも低いと説明している。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


