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（写真）イバン・ドゥケ大統領 “抗議行動に参加した市民に対して平静を呼びかけるドゥケ大統領” 

 

 

２０１９年１１月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア新外相と在米大使の音声流出 

～ホワイトハウスはベネズエラ問題に消極的～」 

「１１月２０日、２１日 抗議行動続く」 

「ボリビア TELESUR の放送を停止」 

経 済                     

「PDVSA２０債権団 ５月まで差し押さえしない」 

「石油化学セクター 稼働率２０％以下」 

社 会                     

「旅行リスクマップ ベネズエラは高危険地域」 

「パスポート発行手数料値上げ ２００ドルに」 

２０１９年１１月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビアで抗議行動 

～治安悪化で夜間外出禁止令が出る地域も～」 

「マドゥロ政権 政治集会参加者に食べ物」 

経 済                    

「マドゥロ政権 デジタル通貨の両替商を承認」 

「米国裁判所 Crystallex の審問申請を棄却」 

社 会                     

「１９年の家族向け送金は４０億ドル」 

「ラウル・ゴリン氏 米国のお尋ね者に」 

「マドゥロ政権 情報傍受設備を購入？」 
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２０１９年１１月２０日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア新外相と在米大使の音声流出        

  ～ホワイトハウスはベネズエラ問題に消極的～」       

 

１１月１２日 コロンビアで外相を務めていたカルロ

ス・トゥルヒージョ外相が国防相に就任した。 

 

トゥルヒージョ外相の国防相就任により、新たにクラウ

ディア・ベル氏が外相に就任した。 

 

１１月２０日 在米コロンビア大使を務めるフランシ

スコ・サントス大使とクラウディア・ベルム外相がベネ

ズエラ問題について協議する音声が流出した。 

 

コロンビアのメディア「Publimetro」は、音声を公開。

実際の会話を確認することが出来る。 

 

クラウディア外相は、米国政府に対してよりベネズエラ

問題に積極的に取り組むよう求めており、その方策につ

いてサントス大使と協議するという内容。 

会話の一部を以下に紹介したい。 

 

 

サントス大使： 

「ベネズエラ問題については暗礁に乗り上げている」 

 

クラウディア外相 

「確かに。グアイドは止まっている。」 

 

サントス大使： 

「しかし、そのうち動き始めるだろう。米国ではベネズ

エラ問題について様々な組織が動いている。TIAR、国

務省はベネズエラ問題に積極的に介入することを望ん

でいる。しかし、ホワイトハウスは違う。」 

「（続き）いつホワイトハウスの方針が変わるかは分か

らないが、まだ米国内部では合意が成立していない。ト

ランプはベネズエラ問題について介入することに消極

的だが、このままマドゥロを野放しにすれば、我々が通

常の生活を送ることが出来なくなる。 

 

欧州は、ベネズエラに関して全く無知だ。我々がこれだ

けの問題を国境で抱えているのに１．２億ドルの支援で

はたりない。先進国として恥だ。 

 

我々は、ベネズエラ問題に関する欧州連合の重要度を高

めようと努力しており、近いうちに EU 関係者をベネズ

エラとの国境に派遣するつもりだ。」 

 

クラウディア外相 

「あなたの意見が聞きたい。ベネズエラの問題は軍部の

クーデターでは解決しない。彼らはマドゥロを追い出そ

うとしない。トランプもマドゥロを追い出そうとしない。

対話で解決というが、その対話とは。。」 

 

サントス大使 

「今日、私は CIA 関係者と意見を交わした。CIA はベ

ネズエラ問題については関わっていない。」 

 

クラウディア外相 

「全く関わっていない！？」 

 

サントス大使 

「CIA は関与しようとしない。」 

 

クラウディア大使 

「来年の大統領選でトランプの方針はどうなるだろう

か？」 

 

サントス大使 

「大統領選で苦戦を強いられる様であれば、ベネズエラ

問題を出してくるかもしれない。」 
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クラウディア外相 

「私はそうは思わない。トランプはベネズエラ問題につ

いてあまり触れたがらない。」 

 

サントス大使 

「米国政府全体として一致している唯一の方針は、マド

ゥロ政権を非難し、騒音を起して、グアイド政権を支持

することだ。」 

 

 

今回の音声を報じた「Publimetro」によると、この音声

は、米国のサントス大使側から傍受したようだ。 

 

今回の音声流出事件を受けて、ドゥケ大統領は事実関係

を直接確認するためフランシスコ・サントス大使に対し

てコロンビアに戻るよう命じた。 

 

「１１月２０日、２１日 抗議行動続く」         

 

グアイド議長の呼びかけに応じ、１１月２０日、２１日

と抗議行動が続いている。 

 

１１月２０日は教員を中心とした抗議行動が実施され

たが、下の写真の通り集まりはそこまで芳しくなかった。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

また、１１月２１日には学生を中心とした抗議行動を実

施。参加した学生らは軍部に対してマドゥロ政権からの

離反を求めた。 

 

写真を見る限り、それなりに人数が集まったように見え

るが、特筆するほど大きなマドゥロ政権側との衝突は起

きていない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「ボリビア TELESUR の放送を停止」                  

 

ボリビア報道局「Entel」は、「TELESUR」の放送を停

止すると発表した。 

 

「TELESUR」とは南米の多国籍報道局。 

チャベス大統領、キッチナー大統領、ルーラ大統領など

左派政権が南米に台頭していた時に、米国のメディアの

影響力に対抗する目的で組織された経緯を持つ。 

 

報道内容は左派主義的で、モラレス大統領が政権に就い

ていた頃は政府の方針と一致していたので問題なかっ

たが、モラレス大統領が退陣し、アニェス暫定政権はモ

ラレス大統領と対極の方針を取っている。 
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政治的な理由から「TELESUR」はボリビアでの放送を

停止されたということになるだろう。 

 

経 済                        

「PDVSA２０債権団 ５月まで差し押さえしない」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.372」で、グアイド政

権と PDVSA 債権団が今後の裁判のスケジュールにつ

いて合意したとの記事を紹介した。 

 

EFE 通信は、PDVSA２０の債権団とグアイド政権が、

一定期間は CITGO の株式差し押さえ権を行使しない

ことで合意したと報じた。 

 

今回の合意により、少なくとも２０２０年５月５日まで

PDVSA２０の債権団は当該社債の不履行を理由に

CITGO の株式５０．１％を差し押さえないことになっ

たようだ。 

 

マイアミに拠点を置くベネズエラ債を専門に扱う

「Capital Market」のルス・ダラン社長は、 

「少なくとも６カ月間は、CITGO は債権者の差し押さ

えの脅威から解放された。 

 

他にも CITGO 資産をもって投資資金を回収しようと

するグループは存在するが、PDVSA２０債権団は唯一

差し押さえの権利が保障されたグループだった。」 

と述べた。 

 

「石油化学セクター 稼働率２０％以下」         

 

１１月２０日 国会で石油エネルギー委員会のメンバ

ーを務めるエリアス・マタ議員は、石油化学連合

（Asoquim）の役員らと面談。 

石油化学セクターの現状について意見交換を行った。 

 

 

Asoquimの役員らによると、現在のベネズエラの石油化

学セクターの稼働率は０～２０％。稼働率低下の理由は

原材料不足だという。 

 

マタ議員は、現在の石油化学セクターの不振によりベネ

ズエラ国内で肥料やプラスチック不足が起きていると

指摘。 

 

同産業を国営化してしまったことで、ベネズエラ国内で

原材料を製造する下請け企業が育成できず、現在の原材

料不足を起していると与党の経済運営の失敗を非難し

た。 

 

また Asoquim のアルバロ・シルバ代表は、 

「石油化学産業の７０％は、原材料を国営石油化学公社

「Pequiven」に依存しているが、同社の稼働率は２０％

以下で、これが理由で３０％の石油化学会社は原材料不

足を理由に稼働を停止している。」 

と説明。 

 

そこまで大きな投資をしなくても必要な修理を行えば

１～２年の間に同セクターの状況は良くなるとの見通

しを示した。 

 

社 会                        

「旅行リスクマップ ベネズエラは高危険地域」           

 

アルゼンチンのメディア「Infobae」は、「International 

SOS」の旅行リスクマップ２０２０について報じた。 

 

「International SOS」によると、最もリスクが高いとさ

れるのはリビア、ソマリア、南スーダン、中央アフリカ。 

 

逆に最も安全とされるのはアイスランド、ノルウェー、

フィンランド、デンマーク、スイス、ルクセンブルク、

スロバキア、アンドラ公国。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/656899cc4106be77a0c8a7b3141f1f79.pdf
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南米で治安レベルが良いとされた国は無かったが、「リ

スクが低い」と認識されたのはアルゼンチン、チリ、ウ

ルグアイ、パラグアイ、エクアドル、パナマ、キューバ、

コスタリカなど。 

 

最も治安リスクが高いと認定される南米の国は無かっ

たが、「高リスク」と認定されたのはベネズエラ、ホン

ジュラス、エルサルバドル、ハイチ、メキシコの一部地

域、グアテマラ、ニカラグア、コロンビア、ペルーなど。 

 

なお、ベネズエラについては「医療」、「道路の安全」で

最もネガティブに評価された。 

 

個人的にはベネズエラの医師のレベルは高いと認識し

ているが、医療資材の不足、停電などそれ以外の部分で

は確かに他国に劣っているのだろう。 

 

旅行リスクマップ、医療評価マップ、道路リスクマップ

については「Infobae」のウェブサイトで確認できる。 

 

「パスポート発行手数料値上げ ２００ドルに」                  

 

１１月１９日にベネズエラのパスポート発行手数料が

改定されたようだ。 

 

ベネズエラの出入国管理局（SAIME）は公式に料金改定

を発表していないが、SAIME のサイトではパスポート

発行手数料が BsS.５，８９０，２７０。 

更新手数料が BsS.２，９４５，４８６となったようだ。 

 

これは発行手数料を並行レートでドル換算すると１８

５ドル、公定レート（両替テーブル）でドル換算すると

２０３ドルになる。 

 

 

 

 

２０１９年１１月２１日（木曜）             

政 治                        

「コロンビアで抗議行動                

  ～治安悪化で夜間外出禁止令が出る地域も～」        

 

１１月２１日 コロンビアで抗議行動が起きた。 

 

個人的には唐突で驚いたが、抗議行動はかなり過激だっ

たようで首都ボゴタ、メデジン、カリ、バランキージャ

の治安は悪化した。 

 

抗議の理由は、ドゥケ政権が経済に関する一連の政策

（公務員の年金制度の改悪、若年層に対して最低賃金以

下で雇用できる法令など）を検討しているため。また、

FARC に対するドゥケ政権の方針なども抗議行動の理

由となっているようだ。 

 

一部地域では治安維持対策としてアルコール摂取の禁

止、武器を所持しての外出禁止、夜間外出禁止令なども

発令された。 

 

BBC によると、コロンビアでこのような抗議行動が起

きるのは１９７７年以来だという。 

 

 

（写真）EFE 

“首都ボゴタ 放水車でデモを抑制する警察” 
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「マドゥロ政権 政治集会参加者に食べ物」           

 

１１月２１日 野党が学生を中心とした抗議行動を行

っていたが、与党側も野党に対抗する形で与党を支持す

る学生に対して政治集会を呼びかけていた。 

 

同日、マドゥロ大統領は学生、民兵らを前に演説。 

２０万人の学生に対して奨学金を支給すると発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

また、政治集会では参加した者に対して食べ物を支給し

ていた。このような形でマドゥロ政権は支持者を集めて

いるのだろう。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 デジタル通貨の両替商を承認」            

 

マドゥロ大統領は、デジタル通貨監督局（Sunacrip）と

「Valven」に対してデジタル通貨の両替商として機能す

ることを承認した。 

 

マドゥロ政権が勧めるデジタル通貨「PETRO」で決済

が出来るようにするには「Valven」の決済システムに登

録しないといけないようだ。 

 

この「Valven」という会社は食料チケットなど賃金以外

の福利厚生系の支払いに関連する会社のようだ。 

 

「米国裁判所 Crystallex の審問申請を棄却」              

 

１１月２１日 米国裁判所は、カナダの金開発会社

「Crystallex」が求めていた新たな審問の実施を棄却し

た。 

 

米国裁判所は、「Crystallex」に接収賠償金の回収手段と

して米国にある PDVSA 子会社 CITGO の資産売却を

認めた。 

 

また、１９年９月に米国裁判所は Crystallex に対して、

CITGOの売却を進めるための手続きを進めることを承

認している。 

 

基本的には裁判所が CITGO の資産差し押さえ命令を

発出すればそれで完了する段階まで来ていると思われ

るが、そこから先が進まない。 
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CITGOがマドゥロ政権のコントロール下にあったまま

であれば、Crystallex は同社の資産売却が出来ていたの

かもしれないが、グアイド政権にコントロールが移り政

治的に複雑な状況に代わったことで状況が変わってい

るようだ。 

 

社 会                         

「１９年の家族向け送金は４０億ドル」            

 

ベネズエラ中央銀行の元役員オーランド・サモラ氏は、

外国からベネズエラにいる家族向けの送金金額は年間

で４０億ドルとコメントした。 

 

これは、ベネズエラ向けの送金は間接的に行われており、

中央銀行を介在していない。 

 

ベネズエラ中央銀行は、外国にいる家族からのベネズエ

ラ向け送金の取引に中央銀行を介在するよう求めてい

るようだが、送金者も銀行側も中銀側の要請を無視して

いるようだ。 

 

また、４０億ドルという送金額は、ベネズエラの経済情

勢を回復させるには不十分との見解を示した。 

 

「ラウル・ゴリン氏 米国のお尋ね者に」            

 

１１月２１日 米国の移民税関管理局（ICE）は、ベネ

ズエラの民放「Globovision」のオーナーであるラウル・

ゴリン氏を「同組織が最も捜索している人物」のリスト

に加えた。 

 

ゴリン氏の罪状は、外国汚職実施法違反の罪。 

以前からゴリン氏はマドゥロ大統領のテスタフェロ（資

金隠しに協力する人物）として、米国の制裁対象となっ

ていた。 

 

 

ICE の発表によると、ゴリン氏は優遇された両替レート

で外貨を入手するためにベネズエラ政府高官２名に数

百万ドルを支払ったという。また、汚職の資金を隠すた

めにプライベートジェット、船、不動産、時計などを購

入していたという。 

 

ICE によると、ゴリン氏はカラカスに滞在しているよう

だ。 

 

（写真）ICE 

 

「マドゥロ政権 情報傍受設備を購入？」              

 

NTN２４は、マドゥロ大統領は、犯罪科学捜査班

（CICPC）に最新設備を導入するため１，２００万ユー

ロを承認したと報じた。 

 

新たに購入する設備はイスラエルの会社「Cellebrite」が

開発したもの。 

 

同設備によって、携帯電話、コンピューターの通信内容

を傍受することが可能となる。ただし、この設備はベネ

ズエラに限らず多くの国の政府が使用しているという。 

 

NTN２４は、記者の情報入手経路が特定されると懸念

を表明している。 

以上 


