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（写真）ポンペオ国務長官ツイッターより抜粋 “ポンペオ国務長官 ベネズエラ野党を批判” 

 

 

２０１９年６月５日（水曜） 

 

政 治                     

「米国ポンペオ国務長官 

ベネズエラ野党の身勝手を批判する音声が流出」 

「中ロトップ ベネズエラ問題について意見交換」 

「グアイド議長妻 ベネズエラに帰国」 

経 済                     

「ドイツ銀行 GOLD２０トンを没収 

～国会は GOLD 売却残の回収目指す～」 

「マドゥロ大統領 国家鉱物計画の開始を宣言」 

「経済混乱で市中の ATM 減少」 

「電気エネルギー省が再び交代」 

２０１９年６月６日（木曜） 

 

政 治                    

「日本政府 国連経由で在ブラジル 

ベネズエラ難民に３６０万ドルの資金援助」 

「プーチン大統領 グアイド議長に好感 

他方、グアイド議長の取り巻きは狂っている」 

経 済                    

「セルパ財相 ９月にロシアへ２億ドル支払う」 

「米国 Monomeros への制裁解除か」 

「両替テーブル １ドル BsS.６，０００超える」 

社 会                     

「ペルー政府 ベネズエラ人の入国要件を強化」 
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２０１９年６月５日（水曜）             

政 治                       

「米国ポンペオ国務長官                

 ベネズエラ野党の身勝手を批判する音声が流出」       

 

６月５日 米国紙「ワシントンポスト」は、マイク・ポ

ンペオ国務長官がニューヨークでベネズエラ問題につ

いて関係者と私的な意見交換をする中で、ベネズエラ野

党を批判する発言をしていたと報じた。 

 

筆者は確認できなかったが、ポンペオ国務長官の音声も

流出しているようだ。 

 

野党にとって米国政府は最も重要な協力者だ。 

米国の国務長官が、本心では野党の対応に疑問を持って

いたとの報道は、政治的に大きなインパクトをもたらす

だろう。 

 

以下、ポンペオ国務長官の発言内容を抜粋する。 

 

「我々のジレンマは野党の統一を保つことだ。しかし、

それはひどく困難だった。 

 

仮にマドゥロが退陣する場合、多くの人物が「自分が次

期大統領になる。自分を選んでくれ。」と言い出すだろ

う。マドゥロ退陣後の政権を担いたいと考えている人物

は、４０人はいる。 

 

（野党の分断は）今に始まったことではない。私が CIA

長官に就任していた時から続いている。この問題はトラ

ンプ政権が最も注視していたテーマだ。我々は野党が分

断しないよう様々な宗教団体やや組織を支援してきた。 

 

残念なことは、多くの野党政治家が現実的に前に進む道

を探すよりも、自身がネルソン・マンデラのような人物

になることを演出するのに固執している。 

グアイド氏は現地で最も人気のある人物だ。 

どの世論調査をみても同じ結果が出ている。彼はマドゥ

ロと対峙するために必要な野党統一を実現した。それが

現状だ。 

 

米国は今の状態に持ってくるまで長い時間をかけて働

いてきた。恐らく、彼（グアイド議長）は弱くなってい

るが、我々が野党と一緒の部屋にいる間は逮捕されるこ

とはないだろう。」 

と述べたという。 

 

「中ロトップ ベネズエラ問題について意見交換」         

 

６月５日 ロシアのモスクワで中国の習国家主席とプ

ーチン大統領が会合。会合の中で、ベネズエラ問題につ

いて意見交換を行った。 

 

両国トップは、ベネズエラの危機を対話で解決すること

を支持し、マドゥロ政権を攻撃する趣旨のいかなる軍事

介入も非難することで合意した。 

 

また、ベネズエラの全ての政治アクターに対して「ベネ

ズエラの紛争を、対話を通じて平和的に解決することを

望む」との共同声明を発表した。 

 

また、習国家主席は記者からの質問に対して 

「国際社会と強調し、ベネズエラについてポジティブで

建設的な役割が果たせるよう努力する。また、ベネズエ

ラが通常の発展の道に戻れるよう支援する。同様に外国

の介入と一方的な制裁行為、権力を振りかざす脅迫行為

を非難する。」 

と米国をけん制するコメントをした。 

 

同時に「権力を振りかざす脅迫行為を非難する」という

言葉はマドゥロ政権にも充てているのかもしれない。 
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「グアイド議長妻 ベネズエラに帰国」                  

 

６月５日 グアイド議長の妻で４月から米国に滞在し

ていたファビアナ・ロサレス氏が子供と共にベネズエラ

に帰国した。 

 

ロサレス氏は４月に米国でトランプ大統領と会談。 

その後も米国でベネズエラの政治問題を訴え続けてい

た。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.300」で、グアイド議

長が所属する大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党

首の妻がスペインに移動したが、彼女と交代したかのよ

うにベネズエラへ帰国している。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“ファビアナ・ロサレス氏 ベネズエラに帰国” 

 

 

 

 

 

経 済                        

「ドイツ銀行 GOLD２０トンを没収            

   ～国会は GOLD 売却残の回収目指す～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.300」で、ドイツ銀行

がマドゥロ政権への融資の担保としていた GOLD２０

トンを没収する可能性があると紹介した。 

 

本件について「Panampost」は、ドイツ銀行が既に

GOLD２０トンを没収したと報じた。 

 

６月５日 グアイド議長率いる国会は、７．５億ドルの

融資に対して GOLD２０トンの差し押さえは多すぎる

と主張。 

差額をマドゥロ政権に奪われないよう、国会が定める指

定口座に入金するようドイツ銀行へ求めることを決定

した。 

 

野党議員で中央銀行役員を務めたこともあるホセ・ゲラ

議員（国会の財務委員会メンバー）は、「差し押さえを

防ぐことはできない」とドイツ銀行が GOLD を没収す

る権利を認識した。 

 

他方、「GOLD２０トンの価値は８．６億ドルほどある

と見積もっており、１．２億ドルの評価差が生じている」

と説明している。 

 

「マドゥロ大統領 国家鉱物計画の開始を宣言」         

 

６月５日 マドゥロ大統領は「国家鉱物計画２０１９－

２０２５」の開始を発表。鉱物産業開発のために７７億

ユーロを承認した。 

 

同計画は主に国内の鉱物産業従事者との協議の上で計

画したと説明。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2907c72a89dfc9f9fdb2e9683196116b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2907c72a89dfc9f9fdb2e9683196116b.pdf
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中規模、大規模の鉱物セクターの会社５０社と新たな協

定を締結し、２，１００の小規模事業者と共同で鉱物産

業を復興するとしている。 

 

また、マドゥロ大統領は「GOLD」「ボーキサイト」「ダ

イヤモンド」「大理石」など１３の鉱物を重点分野にす

ると説明。 

 

GOLD については、年間８０トンの採掘が目標。ダイ

ヤモンドは年間１００万カラット、ニッケルは１．２万

トン、コルタンは３．５万トンを目標にすると発言した。 

 

「経済混乱で市中の ATM 減少」                  

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、経済混乱の中で

市中の ATM が減っていると報じた。 

 

５月３０日付けの官報４１，６４４号で「クレジット・

デビッドカード調査」の結果が公表されており、同調査

によると、１９年２月時点で稼働している ATM の台数

は全国で８，５１１台。前年同期時点の９，７００台か

ら１３．９７％減ったという。 

 

経済混乱により稼働している ATM の数が減ったこと

に加えて、現金不足、インフレにより現金での決済が困

難になり消費者の現金利用が減っている実態を反映し

たものと思われる。 

 

他方、現金を使用しないカード決済機は増えているよう

だ。 

 

２０１９年２月時点でベネズエラ国内のカード決済機

は前年同期比７．７４％増。１８年２月の４３万１，３

０３機から４６万４，３０６機に増えたと報じた。 

 

 

 

BANESCO 系のカード決済機が最も多く１１万８０６

台。続いて BOD（Banco Occidental de Descuento）が

５万９，３２５台。Mercantil が５万４，６７３台、BBVA 

Provincial が５万４，４６１台と続いている。 

 

「電気エネルギー省が再び交代」                  

 

（このニュースは６月６日付の報道だが紙面の都合上、

６月５日の欄に記載） 

 

６月６日 マドゥロ大統領はフレディ・ブリトー・マエ

ストレ氏を電気エネルギー相に任命した。 

 

同職は、４月１日にモッタ・ドミンゲス氏からイゴール・

ガビディア氏に交代したばかり。ガビディア氏は２カ月

しか電気エネルギー相の地位に留まらなかったことに

なる。 

 

他方、報道ではガビディア氏は技術畑出身の電力専門家

で、４月の就任以降、停電問題の悪化を防いだと高評価

をされている。確かに、４月からは停電問題が緩和して

いる。 

 

後任のフレディ・ブリト―氏（写真の人物）も似たよう

な経歴を持つ技術屋と報じられている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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２０１９年６月６日（木曜）              

政 治                        

「日本政府 国連経由で在ブラジル           

  ベネズエラ難民に３６０万ドルの資金援助」        

 

６月６日 日本政府は国連経由でブラジルに住むベネ

ズエラ難民に３６０万ドル（約４億円）の資金援助を行

うことで合意した。 

 

今回の資金援助は、ブラジルの首都ブラジリアで、国連

難民高等弁務官、国際移民機構、米州保険機関、ユニセ

フらと日本大使館が署名したものと報じられている。 

 

ブラジル政府は、１年半ほど前から「受け入れオペレー

ション」という事業を開始し、国連と共同でベネズエラ

難民をケアしている。 

 

日本の援助資金は、ブラジルに何人のベネズエラ人がい

るかなどの人数把握やベネズエラ難民への個人認証関

連の経費として使用され、「受け入れオペレーション」

に活用されると報じられている。 

 

ブラジル連邦警察局によると、１７年から１９年４月ま

でに１０万人のベネズエラ人から難民申請を受けてお

り、うち７万人が一時滞在許可申請をしたとしている。 

 

（写真）在ブラジル日本国大使館 

“在ブラジル日本代表大使と国連の署名式の様子” 

 

「プーチン大統領 グアイド議長に好感        

 他方、グアイド議長の取り巻きは狂っている」           

 

６月６日 ロシアのプーチン大統領は、記者からベネズ

エラに軍事拠点を置こうとしているのかとの質問を受

け、 

 

「ロシア政府は軍事基地を作ろうとしているというこ

とはない。軍隊をベネズエラに派遣しているという事実

もない。我々は契約を履行しているだけだ。」 

と説明した。 

 

また、ロイター通信はプーチン大統領が 

「グアイド議長の支持者たちは狂っている」と発言した

と報じた。 

 

一方で、グアイド議長について 

「彼に対するスタンスは中立的なものだ。むしろ好感を

持っている。」と発言したという。 

 

なお、ベネズエラから軍人が撤退したというトランプ大

統領ツイッターについて質問を受けると 

 

「我が国の専門家がベネズエラを去ることは十分にあ

る。しかし、職務が終われば軍人だけではなく一般企業

でも去ることはある。誰かが去り、誰かが戻る。」 

と答えたという。 

 

経 済                       

「セルパ財相 ９月にロシアへ２億ドル支払う」            

 

６月６日 シモン・セルパ財相は、ロシアで開催された

「サンクトペテルブルク経済フォーラム」に出席。 
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同フォーラムでロシア系メディア「スプートニク」の取

材を受け、９月末にロシアに対して２億ドルの対外債務

を返済するとコメントした。 

 

「現在のところ、我々はロシアに対して両国のクレジッ

トの全ての債務を返済している。」 

と説明した。 

 

１７年１１月 ロシア政府とベネズエラ政府は債務再

編に合意。３１．５億ドルの債務を１０年かけて返済す

るとした。 

 

その後、ロスネフチに対しては PDVSA が債務を返済し

ていたが、ベネズエラ政府はロシア政府に対して１７年

１１月に合意した通り、最初の数年（一部では２年間と

報じられている）は元本返済を免除されていた。 

 

なお、ベネズエラ政府はロシア政府に対して元本は返済

していないが利息の返済は続けている。１９年４月、ロ

シアの Anton Siluanov 財相はベネズエラ政府が１億ド

ルの利息を支払ったとコメントしていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.280」参照）。 

 

「米国 Monomeros への制裁解除か」         

 

５月２３日 グアイド議長率いる国会は、ベネズエラの

石油化学公社「Pequiven」のコロンビアにある子会社

「Monomeros」の役員を任命していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.295」参照）。 

 

国会に「Monomeros」の社長に任命された Jon Bilbao 社

長は、今週か来週に米国政府は同社に科している制裁を

解除すると発表した。 

 

Bilboa 社長は、現在の稼働率５０％だと説明。制裁解除

により同社の生産が回復するとしている。 

 

なお、筆者の認識では、５月２３日の国会承認をもって

Jon Bilbao社長が正式に同社の社長に任命されたと考え

ているが、Bilboa 社長は４月１１日の時点で社長に就任

したとしている。 

 

他、Bilboa 社長は同社の利益で生じた配当金をグアイド

政権に支払うと説明している。 

 

「両替テーブル １ドル BsS.６，０００超える」              

 

６月６日付の両替テーブルの平均レートは１ドル BsS.

６，０３３．７５。平均が BsS.６，０００を超えた。 

 

 

 

両替テーブルが始まったのは５月１４日。 

当初の平均レートは１ドル BsS.５，２５６．１２だった

ので１カ月足らずで１５％ほどボリバル安に傾いたこ

とになる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da99827f2c9c4eafae438142ab78deb5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da99827f2c9c4eafae438142ab78deb5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
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なお、並行レートの参照サイト「DolarToday」のレート

は１ドル BsS.６，３００と両替テーブルの平均値より

も若干ボリバル安になっている。 

 

 

ただし、両替テーブルのレートも金融機関によっては１

ドル BsS.６，３００を超えているところもある。 

 

現在の公式レートは政府のレートコントロールがかな

り緩和されていると考えても良いのではないか。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ペルー政府 ベネズエラ人の入国要件を強化」            

 

６月６日 ペルーのマルティン・ビスカラ大統領は、ペ

ルー入国時に身分を詐称したベネズエラ人５０名を送

還したと発表した。 

 

この２カ月で、ペルー政府は３回ベネズエラ人を送還し

たが、ビスカラ大統領が自らベネズエラ人の強制送還を

発表したのは初めて。 

 

一部の報道では、ビスカラ大統領自身がベネズエラ人の

強制送還を発表した理由は、ベネズエラ人移民の急増に

警戒感を示す政治関係者の意図を汲んだものと報じら

れている。 

 

また、ビスカラ大統領は６月１５日からベネズエラ人の

入国要件を強化すると発表。 

 

「我が国は秩序立った安全な移民政策を確保したいと

考えている。そのためには、ベネズエラ人の入国に今よ

りも良いコントロールが必要だ。 

 

従って、６月１５日からベネズエラ人には入国時にパス

ポートと関連ビザの提示を求める。」 

と説明した。 

 

関連ビザは在ベネズエラ・ペルー大使館で申請できると

いう。しかし、現時点では具体的な申請方法は示されて

いない。 

 

以上 


