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（写真）ホルヘ・アレアサ外相 “４月１６日 赤十字による人道支援物資がベネズエラに到着” 

 

 

２０１９年４月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「カナダ政府 マドゥロ政権関係者４３名に制裁」 

「マドゥロ大統領 食料相を交代」 

「グアイド派領事 米国で領事活動を開始」 

「リマグループ ロシア軍の駐留に警戒示す」 

「４月１５日からの臨時祝日 民間企業も対象」 

経 済                     

「トルコ海運会社 ベネズエラ産原油を輸出」 

「DICOM レート １ドル BsS.４，１００ 

～並行レートの高騰に追随～」 

「ロシア財務省 マドゥロ政権の債務不履行を認識」 

２０１９年４月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「赤十字 人道支援物資がベネズエラ到着 

～マドゥロ政権 人道支援を政治化～」 

「赤十字の物資到着に対する野党側の反応」 

「米国政府 １７日に追加制裁を発表」 

経 済                    

「国会 統計センターの組織を発表」 

「インターネット接続無しでも口座残を確認」 

社 会                     

「２０１９年内に移民は５００万人突破か       

～コロンビアの移民対策費は１５億ドル～」 
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２０１９年４月１５日（月曜）             

政 治                       

「カナダ政府 マドゥロ政権関係者４３名に制裁」       

 

４月１５日 カナダ政府はマドゥロ政権の官僚、軍人、

州知事ら４３名に制裁を科した。 

 

カナダは、１７年９月にマドゥロ政権関係者４０名に制

裁。１７年１１月に１９名に制裁。１８年５月に１４名

に制裁を科していた。 

 

今回の追加制裁により制裁対象者は１１６名になる。 

 

主要な政治家は既に制裁を科されているので、リストを

見る限りあまり名前の知らないような人物も多く含ま

れていた。 

 

主だった人物は以下の通り。 

 

＜州知事＞ 

Omar José Prieto Fernández (スリア州知事) 

Ramón Carrizalez (アプレ州知事) 

Jorge Luis García Carneiro (バルガス州知事) 

Rafael Alejandro Lacava (カラボボ州知事) 

Justo José Noguera Pietri (ボリバル州知事) 

 

＜閣僚＞ 

Jorge Alberto Arreaza Montserrat（外務相） 

Simón Alejandro Zerpa Delgado（財務相） 

Manuel Quevedo Fernández（石油相兼 PDVSA 総裁） 

 

＜その他＞ 

Cristopher Figuera (SEBIN 長官) 

Carlos Leal Tellería（新食料相） 

Carlos Erik Malpica Flores (元国庫庁長官、大統領夫人

の甥) 

カナダ外務省は、 

「ベネズエラでの強権的な政府を強固にしようとして

いるマドゥロ政権への対応として、カナダは政権の中心

人物に制裁を科す。これまでに制裁を科した７０名に４

３名が加わる。」 

と声明を発表した。 

 

「マドゥロ大統領 食料相を交代」         

 

４月１５日 マドゥロ大統領は、カルロス・レアル・タ

ジェリア将軍を食料相に任命した。 

 

タジェリア将軍は、同日カナダが制裁を科した人物の一

人。これまで国軍の民兵総司令官を務めていた。 

 

前任の食料相はルイス・メディア氏で、１７年８月に食

料相に就任していた。マドゥロ大統領がトップになって

から歴代の食料相は全員軍人が務めている。 

 

 
（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“カルロス・レアル・タジェリア新食料相（写真右）” 
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「グアイド派領事 米国で領事活動を開始」                  

 

３月１８日から米国ニューヨークのベネズエラ領事館

はグアイド議長のコントロール下に入っている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.267」参照）。 

 

グアイド議長率いる野党が任命したグスターボ・マルカ

ノ在米ベネズエラ参事官（アンソアテギ州ウルバネハ市

の元市長）は、 

 

「近日中にベネズエラ大使館のウェブサイトを開設し、

領事業務が出来るようにする。 

 

この取り組みを通じて、米国に住むベネズエラ人にどの

ような支援が必要かを精査し、求めに答えられるように

したい。 

 

グアイド政権は、トランプ政権および米国議会と協議し

て、ベネズエラ移民への支援手段を拡充する。」 

とコメントした。 

 

国連の発表によると、直近４年間で７．４万人のベネズ

エラ人が米国に亡命を求めており、現在３０万人が米国

に住んでいるという。 

 

「リマグループ ロシア軍の駐留に警戒示す」                  

 

４月１５日 チリでリマグループの会合が開催された。 

 

同日、リマグループ構成国は声明を発表。内容は以下の

通り。 

 

１．ベネズエラは深刻な人道問題が起きており、違法な

独裁政権により政治、経済、モラルが脅威にさらさ

れている。 

 

 

２．国連事務局長、安全保障理事会に対して、ベネズエ

ラの安全と平和を守るための緊急的な人道支援を

求める。 

 

３．我々は、違法なマドゥロ政権は対話の意志がないと

認識しており、即座に政権を譲るよう求める。これ

は自由で公平な選挙を実施し、民主主義と憲法秩序

を回復するために不可欠なことである。 

 

４．我々は、国会とファン・グアイド大統領を支持する。

国会と彼らの家族の安全はニコラス・マドゥロに責

任がある。 

 

５．ニコラス・マドゥロは組織的に人権を侵害している。

直ちに、政治犯を解放し、拷問と武装勢力による暴

力行為を停止するよう求める。これを達成するため、

国連の人権委員会に呼びかけを行う。 

 

６．国際司法裁判所に違法なマドゥロ政権の人権侵害の

実態を調査するよう求める。 

 

７．国際社会に対して国会が任命したベネズエラの代表

を認識するよう求める。 

 

８．国際社会、特にロシア、中国、キューバ、トルコに

対してベネズエラの民主主義を回復させるため、マ

ドゥロ政権への支援を停止するよう求める。 

 

９．ベネズエラへの、いかなる軍事介入も拒絶する。国

会の承認を経ることなく行う外国軍の駐留につい

て、ベネズエラから撤退するよう求める。 

 

１０．国際社会に対して、違法なマドゥロ政権に制裁を

科すよう求める。同時にグアイド政権に対して外国

資産が使用できるようにするよう求める。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b377e4fdd3fe691ed33301263843883.pdf
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同会合の参加国はアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チ

リ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、グアテマラ、

ガイアナ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルー、

サンタルシアの１４カ国。 

 

今回の声明に名前を連ねたのは、アルゼンチン、ブラジ

ル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマ

ラ、ホンジュラス、パナマ、パラグアイ、ペルーの１１

カ国だった。 

 

エクアドル、ガイアナ、サンタルシアは声明について、

賛同できない部分があったと思われる。 

 

なお、メキシコもリマグループに加盟しているが不参加

だった。ロペス・オブラドール政権になってから、メキ

シコはリマグループと距離を置いている。 

 

「４月１５日からの臨時祝日 民間企業も対象」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.278」で、マドゥロ大統領

が４月１５日～１７日を休日にした記事を紹介した。 

 

この決定を受けて、４月１３日付の特別官報６４４８号

を公布。 

 

公務員のみが対象かと思っていたが、蓋を開けてみると

民間セクターも休日だった。 

 

つまり、４月１３日～２１日までほぼ全ての会社が休日

になる。 

 

なお、消防署、警察、金融機関など一部の業種は営業す

ることになっている。 

 

 

 

 

経 済                        

「トルコ海運会社 ベネズエラ産原油を輸出」           

 

４月に入り米国政府は、ベネズエラ産原油をキューバに

向けて輸出する船会社、船舶に制裁を科している。 

また、他の船会社についても PDVSA との取引をしない

よう呼びかけている。 

 

多くの会社が PDVSA との取引を敬遠する中で、トルコ

の「Gungen」という船会社がベネズエラ産原油を輸出

しているようだ。 

 

マーケット情報サービス会社「Argus Media」の船舶追

跡システムによると、４月１日に、ベネズエラのアムア

イ湾沖で「Gungen」の船舶「Ottoman Courtesy」が１

００万バレル近い原油を荷積みしたという。 

 

目的地はマレーシアで、現在はガイアナ付近を運行中と

報じた。 

 

また、３月２３日には「Ottman Nobility」がアムアイ沖

で１００万バレルの原油を荷積みしたという。 

 

「DICOM レート １ドル BsS.４，１００       

        ～並行レートの高騰に追随～」         

 

４月１５日 １３１回目 DICOM の結果が公表された。 

為替レートは１ドル BsS.４，１００を記録した。 

 

外貨割当の合計は２３万８，８０１．８７ドル。法人向

けの割当は１社だけで４．１万ドルのみ。それ以外は個

人向けの割当だった。 

 

１月２９日、中央銀行は為替レートへの介入を発表。１

ドル BsS.３，３００で維持する方針を発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57449bb8ffd647b398d629cf8af46ef5.pdf
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同日以降、停電の時期を除いて平日は毎日 DICOM が

実施されているが、為替レートは１ドル約 BsS.３，３０

０で変わっていなかった。 

 

為替レートの急激な引き上げの理由は、並行レートの高

騰だろう。 

 

ここしばらく安定が続いていた並行レートは、先週から

再び高騰し始めている。 

 

並行レートの参考サイト「Dolat Today」の為替レート

は１ドル BsS.４，９８０になっている。 

 

今回のレート切り下げは、並行レートに追いつく狙いが

あったと思われる。 

 

「ロシア財務省 マドゥロ政権の債務不履行を認識」                  

 

ロシア系メディア「TASS」は、ベネズエラ政府が支払

猶予期限を過ぎたが、ロシア政府への債務を支払わなか

ったと報じた。 

 

本件については、１月にロシアの財務次官が懸念を表明

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」参照）。 

 

ロシアはベネズエラ政府に対して３０億ドルを融資し

ており、３月と９月に利息１億ドルを支払う約束になっ

ている。 

 

４月４日には、ロシアの財務次官が３月に受け取り予定

の利息が着金していないことを明らかにした。 

 

当時、支払い猶予期間に入っており、１カ月以内に支払

われれば問題ないと述べていたが、その１カ月を経過し

たことになる（「ベネズエラ・トゥデイ No.274」参照）。 

 

 

２０１９年４月１６日（火曜）             

政 治                       

「赤十字 人道支援物資がベネズエラ到着       

    ～マドゥロ政権 人道支援を政治化～」        

 

４月１６日 赤十字の支援物資が初めてベネズエラに

到着した。医薬品、食料、発電機など２４トンの支援物

資が送られた。 

 

赤十字ベネズエラの代表であるマリオ・ビジャロエル氏

は、赤十字は中立な組織として人道支援を行い、与党に

も野党にも属さないと中立姿勢を示しているが、マドゥ

ロ政権は 

「米国軍は腐った食料を箱に入れて、コロンビアからベ

ネズエラに送りつけようとした。２月２３日に起きた政

治ショーに我々は勝利した。」 

と、勝利宣言をしており、人道支援は政治化されている。 

 

同日、支援物資はベネズエラ国内で供給され始めた。 

 

４月１６日、赤十字はカラカスの旧市街地「１月２３日

地区」で飲料水を配布しており、多くの市民が列をなし

て物資援助を待っている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d1fbf63f62f489308379390eac4474.pdf
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配給所でインタビューに答えた男性は、 

「ここ２週間衛生的な飲料にアクセスすることが出来

なかった。与えられた量は、ものすごく多いわけではな

いが、それでも生活には不可欠だ。」 

と赤十字の支援に感謝の意を示した。 

 

 

 

「赤十字の物資到着に対する野党側の反応」           

 

人道危機と物資支援の受け入れをマドゥロ政権に求め

ていた野党にとって、赤十字の物資支援は複雑だ。 

 

「赤十字の人道支援をどう思うか？」との記者からの質

問に対して、 

グアイド議長は、「人道支援はマドゥロ政権が医療シス

テムを壊したことが原因だ。人道支援は我々の求めによ

って実現した。 

 

我々は彼らの支援が必要とする人々に適切に届くこと

を求める。赤十字が政治的な支援をしないことを望む。」 

と回答した。 

 

 

ホセ・ゲラ議員、ミゲル・ピサラ議員らは CLAP に支援

物資が渡り汚職の温床とならないよう我々が監視する

と主張。 

 

赤十字の支援は大きな一歩だが、根本的な問題はマドゥ

ロ政権にあり、マドゥロが退陣しない限り問題はいつま

でも解決しないと政権交代の必要性を訴えた。 

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエイブラム担

当官も赤十字の支援について 

「ベネズエラが直面している問題は解決しない。ベネズ

エラの問題解決は政権交代によって実現する。」 

とコメント。 

 

米国でベネズエラ問題のオピニオンリーダー的な役割

を果たしているマルコ・ルビオ議員は、 

「人道支援は国会とグアイド大統領の勇気ある圧力に

より実現した。マドゥロ政権はこれまで数年間、人道危

機は存在しないとして、支援の受け入れを拒否してきた

が、ついに受け入れた。」 

と投稿した。 

 

「米国政府 １７日に追加制裁を発表」         

 

米国のボルトン大統領補佐官は、４月１７日にマイアミ

で開催されるキューバ人移民の受け入れ５８周年イベ

ントに参加する。 

 

ボルトン大統領補佐官は、自身のツイッターで、 

「４月１７日にキューバ、ベネズエラ、ニカラグアへの

重要な対応策を発表する。」 

と投稿した。 

 

３月４日 米国政府は、キューバで接収被害を受けた米

国の個人・法人が米国内で訴訟を起こせるようにした。 
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AFP 通信は、４月１７日にボルトン大統領補佐官は、キ

ューバ政府への訴訟手続きについて具体的なプロセス

を発表すると報じている。 

 

経 済                       

「国会 統計センターの組織を発表」            

 

国会で財政委員会のメンバーを務めるホセ・ゲラ議員は、

「ベネズエラ経済に関する主要統計を公表するための

統計センターを組織する」と発表した。 

 

具体的には、月間インフレ率（これは既に公表している）、

GDP 成長率、月額食料費、DICOM レート、並行レー

ト、原油価格、貧困指数など。 

 

グアイド議長をベネズエラの国家元首と認識する国で

は、ベネズエラの公式統計として採用する国も出てくる

だろう。 

 

 

 

 

ただし、対外債務残高や輸出入統計など政府組織をコン

トロール下に置いていないと出せない統計も多く、公表

できる経済統計には限界がありそうだ。 

 

「インターネット接続無しでも口座残を確認」         

 

民間金融機関「BANESCO」は、携帯電話のショートメ

ッセージ機能（SMS）を使用して、口座残高を照会する

サービスを開始した。 

 

SMS で「2846 Saldo 自分の身分番号（例：V 3045234）」

を入力し、発信すると口座残高が返信される仕組みのよ

うだ。 

 

このサービスの特徴はインターネットが必要ないこと。 

 

携帯電話の電波が届く環境であれば、どこでも口座残高

を確認できるという。 

 

問題は他人の身分番号さえ分かれば、その人の口座残高

が分かってしまう恐れもあるが、発信元の携帯番号でス

クリーニングがされるのかもしれない。 

 

社 会                       

「２０１９年内に移民は５００万人突破か       

  ～コロンビアの移民対策費は１５億ドル～」            

 

国連でベネズエラ問題を担当しているエドゥアルド・ス

テイン氏は、不法移民も加えてベネズエラ移民が４００

万人を越えたと発表。 

 

また、この調子で移民が増加した場合、２０１９年末に

は５００万人を超える可能性があると主張した。 

 

特にコロンビアが最もベネズエラ移民による影響を受

けている。 
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２月２３日にマドゥロ大統領がタチラ州にあるコロン

ビアとベネズエラの国境を閉鎖したが、移民自体はスリ

ア州など別の地域から流入しているという。 

 

また、タチラ州についても軍部にお金を支払う事で越境

が出来るようで、野党議員は、汚職軍人が資金を稼ぐ手

段になっていると非難している。 

 

国際移民機構（IMO）によるとコロンビアに滞在してい

るベネズエラ人は現在１２０万人だという。 

 

コロンビアのアルベルト・カラスケージョ財相は、ベネ

ズエラ移民への対策のために年間で１５億ドルが必要

だとしている。 

 

他方、世界銀行から得られた予算は３，１５０万ドル。

米国からの支援金を含めても１億ドルを越えないとい

う。 

 

カラスケージョ財相は、残りの１４億ドル超の資金はコ

ロンビア人の税金から支出されることになってしまう

と警鐘を鳴らした。なお、１４億ドルという数字はコロ

ンビアの GDP の０．５％程だという。 

 

ベネズエラ人をコロンビア国内で労働できるようにし

て税金を納めてもらうという案もあるが、職が奪われる

としてコロンビア市民がベネズエラ人の排斥運動を起

こす懸念もあり、対応に頭を痛めているという。 

 

以上 

 


