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（写真）ホルヘ・アレアサ外相 “国連のバチェレ高等弁務官 ベネズエラでマドゥロ政権幹部らと会談” 

 

 

２０１９年６月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「国連バチェレ人権高等弁務官 ベネズエラ到着」 

「発展進歩党 野党グループから除名される 

～グアイド議長 方向は違うが目的は一致～」 

「トランプ大統領 フロリダ州で演説」 

経 済                     

「ウガンダ政府 マドゥロ政権の GOLD 販売支援」 

「NYT ロシアとベネズエラの取引縮小」 

「情報通信相 Citgo 債券の利払い水増しを訴え」 

社 会                     

「日本大使館 ベネズエラの学校で日本 PR」 

２０１９年６月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「バチェレ弁務官 与党高官らと会合 

～野党との会合は６月２１日（金）を予定～」 

「人身売買ブラックリスト ベネズエラ維持」 

経 済                    

「企画相 国連は制裁回避を支援してくれる」 

「新札 品質悪化の訴え」 

「シェブロン 経済制裁を理由に撤退か」 

「ALAV 空港の民営化を提案」 

社 会                     

「９２名のベネズエラ人がカリブ海で水難事故」 
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２０１９年６月１９日（水曜）             

政 治                       

「国連バチェレ人権高等弁務官 ベネズエラ到着」          

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.305」で紹介した通り、６

月１９日～２１日にかけて国連のミシェル・バチェレ人

権高等弁務官がベネズエラを訪問する。 

 

６月１９日 バチェレ弁務官がシモン・ボリバル国際空

港に到着した。 

 

バチェレ弁務官がチリ大統領だった頃は何度かベネズ

エラを訪問しているが、人権高等弁務官としてベネズエ

ラを訪問するのは今回が初めてのこととなる。 

 

 

（写真）テレビ報道を抜粋 

“シモン・ボリバル国際空港に到着したバチェレ弁務官” 

 

バチェレ弁務官は、ベネズエラ外務省の関係者の誘導で

カサ・アマリージャ（外交用の応接館）に到着。 

 

アレアサ外相と会談をした。また、同日はマドゥロ大統

領とも意見交換をしたようだ。 

 

 

 

 

会談後、アレアサ外相は 

「バチェレ弁務官とベネズエラ政府を保護する手段に

ついて意見交換をした。また、米国による犯罪的で違法

な制裁がベネズエラ社会に与えてきた影響についても

分析した。」 

と説明した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「発展進歩党 野党グループから除名される        

 ～グアイド議長 方向は違うが目的は一致～」         

 

６月１９日 ２１の野党政党で構成されるグループ「グ

ループ２１」は、発展進歩党（AP）を同グループから除

名することを満場一致で決定した。 

 

除名の理由は、発展進歩党がグアイド議長をベネズエラ

の暫定大統領と認識しないことが理由だという。 

 

発展進歩党（AP）は、１８年５月の大統領選でマドゥロ

大統領の対抗馬として出馬したヘンリー・ファルコン氏

を党首とする政党。 

 

主要な野党よりも明らかに穏健派（そもそもファルコン

党首は元与党政治家）で以前から方針の違いが存在して

いる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
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グアイド議長の登場で一時は団結したかに見えた野党

だが、２月２３日の人道支援物資搬入、４月３０日の自

由オペレーションの失敗で、結束に乱れが生じている。 

 

この状況を受け、主要野党は、５月からノルウェー政府

の仲裁による与野党交渉の模索を開始したが、急進野党

がこの方針を非難している。 

 

ファルコン党首はこれまで、グアイド議長をベネズエラ

の暫定大統領と認識しているかどうか、明言していなか

ったが、今回の除名により認識していないことが明確に

なったと言える。 

 

米国のポンペオ国務長官が、ベネズエラ野党の統一性の

なさに不満を漏らすのも仕方ないことだろう（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.301」）。 

 

この状況を受けて、６月２０日 グアイド議長は ABC

ニュースの取材の中で、 

「野党は手段の部分では分裂しているが、目的は一致し

ている。」 

と方針の部分で見解の相違があることを認める発言を

している。 

 

「トランプ大統領 フロリダ州で演説」                  

 

２０２０年の大統領選の出馬を宣言したトランプ大統

領の選挙キャンペーンは早くも始まっている。 

 

トランプ大統領はフロリダ州のオーランドで開催した

選挙イベントで 

「アメリカが社会主義国になることは決してない。共和

党は社会主義を信じない。我々が信じるのは自由だ。」 

と宣言。 

 

 

 

「我が国は、腐敗した社会主義政権や共産主義政権と対

峙している。そして、キューバやベネズエラ国民の自由

のための戦いを支持している。」 

と主張した。 

 

フロリダ州には多くのキューバ系移民とベネズエラ人

移民がいる。彼らの多くは現政権の迫害を受けて米国に

移住した人々で、彼らのキューバ、ベネズエラ政府に対

する嫌悪感は相当なものがある。 

 

彼らの票を集めるには、この種の演説は効果的となる。 

 

特に米国の民主党は、サンダース候補など社会主義に共

感を示す政治家が多い。 

 

その意味で、フロリダ州の演説ではキューバとベネズエ

ラを引き合いに出すのは民主党との違いを強調するこ

とになり、効果的に票を集める手段といえそうだ。 

 

経 済                        

「ウガンダ政府 マドゥロ政権の GOLD 販売支援」           

 

米国紙「The Wall Street Journal」は、マドゥロ政権が１

９年３月にウガンダを経由してトルコに GOLD を販売

していたと報じた。 

 

確かに１９年３月にベネズエラの GOLD がウガンダで

発見されたとの記事が報じられたことがある（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.266」参照）。 

 

ウガンダ検察庁は、GOLD 輸入に違法性があったかの

調査を行うため、一度その GOLD を押収したが、最終

的に「違法性無し」として輸入者の元に返却した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.272」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc2e71bdc9ca52a3803d69df8ea697b0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb126a1c1519e7654d746c42341089f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/551922816db943f5c9a6da52d7d5159e.pdf
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当時の状況について、GOLD の押収に関わった警察の

人間（匿名）の情報として「ウガンダの Museveni 大統

領が GOLD の売却を支援していた」 

と報じた。 

 

トルコに売却された GOLD は合計で７．４トン、金額

にして約３億ドルとされている。 

 

なお、中央銀行が GOLD を他国に売却すること自体は

違法ではない。ただし、米国政府はマドゥロ政権が関与

する GOLD 取引に制裁を科しており、その回避策とし

て不透明な手段で GOLD を売却していることになる。 

 

「NYT ロシアとベネズエラの取引縮小」         

 

６月１８日 米国紙「The New York Times」は、ロシ

アとベネズエラの取引関係が縮小していると報じた。 

 

ロシアのベネズエラ向け食料品輸出、武器輸出は一時期

よりも大きく減少しており、ロシアの銀行もベネズエラ

事業を閉鎖していると報じた。 

 

１９年１月～４月までの間に、ロシアがベネズエラに輸

出した総額は３，６００万ドルで３年前（２０１６年当

時）の半分以下。 

 

ロシアの金融機関「Gazprombank」には、PDVSA の口

座があるが、資金をほぼ全額、引上げさせたという。 

 

また、ロシア政府はベネズエラに対する新規融資を拒否

し、新規投資も抑制していると報じた。 

 

「RosTec 社」はベネズエラに武器を輸出していたが、

支払い遅延が恒常化しているため、ベネズエラ国防省と

締結していた軍事品のメンテナンス契約を解消したと

いう。 

 

「情報通信相 Citgo 債券の利払い水増しを訴え」                  

 

先月 PDVSA２０社債の利払いが実行された。 

 

本件について、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、本来

は７，２００万ドルが利払い額であるにも関わらず、野

党は着服するために８億ドルを支出したと訴えている。 

 

この種の発表は虚偽だとは思うが、人道支援物資を巡る

汚職報道もメディアを騒がせている。 

 

野党が公的セクターを管理する側になり始めており、今

後はこの種の野党の汚職に関する訴えが出ることが増

えてくるのかもしれない。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.300」で、米国司法局

が Citgo の汚職実態を把握するため、内部調査を要請し

ていた記事を紹介した。 

 

６月１９日 国会に任命された Citgo 役員は、PDVSA

の財務状況について組織管理のために外部からの査察

を受け入れると正式に発表した。 

 

社 会                        

「日本大使館 ベネズエラの学校で日本 PR」           

 

在ベネズエラ日本国大使館は、カラカスの学校「UEM 

Andres Bello」と「Colegio Integral El Avila」の小学５

年生、６年生を対象に、日本の文化を PR する活動を実

施した。 

 

参加者は８０名、８０分ほどの授業だったという。 

日本の地理、気候、富士山などの観光スポット、食文化

などを説明した。 
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また、日本アニメの有名なキャラクターなどを引き合い

に日本の漫画文化なども紹介したようだ。 

 

他、日本語のひらがな、漢字の説明や折り紙を作って遊

んだ。 

 

 

 

（写真）在ベネズエラ日本大使館 

 

２０１９年６月２０日（木曜）              

政 治                        

「バチェレ弁務官 与党高官らと会合          

 ～野党との会合は６月２１日（金）を予定～」        

 

６月１９日にベネズエラに到着したバチェレ弁務官は

２０日にマドゥロ政権の重役らと会談した。 

 

最初にバチェレ弁務官はメトロポリターナ大学で人権

侵害を受けたとされる被害者グループと会談。 

 

 

その後、「カサ・アマリージャ（外交用の応接館）」でパ

ドリーノ・ロペス国防相、ネストル・リベロ―ル内務司

法平和相、マイケル・モレノ最高裁、アルフレド・ルイ

ス護民官、他主要閣僚らと会談。最後に、国連組織「国

連開発計画（PUND）」のカラカス事務所で、国連関係

者らと会談し、同日の行程を終えた。 

 

バチェレ弁務官は最終日６月２１日に今回のミッショ

ンの総括を発表する予定で、現在のところバチェレ弁務

官のコメントは報じられていない。 
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「人身売買ブラックリスト ベネズエラ維持」           

 

米国政府は、「人身売買報告書」を毎年更新している。 

 

２０１９年の「人身売買報告書」で、米国政府はマドゥ

ロ政権が人身売買を規制するための適切な措置を取っ

ていないとして、ベネズエラは最低ランクである「TIER

３」を維持した。 

 

２０１４年に TIER３に落ちてから、６年連続で最低ラ

ンクと評価されている。 

 

なお、１９年の報告書で最低ランクとされているのは２

２カ国。今年から新たに最低ランクに認定されたのはキ

ューバ、サウジアラビア、ブータン、ガンビアの４カ国。 

 

なお、日本は、未成年による援助交際や接客サービス「Ｊ

Ｋビジネス」などが問題視され、２０１７年まで１３年

連続で「TIER２」に据え置かれていた。 

 

しかし、日本政府が必要な規制を行っているとして、１

８年に初めて最高ランク「TIER１」と認定された。 

２０１９年も「TIER１」を維持したものの、改善の必要

があると指摘されている。 

 

経 済                       

「企画相 国連は制裁回避を支援してくれる」            

 

６月２０日 リカルド・メネンデス企画相は、バチェレ

弁務官に対して、米国政府による経済制裁の結果凍結さ

れたベネズエラ資産を使用できるようにするため支援

をしてほしいと要請したことを明らかにした。 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ政府は、外国に凍結されているベネズエラ

資産について、国連の仲裁により使用できるようなスキ

ーム作りを求めた。 

 

現在、ベネズエラは外国に４８億ユーロに相当する資産

を保有している。この資産は食料品、医薬品などの生活

必需品や国内の農業開発のために必要なものだ。 

 

米国の犯罪的な制裁はベネズエラ経済に甚大な影響を

及ぼした。資産が凍結されただけではなく、取引を停止

されており、ベネズエラ社会に大きな問題を引き起こし

ている。」 

と説明した。 

 

３月に「ウィークリーレポート No.87」で、マドゥロ政

権が存続する場合のシナリオとして、イラクの事例を引

き合いに国連の仲裁による人道支援スキーム「石油食糧

交換プログラム」を紹介した。 

 

メネンデス企画相のコメントを読む限り、マドゥロ政権

が想定しているスキームはまさにこれと同じようなも

のになりそうだ。 

 

「新札 品質悪化の訴え」                

 

ベネズエラ中央銀行は、BsS.１万札、２万札、５万札の

発行を発表した。 

 

同紙幣が流通を始めているようだ。一般人が新札の写真

を投稿している。 

 

その投稿によると、新札は紙質が悪く、印刷も不鮮明で

見た目は偽札のように見えるとのことだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
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（写真）Maduradas 

“右側が、今回発行されたとされる BsS.１万の新札。 

左側が既存のボリバル紙幣“ 

 

「シェブロン 経済制裁を理由に撤退か」              

 

米系メディアのスペイン語報道である「CNN Espanol」

は、米国の制裁を理由にシェブロンがベネズエラ事業か

ら撤退を余儀なくされていると報じた。 

 

シェブロンとベネズエラの関係は長く、１００年近くベ

ネズエラで事業を継続していたという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.299」で、シェブロンが米

国政府に７月２７日に期限を迎える制裁免除ライセン

スの更新を求めているとの記事を紹介した。現時点でそ

のライセンスは更新されていない。 

 

米国コンサルタント会社「 Raymond James 」の

Muhammed Ghulam 氏は、 

「仮にシェブロンがベネズエラ事業から撤退を決めた

場合、マドゥロ政権は確実に鉱区を接収するだろう。」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

「ALAV 空港の民営化を提案」              

 

ベネズエラ国内線連合（ALAV）のウンベルト・フィゲ

ロア代表は、ベネズエラの国内線は２０１３年と比べて

売り上げが７５％減少、乗客数は８５％減ったと説明。 

 

また、国内線の統制料金は安すぎるため、航空会社は運

営をすることで損失を計上していると主張。 

国内線の価格を自由化させるため、監督官庁に申請を提

出したと説明した。 

 

加えて、ALAV は空港を競売の上、民営化させることも

提案したと説明。民営化することで、施設が新しくなり、

空港の運営がスムーズになると主張した。 

 

社 会                        

「９２名のベネズエラ人がカリブ海で水難事故」           

 

国会のカルロス・バレロ議員は、国際移民機構（OIM）

が公表した水難事故統計を引用し、２０１９年に入り９

２名のベネズエラ人がカリブ海で亡くなったと訴えた。 

 

なお、国籍を問わずカリブ海で水難事故を理由に亡くな

った人数は１４３名。つまり、カリブ海の水難事故の３

人に２人はベネズエラ人ということになる。 

 

なお、統計では２０１８年に水難事故で亡くなった人数

は１８名だったとしており、１９年に入り急増している。 

 

ベネズエラでは外国に移住する手段としてアルーバや

クラサオなど隣国にボートで渡ろうとする人が後を絶

たない。その結果、水難事故が増えているとしている。 

 

 

 

 

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


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年６月１９日～６月２０日報道            No.３０７   ２０１９年６月２１日（金曜） 

8 / 8 

 

 

（写真）OIM 

 

以上 

 

 

 

 

 


