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（写真）PanAm Post “アジュップ AD 幹事長 OAS アルマグロ事務局長、急進系メディアを批判” 

 

 

２０２０年３月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「アジュップ AD 幹事長 アルマグロ事務局長批判 

～アルマグロは“Comando Poceta”の協力者～」 

「米国 ベネズエラの人権問題について報告」 

「Datanalisis 野党支持者の投票意思は高い」 

「CNE 倉庫で再び火災発生」 

経 済                     

「PDVSA 原油価格下落で在庫を投げ売り」 

「Chevron 合弁会社のオペレーションを停止」 

「国会 ２月のインフレ率は先月比２２．４％増」 

「国会 １９年 GDP 成長率は前年比３９．７％減」 

２０２０年３月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア・欧州便を３０日間停止 

～運航停止は３月１５日（日曜）から～」 

「日本・韓国・イランからの渡航者に入国制限 

～デモなど大衆イベントを全面的に禁止～」 

経 済                    

「米国 ロシアの TNK Trading Int に制裁」 

「米国 Visa、Master Card のライセンス延長」 

「マドゥロ政権 GOLD６トンを持ち出し」 

社 会                     

「ベネズエラ人ドゥオ Chino y Nacho 再結成」 
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２０２０年３月１１日（水曜）             

政 治                       

「アジュップ AD 幹事長 アルマグロ事務局長批判     

 ～アルマグロは“Comando Poceta”の協力者～」       

 

３月１１日 米国の急進野党系メディア「PanAm Post」

は、行動民主党（AD）幹事長のヘンリー・ラモス・ア

ジュップ議員が、米州機構のアルマグロ事務局長や

「PanAm Post」、米国関係者らを非難する音声を公開し

た。 

 

３月１０日 アジュップ AD 幹事長は、反政府デモの際

に国会議員選に参加する意志を示していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.417」参照）。 

 

このスタンスは、グアイド議長および既存の野党の基本

スタンスと矛盾しており、こういった背景も今回の報道

が流れるに至った理由かもしれない。 

 

以下は公開された音声を訳したもの。 

 

「今に始まったことではないが、アルマグロはひどく無

責任な男だ。「PanAam Post」がククタでの人道支援金

の不正流用について報じた記事は、アルマグロ事務局長

が関係している。 

 

グアイド大統領自身もアルマグロに直接電話をして、彼

にクレームをする寸前だった。しかし、アルマグロはい

つも通り遠回しな表現をして煙に巻いた。いずれにせよ、

この事件で野党は甚大な被害を受けた。 

 

アルマグロは、我々が「Comando Poceta（便器指令室）」

と呼んでいるグループと協力している。 

このグループは国内外に潜伏しており一部のメディア

と結託して我々の行動を阻害している。 

 

間違いなく一部のメディアと彼ら（「Comando Poceta」）

のスタンスには共通の動きがある。彼らは、事実を歪ま

せてスキャンダラスな報じ方をしている。 

 

もちろん我々に問題が無かったわけではない。 

資金の不正流用は存在したし、様々な意見の不一致が存

在する。これ自体は嘘ではない。 

 

しかし、報じ方を歪めることで自分たちの少数派グルー

プの利益になるようにしている。これらのメディアはマ

ドゥロ政権や犯罪者グループと結託している。 

 

「PanAan Post」や「Avendano」は「Comando Poceta」

のメディアだ。彼らの記事を読んでみれば分かる。 

彼らがしていることは、一部の事実を悪用して野党に向

かって銃を打ち込んでいるだけだ。 

 

「Comando Poceta」は、米国人が資金援助している。

この資金提供者は犯罪行為に加担している。彼らは簡単

に３０億ドルを銀行から持ち出して人道支援基金を創

設し、意味の分からない考え方をまき散らしている。 

 

そして、全てをダメにして、マドゥロ政権と取引を続け、

犯罪者たちにお金を流す。このグループには野党が関与

しており、再びベネズエラを自身の手中に収めようとし

ている。 

 

このグループにはもちろん米国も入っている。 

彼らは米国ビザを持ち自由に移動しており、いつ米国政

府から勲章をもらっても不思議ではないような奴らだ。」 

と述べた。 

 

アジュップ AD 幹事長のコメントを鵜呑みにすること

も出来ないが、筆者も「ウィークリーレポート No.138」

で触れた通り、ベネズエラに関する報道は極めて歪んで

いることは事実だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
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「米国国務省 人権侵害報告書を公表」         

 

米国国務省は、毎年「人権報告書」という報告書を公表

している。 

 

３月１１日 米国のポンペオ国務長官は、記者会見で２

０１９年の「人権報告書」について言及。 

 

ベネズエラ、キューバの２カ国は人権侵害を行っている

主要な国だと訴えた。 

 

「本日、中国、イラン、ベネズエラ、キューバに関する

人権侵害の一部を報告する。これらの国の人権蹂躙につ

いては、多くの国が認識している。 

 

この報告書は人権侵害国の行動を止めることを目的と

しているだけではなく、本当に人権を擁護している国を

知らしめるためのものでもある。」 

と述べた。 

 

ベネズエラについて、マドゥロ政権（報告書では、過去

の政権と記載）は、司法権を無視した刑の執行、突然の

失踪、恣意的な拘束、平等ではない司法制度、治安部隊

による拷問、報道の自由の侵害など様々な人権侵害を働

いていると記載。 

 

また、キューバ政権の軍人らがマドゥロ政権の存続をサ

ポートしており、ファン・グアイド暫定大統領が樹立し

ようとしている移行政権の発足を妨げていると書かれ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

「Datanalisis 野党支持者の投票意思は高い」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」は、最新の調査でベネズエ

ラ国民の大多数が選挙（大統領選・国会議員選）で投票

する意志があると報じた。 

 

質問は「２０２０年に行われる選挙で、以下５つの選択

肢が存在するとして、どの選択肢があなたにとって最も

望ましいか？」という内容。 

 

「１．大統領選・国会議員選の両方」 

「２．大統領選のみ」 

「３．国会議員選のみ」 

「４．両方しない」 

「５．分からない」 

 

その結果は以下の通りとなった。 

 

「１．大統領選・国会議員選」 ４０．６％ 

「２．大統領選のみ」 ４０．３％ 

「３．国会議員選のみ」 ９．３％ 

「４．両方しない」 ４．４％ 

「５．分からない」 ４．０％ 

「６．回答なし」 １．５％ 

 

つまり、８割超の国民が大統領選のやり直しを望んでい

るということになる。 

 

逆に「国会議員選だけが望ましい」という回答は全体の

９．３％と少数派となっている。 

 

理想の選択肢を選ぶことが出来るのであれば、「１」「２」

の回答が増えるのは当然と言えるが、実際のところ「１」

「２」が実現する可能性は決して高くない。 

現在の流れを踏まえると、「３」が最も起こり得るシナ

リオだろう。 
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その前提で 

「仮に国会議員選が２０２０年に実施するとすれば、野

党は参加するべきだと考えるか？」 

という質問に対しての結果は以下の通りだった。 

 

「１．参加するべき」 ８２．６％ 

「２．参加するべきではない」 ５．８％ 

「３．状況次第」 ２．８％ 

「４．分からない」 ７．１％ 

「５．回答なし」 １．８％ 

 

つまり、「３」しか選択できない状況であれば、野党は

選挙に参加するべきと考える国民が多いことになる。 

 

更に本質問に対する回答者を政治思想で分けたのが下

の表。 

 

「OPOSICION（野党）」と認識する人で「Participar（参

加するべき）」と回答した人は８６．５％で、他のグル

ープ（OFICIALISMO＝与党派、NINGUNO＝無党派）

よりも高い結果が出たと発表した。 

 

 

 

「CNE 倉庫で再び火災発生」              

 

３月７日に「選挙管理委員会（CNE）」の Mariche 地区

の倉庫で大規模な火災が発生した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.417」参照）。 

 

選挙に使用する自動投票機や指紋認証機など選挙に不

可欠な資材が大量に焼失した。 

 

３月１１日、再び CNE の Mariche 地区の倉庫で火災が

発生したと報じられた。ただし、倉庫を監視していた軍

人らが駆け付け、火災自体は３月７日ほど大規模なもの

にはならなかったという。 

 

 

経 済                        

「PDVSA 原油価格下落で在庫を投げ売り」           

 

３月７日 ロイター通信は、原油価格の低迷と制裁によ

る供給先不足を理由に PDVSA が在庫を投げ売りして

いると報じた。 

 

ロイター通信によると、今週 PDVSA は１バレル２３ド

ルで原油の販売を試みているという。 

 

制裁リスクなどを鑑みて PDVSA の原油は相応の割引

が必要となっており、２０年初旬のベネズエラ産原油

「Merey １６（油種）」は、北海ブレント原油より１６

～１８ドル低くなっているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
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しかし、新型コロナウイルスの影響による世界経済の低

迷懸念による原油需要の落ち込みや、OPEC プラスの協

調減産の期限満了、米国政府による追加制裁のリスクを

踏まえ、PDVSA は今以上の割引が必要な状況になって

いるようだ。 

 

現在、北海ブレント原油の価格は１バレル３７ドルまで

落ちているため、ベネズエラ産原油は１バレル１４～１

８ドルほどで原油を販売する必要が出てくるという。 

 

ベネズエラ原油の生産コストは１バレル１０～１２ド

ルとされている。その前提であれば、１４～１８ドルで

販売した場合、ほとんど PDVSA に資金は残らないこと

になる。 

 

「Chevron 合弁会社のオペレーションを停止」                  

 

エネルギー情報メディア「Argus Media」は、PDVSA と

Chevron の合弁会社「Petropiar」がオペレーションを停

止したと報じた。 

 

稼働停止の理由は、配管の爆発だという。 

 

「Petropiar」の活動は一部再開しており、ベネズエラ国

内で唯一アップグレーダー（原油の品質を挙げる設備）

が稼働している施設だった。 

 

現在、米国政府はベネズエラで活動をする米国のエネル

ギー事業者に対して、制裁ライセンスを発行し、PDVSA

との取引を許可している。 

 

同ライセンスの期限は、４月２２日に迫っており、次の

ライセンス更新は難しいとの観測が強まっている。 

 

今回のオペレーション停止をきっかけにベネズエラ事

業が完全に停止する可能性もありそうだ。 

 

「国会 ２月のインフレ率は先月比２２．４％増」                  

 

３月７日 野党派国会は２０年２月のインフレ率を公

表した。 

 

２月のインフレ率は先月比２２．４％増。 

２０年１月～２月の累計インフレ率は１０２．４％増

（２カ月で約２倍）とした。 

 

また、１９年２月～２０年２月までの１２カ月分のイン

フレ率は３，２７６％増となった。 

 

２月は為替レートが安定しており、レートの安定がイン

フレ抑制に働いたとみられる。 

 

分野別で、今月特に料金が大きく上昇したのは「通信分

野」で、先月比５１１．１％増。 

 

携帯電話料金は同７４８％増、インターネット料金は同

２５３．６％増、固定電話料金は同８０．３３％増とし

た。 

 

各分野の２月のインフレ率は以下の通り（先月比）。 

 

・食料品・非アルコール飲料：１２．５％増 

・アルコール飲料・たばこ：１０．７％増 

・衣類：１４．４％増 

・住居：２２．４％増 

・生活品：３．４％増 

・医療：３４％増 

・交通：２５．１％増 

・教育：５５．４％増 

・レストラン・ホテル：９．２％増 

・通信：５１１．１％増 

・その他サービス：２２．６％増 
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「国会 １９年 GDP 成長率は前年比３９．７％減」                  

 

３月７日 野党派国会は、１９年のベネズエラの経済成

長率（GDP）が前年比３９．６５％減だったと発表した。 

 

ベネズエラ中央銀行の公表値（下の表）をベースにすれ

ば、ベネズエラは２０１４年から６年連続の GDP マイ

ナスとなる。 

 

しかも、１６年からは前年比２桁のマイナス成長が続い

ている。 

 

更に１９年は直近３年間の中で最も経済の落ち込みが

大きかった年ということになる。 

 

 

 

２０２０年３月１２日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア・欧州便を３０日間停止         

   ～運航停止は３月１５日（日曜）から～」        

 

３月１１日 世界保健機構（WHO）のテドロス・ゲブ

レイエスス事務局長は、新型コロナウイルスの流行を

「パンデミックとみなせる」と発表した。 

 

 

WHO によると、３月１２日時点で感染は１１４カ国に

広がり、感染者は１１万８，３８１人、死者は４，２９

２名に上るという。 

 

WHO の発表を受けて、３月１２日にマドゥロ大統領は

「カデナ（全国のラジオ・テレビ放送を強制的に政府の

発表のために使用すること）」を実施。 

 

新型コロナウイルスの対応策について追加措置を発表

した。 

 

最も大きな発表は、コロンビア、欧州便の全面停止措置。 

運航停止措置は３月１５日から始まり、３０日間は継続

されることになる。 

 

また、今後の感染拡大によってはコロンビア、ブラジル

の国境も閉鎖する可能性があると言及。感染拡大を阻止

するため、マドゥロ政権との協力を求めた。 

 

 

（写真）国営放送（VTV） 

“コロンビア・欧州便の３０日間運航停止を発表” 

 

表：ベネズエラのGDP成長率

（単位：％）
分野 2013年 2014年 2015年

総合 1.3 △ 3.9 △ 6.2
石油 0.9 △ 4.2 △ 0.9

非石油 1.8 △ 3.1 △ 6.2

分野 2016年 2017年 2018年
総合 △ 17.0 △ 15.7 △ 19.6
石油 △ 9.9 △ 15.3 △ 24.1

非石油 △ 16.9 △ 15.2 △ 18.9
（出所）ベネズエラ中央銀行
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「日本・韓国・イランからの渡航者に入国制限        

  ～デモなど大衆イベントを全面的に禁止～」           

 

マドゥロ大統領は、新型コロナウイルスの感染拡大予防

策の一環として、日本・韓国・イランからのベネズエラ

渡航者に対して、入国制限を科すと発表した。 

 

入国制限は、日本・韓国・イランに居住しているベネズ

エラ人が、ベネズエラに戻る際にも適用されるという。 

 

ただし、現時点で「入国制限（ベネズエラへの入国時の

特別検査制度の導入）なのか、（渡航前に当該国で医療

証明を受ける）など入国要件の追加なのか）」の具体的

な内容については明らかになっていない。 

 

また、大衆が集まる活動を全て禁止すると発表。 

 

具体的には「行進（一般的にデモ行動を意味する）」「コ

ンサート」「公共イベント」などを禁止するとしている。 

 

なお、現時点で新型コロナウイルス感染の疑いのある３

０名を検査したが、ベネズエラでは新型コロナウイルス

感染は確認されていないとしている。 

 

 

（写真）国営放送（VTV） 

“日本・韓国・イランからの入国を制限” 

 

 

 

経 済                         

「米国 ロシアの TNK Trading Int に制裁」        

 

３月１２日 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、

「TNK Trading International」（スイス籍の会社）へ制

裁を科した。 

 

同制裁により「TNK Trading International」および

「TNK Trading International」が５０％以上の株式を保

有する企業が米国域内に保有する資産は全て凍結され

る。 

 

「TNK Trading International」は、「Rosneft」の関係会

社。 

 

米国政府は、２月１８日に PDVSA の原油輸出をサポー

トしていた「Rosneft Trading」に制裁を発動した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.408」参照）。 

 

この制裁を受けて「Rosneft Trading」によるベネズエラ

産原油の輸出は停止しているようだが、代わりに「TNK 

Trading International」が PDVSA の輸出を引き受ける

ようになったと報じられていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.411」参照）。 

 

米国政府が「TNK Trading International」へ制裁を科す

可能性は高いと考えられていたが、「Rosneft Trading」

へ の 制 裁 か ら １ カ 月 足 ら ず （「 TNK Trading 

International」による輸出代行が報道されてから２週間

ほど）での対応は思いのほか迅速だった。 

 

マドゥロ政権をつぶそうとする米国の本気度を伺うこ

とが出来る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27805d4c28f8084a81aab31e89dad970.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27805d4c28f8084a81aab31e89dad970.pdf
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「米国 Visa、Master Card のライセンス延長」         

 

３月１２日 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、

決済会社「Visa」「Master Card」「American Express」

「Western Union」「Moneygram」の５社に対して、ベ

ネズエラの国営銀行と取引することを許可するライセ

ンスを更新した。 

 

前述の５社との取引が許可されているベネズエラの国

営銀行は、 

「Banco de Venezuela」 

「Banco Bicentenario del Pueblo」 

「Banco del Tesoro」 

「Banco Central de Venezuela」 

の４行。 

 

上記４行は、全て一般国民が口座を持っている銀行。 

これらの銀行の決済を妨害すると、制裁に対する不満が

高まると考えたと思われる。 

 

１９年８月５日 米国政府は、５社に対して上記４行と

取引を継続できるライセンスを発行した。 

 

同ライセンスの期限は、２０年３月２２日に迫っていた

が、今回の更新により取引継続が保証されたことになる。 

 

また、今回のライセンスには期限が設定されていない。 

つまり、OFAC が新たな制裁を科さない限り、「Visa」

「Master Card」「American Express」「Western Union」

「Moneygram」は国営銀行４行との取引を継続できる

ことになる。 

 

なお、ベネズエラには「Bandes」「BanFANB」など他に

も国営銀行が存在するが、これらの銀行はライセンス対

象外となる。 

 

 

「マドゥロ政権 GOLD６トンを持ち出し」         

 

ロイター通信は、関係者から入手した情報として、２０

１９年末から２０年初めにかけて、マドゥロ政権が中央

銀行に保管されている GOLD のリンゴット６トンを国

外に持ち出したと報じた。 

 

６トンは金額にして、３．５億ドルに相当する。 

 

１９年１２月末に外貨準備が８億ドル減少し、６６．３

億ドルになった。外貨準備の減少には様々な理由がある

が、その中の１つは GOLD の減少としている。 

 

また、ベネズエラ中央銀行は、まだ９０トンの GOLD

を保有しており、現金をねん出することは可能だという。 

 

米国がベネズエラの GOLD 取引に制裁を科した影響も

あり、マドゥロ政権はトルコ、アラブ首長国連邦、アン

ゴラなどの企業に対して、水面下で GOLD を売却する

ようになっている。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人ドゥオ Chino y Nacho 再結成」            

 

「Chino y Nacho」がグループ再結成を発表した。 

 

「Chino y Nacho」は、ベネズエラ人 Jesus Miranda 氏

（Chino）と Ignacio Mendoza 氏（Nacho）による男性

２人組の音楽ユニット。ベネズエラだけではなく、世界

的に有名な音楽グループである。 

 

有名な音楽ユニットだったが、両者の意見の違いで１７

年にグループ解散を発表。１９年２月にコロンビアとベ

ネズエラの国境で開催された人道支援ライブで一時的

に再開したものの、グループ再結成は発表されなかった。 
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３月１１日、Jesus Miranda 氏と Ignacio Mendoza 氏は

自身のインスタグラムでそれぞれグループの再結成を

発表。３月１３日には新曲「Raro（奇妙）」を公開する

という。 

 

 

（写真）Chino y Nacho 

“写真左が Jesus Miranda 氏、右が Ignacio Mendoza 氏” 

 

以上 


