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（写真）国会 “７月１６日 国会は中央銀行役員を任命” 

 

 

２０１９年７月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「与野党交渉模索 合意ならず 

～EU 合意しなければ制裁を検討～」 

「国連安保理 米国の制裁非難決議で合意？」 

「シャノン氏 米国は介入するべきではない」 

経 済                     

「経済制裁の是非で著名経済学者が衝突」 

「マドゥロ政権 GOLD４，０００万ドル相当売却」 

「FEDECAMARAS 代表が交代」 

社 会                     

「カラカス含め全国で停電相次ぐ」 

２０１９年７月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「選挙専門家 選挙実施には時間がかかる 

～移住者の有権者登録は１年～１年半必要～」 

経 済                    

「国会 中銀役員メンバーを任命 

～元総裁は就任に同意していない？～」 

「CITGO 債務の借り換えを検討」 

「商業施設の賃料レポート 

～チャカオ界隈の賃料は１，０００ドル超～」 

「中銀 外貨自由に持ち歩いてよい」 

「PDVSA  中国と協力し日量６万バレル増産」 
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２０１９年７月１５日（月曜）             

政 治                       

「与野党交渉模索 合意ならず            

     ～EU 合意しなければ制裁を検討～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.317」で紹介した通り７月

１５日からバルバドスで与野党交渉の模索が再開され

ている。 

 

７月１３日 マドゥロ政権はグアイド議長のボディー

ガード２名を拳銃密売の罪で拘束しており、政治的な対

立が深化する中での交渉となった。 

 

結論から言うと、同日は合意には至っていない。 

 

新たな大統領選が実施されるまで、マドゥロ大統領がベ

ネズエラの大統領として残ることが出来るかどうかで

与野党の意見が折り合わない。 

 

また、選挙の実施時期についても折り合いがつかない。 

 

大統領選と同時に国会議員選を実施する点についても、

「国会議員選は１９年１２月に実施されなければいけ

ない」とグアイド議長が発言しており、その点でも折り

合いがついていない。 

 

一部では与野党双方が妥協をしなければいけないと、譲

る姿勢を求めているが、野党支持者は基本的にマドゥロ

政権に対して妥協することを敗北と考える人が多く、野

党側としても妥協が難しい状況がある。 

 

７月１６日には EU のフェデリカ・モゲリーニ外交政策

委員長は「与野党交渉で合意できなければ、EU はマド

ゥロ政権へ新たな制裁を科すことを検討する」と発言し

ている。 

 

「国連安保理 米国の制裁非難決議で合意？」         

 

７月１４日「TELESUR」は、国連人権委員会が米国の

経済制裁を非難する決議を承認したと報じた。 

 

同決議はマドゥロ政権を支持する「非同盟諸国連合

（MNOAL）」が提出した文書で経済制裁や金融・商業

に対する制裁行為を非難する趣旨の内容のようだ。 

 

以下の投票結果を見る限り、日本は同決議に「反対」を

投じたようだ。他に反対票を投じたのは「デンマーク」

「ハンガリー」「イタリア」「英国」「スペイン」「オース

トリア」など欧州系の国が多い。 

 

また、「ブラジル」「アルゼンチン」「チリ」「メキシコ」

「ペルー」など中南米の国は「棄権」に投じている。 

 

 

（写真）大統領府 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0193e3f3ddccda589176eb64480e971.pdf
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グアイド議長は 

「国連が独裁政権への制裁を非難する決議に承認した

というのは事実ではない。むしろ、我々の同盟国は、大

統領職の強奪を終わらせるため新たな制裁を科すこと

を検討している。」 

と主張した。 

 

オリジナルの文書が確認できなかったため正確なこと

は言えないが、「MNOAL」が提示した文書は、「ベネズ

エラ」に限定せず、一般論として経済活動を阻害する制

裁行為を非難する趣旨のものだったと思われる。 

 

「シャノン氏 米国は介入するべきではない」                  

 

米国国務省のトマス・シャノン元国務次官は、「Financial 

Times」のインタビューを受け、トランプ政権の対ベネ

ズエラ方針について「ベネズエラ人に甚大な被害を引き

起こした」との見解を示した。 

 

「複数の人は、経済制裁がベネズエラに悪影響を与えて

いることを否定しているが、信じられないことだ。トラ

ンプ政権はベネズエラ人の生活に甚大な被害を与えた。

ベネズエラの国と社会を破壊してしまった。」 

と発言した。 

 

シャノン氏は元々、穏健派の外交官で国務省の重鎮だっ

たが、トランプ政権の方針と合わず１８年２月に辞職を

表明。同年１２月に正式に国務省を退官している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.93」参照）。 

 

シャノン氏の発言を、急進野党は厳しく非難。 

「米国のチャビスタだ」と訴えている。 

 

ただ、インタビューを見る限りでは、シャノン元国務次

官はマドゥロ政権を非難する立場を示している。 

 

 

米国の経済制裁を非難することと、マドゥロ政権を否定

することは矛盾することではないはずだが、メディアや

野党派の聞き手はその部分について正確に理解してい

ないのは残念なことだ。 

 

また、このメディアの報じ方あるいは認識の仕方がベネ

ズエラ問題の解決を遠ざけていることに気づかないの

は残念なことだ。 

 

経 済                        

「経済制裁の是非で著名経済学者が衝突」           

 

投資銀行「Torino Capital」のベネズエラ担当リサーチ

ャーであるフランシスコ・ロドリゲス氏は、「New York 

Times」に記事を投稿。 

 

米国政府の経済制裁はベネズエラ問題の解決に有効に

機能していないとの見解を示した。 

同時に制裁によりベネズエラ国民の飢餓が加速してい

ると警鐘を鳴らした。 

 

ロドリゲス氏の試算によると、１７年の経済制裁後から

諸外国が PDVSA と取引できる状況ではなくなりベネ

ズエラの産油量の落ち込みが加速したと指摘。 

 

中国やロシアなどマドゥロ政権と協力関係がある国と

の共同プロジェクトについては産油量が増加しており、

１７年以降の産油量の落ち込みは制裁が間接的に影響

していると指摘。制裁により年間で１７０億ドルの外貨

収入機会を失ったとした。 

 

他、イラン、イラク、リビアなど経済制裁を受けた他の

国の事例を引き合いに出し、制裁以降、どの国ももれな

く産油量が大きく減少しているとした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/721d9241c286418964a4bfa722da0193.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/721d9241c286418964a4bfa722da0193.pdf
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この記事に対して、グアイド政権側のベネズエラ米州開

発銀行（BD）代表大使に任命されたリカルド・ハウス

マン氏は異議を唱えた。 

 

ハウスマン氏は自身のツイッターで 

「制裁はベネズエラ国民の生活の質に悪影響を与えて

いない。危機の原因はマドゥロ独裁政権の誤った政策が

原因だ。」 

と主張した。 

 

ロドリゲス氏はこの投稿に反論。 

公開討論を申し出たがハウスマン氏はその申し出を受

け入れることは無かった。 

 

世論調査会社「Datanalisis」の社長で経済学者でもある

ビセンテ・レオン氏は 

「当然ながら制裁は危機の原因ではない。ベネズエラの

経済危機の原因はマドゥロ政権の間違った政策だ。 

しかし、それは制裁がベネズエラ経済に影響を与えてい

ないことを意味しない。」 

とロドリゲス氏をサポートするコメントをした。 

 

「マドゥロ政権 GOLD４０００万ドル相当売却」         

 

「Bloomberg」は、関係者からの情報として、７月１２

日にベネズエラ中央銀行がトルコに４，０００万ドル相

当の GOLD を売却したと報じた。 

 

GOLD 売却により外貨準備は８１億ドルを下回ってお

り、２０００年以降最低の水準にあるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Bloomberg 

“０２年から現在までのベネズエラの外貨準備の推移” 

 

「FEDECAMARAS 代表が交代」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.310」でベネズエラ工業連

合会（Conindustria）の代表が交代したとの記事を紹介

した。 

 

今は組織の代表が交代する時期にあるようで、７月１５

日にはベネズエラ経団連（Fedecamaras）の代表が交代

した。 

 

新代表はリカルド・カサーノ氏（下の写真の人物）。 

代表に就任する前は６年間、Fedecamaras の役員を務め

ていたようだ。 

 

 

（写真）Venepress 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
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カサーノ代表は Fedecamarsの歴史上最も若い代表だと

報じられている。 

 

社 会                        

「カラカス含め全国で停電相次ぐ」           

 

１９年３月に起きたような数日間にわたる停電は起き

ていないが、ベネズエラでは引き続き断続的な停電が起

きている。 

 

７月１５日は全国各地で停電の訴えが確認された。 

停電が確認されたのはヌエバ・エスパルタ州、スリア州、

カラボボ州、メリダ州、タチラ州、ララ州、バリナス州、

ポルトゥゲサ州、ミランダ州。 

 

カラカスではチャカオ、ロス・ドス・カミーノス、ロス・

パロス・グランデス、サバナ・グランデ、パロ・ベルデ

地区などが停電した。 

 

停電は７月１４日の夜から始まり１５日も午前中は停

電が続いたという。 

 

２０１９年７月１６日（火曜）              

政 治                        

「選挙専門家 選挙実施には時間がかかる        

 ～移住者の有権者登録は１年～１年半必要～」        

 

選挙専門家のエウヘニオ・マルティネス氏は現地メディ

ア「El Pitazo」のインタビューに対応。 

 

ベネズエラで自由選挙を行うためには１年半の時間が

必要との見解を示した。 

 

 

 

 

ここまで時間がかかる主な理由は有権者登録の確認作

業。外国には３２０万人を超える潜在的な有権者がいる

が、彼らの登録のためには時間が必要とのこと。 

 

外国に居住するベネズエラ人の多くは反政府側のベネ

ズエラ人で外国の有権者登録が進めば、マドゥロ政権へ

の反対票が増えることを意味するとコメントした。 

 

他方、ベネズエラ国民は１年半も今の状況に耐えること

は出来ないと指摘。時間は短縮しなければならず、１年

くらいで選挙を実施することは可能との見解を示した。 

 

また、「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長も

「Globovision」のインタビュー番組に出演し、自由選挙

の実現には少なくとも１年はかかるとの見解を示した。 

 

経 済                       

「国会 中銀役員メンバーを任命           

    ～元総裁は就任に同意していない？～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.315」で国会が中央銀行の

役員任命手続きを開始するとの記事を紹介した。 

 

７月１６日 国会はグアイド政権としての中銀役員メ

ンバーを任命した。 

 

役員は 

Ricardo Villasmil 氏（カプリレス元ミランダ州知事の経

済アドバイザー） 

Ruth Krivoy 氏（チャベス政権前の中銀総裁経験者）、

Mnuel Rodriguez 氏（民間金融セクターの人物）、 

Nelson Lugo 氏（チャベス政権前の中銀国際部門役員経

験者）、 

Guaicoima Cuius 氏（チャベス政権前の中銀国際部門役

員経験者） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed0396e27a1939dbe2305e8155c4785.pdf
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しかし、Ruth Krivoy 氏については中銀役員の就任に合

意していないと報じられている。Ruth Krivoy 氏は政治

家ではないが、行動民主党（AD）との関係が深く、Ruth 

Krivoy 氏を推薦したのは AD だったようだ。 

 

しかし、Ruth Krivoy 氏は外国に居住しており、外国で

通貨当局の役員を務めることは不可能とのことで断っ

たと報じられている。 

 

ただし、Ruth Krivoy 氏自身は本件についてコメントを

しておらず、誤報の可能性もある。いずれにせよ、今後

明らかになることだろう。 

 

 
（写真）Bancaynegocios 

“中銀役員就任に合意していないとされる Krivoy 氏” 

 

「CITGO 債務の借り換えを検討」         

 

「Reorg Emerging Market Latam」は、PDVSA の米国

子会社「Citgo」が債務の借り換えを検討していると報

じた。 

 

CITGOは２０２０年満期の額面１５億ドルの社債を発

行している。同社債を保有している投資家に対して新発

債に乗り換えてもらうことを提案しようとしているよ

うだ。 

 

 

 

 

報道によると、提案する新発債は額面１３．７億ドルの

２０２４年満期の債券。また、５億ドルの借入も検討し

ているようだ。 

 

ただし、Citgo のステータスは不安定で与野党交渉の合

意内容によっては Citgo が再びマドゥロ政権側のコン

トロールに入る可能性も否定できない。 

 

不確定要素が多く債権者がどれだけ新条件に応じるか

は不確定のようだ。 

 

「商業施設の賃料レポート                 

 ～チャカオ界隈の賃料は月額１，０００ドル超～               

 

現地メディア「Descifrado」はカラカス地域の商業施設

の賃料に関する記事を公表。 

 

例えば、Caracas City Market で商業施設を借りるには、

最も安い施設でも月額６００ドル必要だという。 

同施設は売り手を除き２名が入るかどうかの小さいス

ペースだという。施設が小さいので在庫は別の場所に確

保する必要があるようだ。 

 

他に２階、３階の施設の賃料は月額１，０００ドル～１，

５００ドル。これに加えて、共益費として２００ドルが

毎月かかるという。 
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他「Parque Crital」の商業施設は月額１，８００ドル程

度。１平米５ドル～２０ドルほどかかるという。 

 

日本の感覚から言えば安価かもしれないが、経済不況が

続きドルが貴重になっているベネズエラでは高い賃料

と言えそうだ。 

 

 

（写真）Descifrado “Parque Cristal” 

 

「中銀 外貨自由に持ち歩いてよい」            

 

７月１７日 ベネズエラ中銀は「ベネズエラ国内では外

貨を自由に持ち歩いてよい」との決議を公表した。 

 

１８年９月７日には為替協定１号を発表（「ベネズエラ・

トゥデイ No.187」参照）。 

外貨制度を柔軟化しており、外貨の持ち歩きはベネズエ

ラ国内では違法ではない（ドル建ての支払いについては

違法ではないようだが、消費税など税金支払いの問題が

生じるため政府がドル建て取引を許可していない分野

ではグレーゾーンと言えそうだ）。 

 

中央銀行が敢えて今回の発表を行った理由は、７月１６

日にマイケティア空港で国家警察がベネズエラ入国者

に対して国内でドルを持ち歩くことは禁止されている

として４５ドルを押収したことが報じられていたため

思われる。 

 

「PDVSA 中国と協力し日量６万バレル増産計画」              

 

７月１６日 PDVSA のケベド総裁は、デルシー・ロド

リゲス副大統領と一緒に「ホセ・アントニオ・アンソア

テギ」石油産業複合施設を視察。 

 

中国の資源開発会社「CNPC」と協力し、アンソアテギ

州にある合弁会社「Sinovensa」の産油能力を１０．５万

バレルから１６．５万バレルまで増やすと発表した。 

 

CNPC の Jia Young 社長もケベド社長の視察に同伴。ベ

ネズエラ政府の協力に対して謝意を示した。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fbceb1fd20d8652d30d852ebcd065b5.pdf

