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（写真）国営報道局（VTV） “ホルヘ・ロドリゲス情報通信相 爆破テロを未然に阻止したと発表” 

 

 

２０１９年８月３０日（金曜） 

 

政 治                     

「バチェレ弁務官 ９日に国連人権委員会で説明」 

「マドゥロ大統領 制裁反対署名８００万人収集」 

「スペインで対話再開のための会合実施」 

「エイブラムス担当官 マドゥロに辞任意志無し」 

経 済                     

「SUDEBAN カード決済機販売事業者に罰則」 

「原油価格 １バレル５４．１１ドル」 

社 会                     

「カラカスで停電」 

「CLAP 販売時に追加の手数料を要求」 

8 月 31 日～9 月 1 日（土・日） 

 

政 治                    

「情報通信相 テロリストの逮捕を発表 

～コロンビア ドゥケ大統領の関与を訴え～」 

「コロンビア・ベネズエラ 

両政権がテロリスト支援を理由に国連に訴え」 

「グアイド議長のボディーガード 記者に攻撃？」 

「国会第２副議長への非難強まる」 

経 済                    

「アルゼンチン 為替制度に制限を設ける」 

社 会                     

「ガソリン販売の汚職で軍人を多数逮捕」 
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２０１９年８月３０日（金曜）             

政 治                       

「バチェレ弁務官 ９日に国連人権委員会で説明」       

 

８月２９日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、９月９

日に人権委員会の場でベネズエラ情勢について口頭で

報告をすると発表した。 

 

９月９日の報告では、「ここ最近の人権高等弁務官事務

所のベネズエラ問題への取り組み」と「マドゥロ政権と

同事務所との関係」について説明する予定。 

 

また、混乱の解決策についても人権高等弁務官事務所の

見解を述べると説明した。 

 

他、バチェレ弁務官は問題の解決は対話を通じて行われ

るべきで、ベネズエラ人自身が解決をしなければいけな

いとの見解を示した。 

 

「マドゥロ大統領 制裁反対署名８００万人収集」         

 

８月３０日 マドゥロ大統領は、演説で改めて米国政府

の経済制裁がベネズエラ国民の生活を悪化させている

と非難した。 

 

また、８月５日の追加制裁の発動以降、８月１０日から

マドゥロ政権は制裁反対の署名を集めている。 

 

マドゥロ大統領は、 

「たった２週間で８００万の制裁反対署名を集めるこ

とに成功した。２０１５年にも米国の介入に反対する署

名を集めた。当時は１，０００万の署名を集めたが、こ

の２週間で８００万もの署名を集めることは出来なか

った」 

と述べた。 

 

マドゥロ大統領は、９月１０日までに１，３００万の制

裁反対署名を集め、その署名を国連に提出すると宣言し

ている。 

 

９月１７日～３０日にかけてニューヨークで国連総会

が予定されている。この時期に合わせて反対署名を集め

るつもりのようだ。 

 

「スペインで対話再開のための会合実施」                  

 

現地メディア「Al Nacio」は、スペインのマドリッドで

欧州の政治関係者がベネズエラ問題について意見交換

する会合を行ったと報じた。 

 

会合を主催したのは「International Crisis Group」と

「Dialogue Advisory Group」。 

対話による問題解決を支持する欧州連合のコンタクト

グループ関係者も出席した。 

 

会合で主催者は、現在のラテンアメリカ情勢について、

FARC の再武装化宣言を受けて、コロンビア政府と米国

政府がマドゥロ政権のテロ支援を非難しており、政治的

な緊張がさらに高まっていると懸念を表明。 

 

ラテンアメリカで起きている政治混乱は、衝突ではなく

交渉により解決されるべきとの姿勢を示した。 

 

「エイブラムス担当官 マドゥロに辞任意志無し」                  

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオット・エ

イブラムス担当官は「ウォール・ストリート・ジャーナ

ル」のインタビューに対応。 

 

マドゥロ大統領が権力の座から離れる意志を示さない

ことを遺憾に思うとコメントした。 
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「現時点で、彼ら（マドゥロ大統領）から権力の座を退

く趣旨の交渉意思を示されていない。非常に残念なこと

だ。」 

とコメントした。 

 

現在、米国政府とマドゥロ政権関係者が直接交渉を行っ

ているようだが、このコメントを見る限り、現在のとこ

ろ米国側が求める交渉は出来ていないとされる。 

なお、マドゥロ政権との具体的な交渉内容についてはコ

メントできないと回答した。 

 

また、エイブラムス担当官は、「米国政府が求めている

ことはマドゥロが権力の座から退くことだ」と改めて米

国側の基本スタンスを訴えた。 

 

経 済                        

「SUDEBAN カード決済機販売事業者に罰則」           

 

銀行監督局（SUDEBAN）は、４社のカード決済機の販

売事業者に罰則を科した。 

 

罰則を受けた企業は 

「Carropago」のブランドでカード決済機を販売してい

る「Carroferta Media Group CA」。 

また、「1000pagos」のブランドでカード決済機を販売し

ている「Inversiones Gross CA」。 

この２社は１２カ月の販売活動禁止を命じられた。 

 

また、「Ubiipagos CA」、「Rapid Pago CA」も行政指導

を受けたようだ。 

 

これらの会社はカード決済機販売規則に違反したとい

う。罰則理由は会社によって異なるが、主な理由はカー

ド決済機のレンタルで違法な手数料を取っていたこと

のようだ。 

 

 

「原油価格 １バレル５４．１１ドル」          

 

石油省によると、８月最終週のベネズエラ産原油の平均

価格は１バレル５４．１１ドル。先週の１バレル５４．

０７ドルから微増した。 

 

８月の平均原油価格は１バレル５５．３５ドル。 

 

２０１９年の平均原油価格は１バレル５９．８２ドルと

なっている。 

 

 

 

社 会                        

「カラカスで停電」                 

 

８月３０日 カラカスで再び停電が起きた。 

 

停電が起きた地区は「ラ・トリニダッド」、「サンタフェ」、

「ラ・アラメダ」、「アルト・プラド」「プラド・デル・エ

ステ」「ラ・カリフォルニア」、「テラサ・デル・アビラ」

など。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１９年８月）

（出所）ベネズエラ石油省
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ミランダ州では「アルト・ミランディノス」「グアティ

レ」「サン・ディエゴ・デ・ロス・アルトス」、「カリサ

ル」、「サン・アントニオ・デ・ロス・アルトス」 

 

また、マイケティア国際航空があるバルガス州でも停電

が起きた。 

 

「CLAP 販売時に追加の手数料を要求」                  

 

現地メディア「El Pitazo」は、マドゥロ政権が安価な食

品販売システム「CLAP」で違法な手数料を受け取って

いると報じた。 

 

CLAP は、マドゥロ政権が進める行政単位「コミューン」

の委員会を通じて販売される。 

 

CLAP は２～３カ月毎にCLAP 登録者に配られており、

１箱の価格は BsS.８，０００。なお、貧困と認定された

家庭の場合、１箱 BsS.６，０００で購入できるという。 

 

しかし、ミランダ州ロステケス地区のコミューンでは、

BsS.８，０００の商品価格に加えて運送費として BsS.１，

０００、管理手数料として BsS.１，２００の合計 BsS.

２，２００を追加で支払っているという。 

 

現在の並行レートは１ドルBsS.２．６万に達している。 

 

つまり、BsS.２，２００というのは日本円に換算して１

０円以下だが、ベネズエラの一般市民にとってはそれな

りの金額になるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年８月３１日～９月１日（土曜・日曜）             

政 治                        

「情報通信相 テロリストの逮捕を発表         

 ～コロンビア ドゥケ大統領の関与を訴え～」        

 

８月３１日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、カラカ

スで爆破事件を企てていたテロリストを拘束したと発

表。新たなテロ計画を未然に防いだとした。 

 

ロドリゲス情報通信相の発表によると、テロリストは、

大統領府に近い旧市街地「１月２３日地区」にある国家

警察特殊部隊（FAES）と、カラカス中心部ボリバル通

りに位置する司法館を爆破しようとしていたという。 

 

逮捕されたのはコロンビア人（ベネズエラ国籍も持つ）

のルイス・リカルド・ゴメス・ペニャランダ氏。同氏は

８月１７日に逮捕されたという。なお、逮捕された当時、

ペニャランダ氏はC4爆弾を所持していたと説明してい

る。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

“テロ容疑で逮捕されたペニャランダ氏の証言映像” 
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また、今回の一件にはコロンビアに逃げた野党政治家や、

ベネズエラの企業家、コロンビア政府が深く関与してい

ると指摘。ドゥケ大統領がテロリストを送り込み、ベネ

ズエラを混乱させようとしていると訴えた。 

 

 

 

また、ロドリゲス情報通信相はペニャランダ氏を拘束し

た後、しばらく情報を伏せて彼が引き続きベネズエラで

活動をしているように見せかけたと説明。 

 

その間、ペニャランダ氏の携帯電話を使用し、テロ協力

者と接触をし、テロ計画が行われている場所や関係者な

どあらゆる情報を特定したと説明した。 

 

ロドリゲス情報通信相によると、テロ計画が行われてい

る場所はコロンビア。場所を特定するための証拠写真も

存在しているという。 

 

「マドゥロ政権は、これらの情報をもってコロンビアの

ドゥケ大統領に捜査を要請するが、彼らが捜査を行うこ

とは無いだろう。なぜなら彼らがテロを支援しているか

らだ」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

“テロリスト逮捕を発表するロドリゲス情報通信相” 

 

「コロンビア・ベネズエラ               

 両政権がテロリスト支援を理由に国連に訴え」           

 

８月３１日 コロンビアのドゥケ大統領は、マドゥロ政

権が FARC を支援しているとして、国連と米州機構に

マドゥロ政権を訴えると発表した。 

 

８月２９日 FARC は再武装化を宣言。 

 

マドゥロ政権は FARC のリーダーのベネズエラ訪問を

歓迎すると表明。マドゥロ政権の支援が FARC の再武

装化を後押ししていると報じられている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.337」参照）。 

 

対するマドゥロ政権も「情報通信相 テロリストの逮捕

を発表」記載している内容に関して、国連にコロンビア

を訴えるとしている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b2f8d110af85758393c23b13486ed72.pdf
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「グアイド議長のボディーガード 記者に攻撃？」         

 

全国報道労働者組合（SNTP）は、７名の記者がグアイ

ド議長のボディーガードに侮辱され、身体的にも攻撃さ

れたと訴えた。 

 

８月３１日 グアイド議長はアラグア州のマラカイ市

場へ遊説。そこでボディーガードが記者と問題を起こし

たようだ。 

 

 

（写真）VPItv 

“マラカイ市場を回るグアイド議長” 

 

今回の訴えを受けてグアイド政権の国家情報センター

は、「グアイド暫定大統領は、安全対策グループが過度

な対応をしないように適切な対応を取る」 

と発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

「国会第２副議長への非難強まる」            

 

８月３１日 スターリン・ゴンサレス国会第２副議長

（与野党交渉の担当者）がツイッターに 

「数人の情報を知らない人々が大統領選挙は起きない

と叫んでいる。彼らは政府決定の中枢から遠ざかってい

る人なのに不思議なことだ。」と投稿。 

 

その投稿に重ねる形で 

「コロンビアの和平交渉を攻撃する人がいる。少数派が

コロンビアの政治を危機に向かわせようとしている。 

交渉のボイコットを求め、主役になりたがる人々は自国

を苦しめている。」 

と投稿した。 

 

この投稿は明らかに与野党交渉を非難する急進野党を

意識した投稿だ。 

 

この投稿を受けて、コロンビアに亡命した急進野党のリ

チャード・ブランコ議員など急進野党がスターリン議員

の姿勢を非難している。 

 

経 済                       

「アルゼンチン 為替制度に制限を設ける」            

 

９月１日 アルゼンチン政府は政令を発表。 

外貨購入を制限する資本規制を導入した。 

 

８月に行われた大統領選の予備投票でマクリ大統領は

対抗馬のフェルナンデス氏に大敗。１０月の本選挙での

当選は絶望的と言われている。 

 

フェルナンデス氏は前キッチナー政権の関係者で、ポピ

ュリズム的な政策を執るとの観測から予備選挙の結果

を市場がネガティブに評価。アルゼンチン・ペソは急落

した。 
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その後も財務相が辞任を表明するなど金融市場の混乱

は深まり、アルゼンチン経済は急激に悪化。 

 

アルゼンチン政府は、国際通貨基金（IMF）に対して債

務返済のリスケを申請した。これを受けて格付大手の S

＆P はアルゼンチン政府の格付けを「SD（選択的デフ

ォルト）」に格下げした。 

 

このような状況下でペソ売りドル買いが止まず、外貨購

入の規制に至った。 

 

資本規制では個人が１カ月間で購入できる外貨は１万

ドル。それ以上の外貨購入には政府の許可が必要となる。

また、法人の外貨購入も許可制となる。 

 

経済危機下での資本規制は一時的なものであれば、必要

悪と思われるが、解除する際にも大きな混乱を招く。 

また、資本規制が長引くほど制度の解除が難しくなり、

経済に歪みを生じさせる原因になる。 

 

アルゼンチンがベネズエラのような状況にならないこ

とを祈りたい。 

 

社 会                        

「ガソリン販売の汚職で軍人を多数逮捕」            

 

マドゥロ大統領は、複数の軍人や政府高官をコロンビア

国境付近（タチラ州）でのガソリン販売で逮捕したと発

表した。 

 

一斉検挙を行ったのは８月２９日。 

 

逮捕した人物の中には PDVSA や Corpoelec 幹部も含

まれているという。ただし、具体的な逮捕人数について

は言及されていない。 

 

 

マドゥロ政権はベネズエラには多くの汚職があると言

及。ベネズエラは汚職や官僚主義的なシステムを改善し

なければいけないと述べた。 

 

今に始まったことではないが、ベネズエラの異常に安価

なガソリンをコロンビアで販売する商売は、国境をコン

トロールしている軍部が牛耳っていると言われている。 

 

仮に数名を逮捕したとしても、ベネズエラのガソリン価

格を適正価格に直さない限りガソリン販売の汚職はな

くならないだろう。 

 

以上 

 

 


