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（写真）大統領府 “７月５日の独立記念日に軍事イベントを実施” 

 

 

２０１９年７月５日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 独立記念式典を実施 

～国境付近での軍事演習実施を宣言～」 

「野党抗議行動 メディアの報道は限定的」 

「マチャド VV 党首 グアイド議長に６の提案」 

「世論調査 ８割は今年中の政権交代希望」 

経 済                     

「マドゥロ政権 Petrojam 株式の支払い要請 

～支払いは凍結口座に入金？～」 

「コロンビア 原油制裁の影響を分析」 

「野党 ３，０００億ドルの外国資産回収を計画」 

2019 年 7 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 与野党交渉の模索を再開 

～マドゥロ政権は大統領選実施を内諾？～」 

「拘束されていた学生・記者ら解放 

～バチェレ弁務官視察を受け解放者が増加～」 

「マドゥロ大統領 軍部高官の交代を発表 

～ロペス国防相は続投～」 

経 済                    

「アムアイ、カルドン製油所 停電で稼働停止」 

社 会                     

「チャカオ市内で火災」 
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２０１９年７月５日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 独立記念式典を実施         

    ～国境付近での軍事演習実施を宣言～」       

 

７月５日はベネズエラの独立記念日（独立後２０８年）

で国民の祝日となる。 

 

マドゥロ政権は軍部と共に国軍本部近くの広場「ロス・

プロセレス」で独立記念式典を実施した。 

 

パドリーノ・ロペス国防相ら軍部高官に加えて、フロー

レス大統領夫人、カベジョ制憲議長、ロドリゲス副大統

領、サアブ検事総長、モレノ最高裁判長らが同式典に参

列した。 

 

軍人の行進では「我々は反帝国主義国！社会主義者だ！」

とのスローガンを繰り返しながら行進。また、民兵が

CLAP の段ボールを持ちながら行進。 

 

ベネズエラの国歌斉唱では、故チャベス大統領が国歌を

歌う音声に合わせながら軍人らが国歌を歌うなど、与党

の政治イベント一色だった。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

 

 
（写真）大統領府ツイッター 

“CLAP の箱を持ち行進する民兵団” 

 

マドゥロ大統領は演説で、「植民地支配を脱却した記念

するべき日だ」と宣言し、帝国主義を非難した。 

 

また、ベネズエラは独立を勝ち取ったが、未だに帝国主

義の鎖から解放されておらず、未だに帝国主義国の攻撃

を受けていると宣言。帝国主義国からベネズエラを守る

軍部らに謝意と賛辞を送った。 

 

また、帝国主義の楔を断ち切るためには、ベネズエラ国

民の対話が必要だと主張。改めて対話による解決を主張

した。 

 

他、マドゥロ大統領は７月２４日のシモン・ボリバル生

誕記念日（ベネズエラ海軍が発足した日でもある）に、

国境近くで軍事演習を実施すると発表。 

 

軍事演習を実施することで、ベネズエラが２０１９年も

引き続き２１世紀型社会主義国をまい進することを証

明するとした。 

 

具体的な軍事演習の実施場所は示されていないが、１９

年２月の軍事演習ではコロンビアの国境付近で軍事演

習を行い両国の緊張が高まったことがある。 
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「野党抗議行動 メディアの報道は限定的」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.312」で紹介した通り、野

党側も独立記念日に反政府デモを呼びかけていた。 

 

デモの目的地は軍部の警察的な組織「DGCIM」本部。 

 

６月２８日に DGCIM 拘束中に死亡したラファエル・

アコスタ海軍将校の拷問死を非難するため。 

 

写真を見る限り、それなりに人が集まっているようにも

見えるが、同日の抗議行動を報じるメディアは少なく、

政治的なインパクトは小さかったものと想像される。 

 

グアイド議長は同日の演説で 

「独裁政権を止めるための次なる一歩を近いうちに示

す。」と宣言。具体的な手段については発表しなかった。 

 

なお、７月６日には与野党対話再開を発表している（本

号「グアイド議長 与野党交渉の模索を再開」参照）。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

対話を進める一方、グアイド議長は 

「国会で米州相互援助条約（TIAR）への加盟を承認す

る。」と宣言。 

 

TIAR は１９４８年に発効した第二次世界大戦当時、米

国主導で推進された条約。 

 

「加盟国内の紛争を、国連に付託する前に米州機構

（OAS）の手続きで解決するよう努める」と謳われてお

り、加盟国には集団的自衛権が適用される。 

 

つまり、TIAR 加盟国の問題は国連ではなく、米国の影

響力が強い米州機構で解決するという決まりだ。 

 

反米国家を掲げるマドゥロ政権への挑発を意味し、対話

と圧力を同時並行で進めるのがグアイド政権の「次の一

歩」と想像される。 

 

「マチャド VV 党首 グアイド議長に６の提案」                  

 

急進野党のリーダーであるベネズエラ主導党（VV）の

マリア・コリナ・マチャド党首は、「ベネズエラはあと

６カ月も今の状況を維持することはできない」とのスロ

ーガンを掲げ、グアイド議長に対して独裁政権を終わら

せるための６つの提案を示した。 

 

１．憲法２３３条の規定（大統領不在時は国会議長が暫

定大統領に就任、３０日以内に新たな大統領を決め

るための選挙を実施）を順守。障害となるグループ

との接触を断ち切る。 

 

２．ノルウェーの仲裁プロセスを完全に停止する。そし

て欺瞞な対話と偽物の選挙での解決を放棄する。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１９年７月５日～７月７日報道               No.３１４   ２０１９年７月８日（月曜） 

4 / 8 

 

３．自由主義国の国際グループを組織することに全力を

尽くす。トランプ大統領、ドゥケ大統領、ボルソナ

ロ大統領に各政府の全力の支援が必要だと訴える。 

 

４．暫定大統領であり、国会議長として TIAR への再加

盟を承認し、憲法１８７条１１項（国会は外国の軍

事支援を承認することが出来る）を発動する。 

 

５．拘束された市民の殺人について調査を行うよう命じ

る。 

 

６．副大統領と外務大臣を任命する。 

 

 

（写真）ベネズエラ主導党 

“マチャド党首の６つの提案” 

 

 

 

 

 

「世論調査 ８割は今年中の政権交代希望」                  

 

民間調査会社「Datanalisis」のヒル・ジェペス氏は、同

社が実施した世論調査の結果を公表。 

 

回答者の８０．２％は２０１９年中にマドゥロ政権の退

陣を望んでいるとした。 

 

「ベネズエラで誕生した救世主はウーゴ・チャベスだっ

た。国民は前政権の運営に辟易しており、彼のカリスマ

性に魅せられた。 

 

しかし、それが更にひどい結果をもたらすとは理解して

いなかった。チャベス大統領は国民間の政治的な分裂を

生み出し、双方が憎しみ合うようになった。」 

と説明。大多数の国民が現政権からの解放を望んでいる

とした。 

 

また、問題の解決手段について、ヒル氏は「交渉」によ

る解決を支持。与野党双方が接近することで政治的な対

立を緩和させる必要があると主張した。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 Petrojam 株式の支払い要請      

       ～支払いは凍結口座に入金？～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.306」で、ジャマイカ政府

が同国にある PDVSA との合弁会社「PETROJAM」の

株式を購入したとの記事を紹介した。 

 

この発表がされる前日に、グアイド政権側の PDVSA ボ

ードメンバーが、同社の株式を購入しないよう要請を発

出しており、マドゥロ政権側との合意により株式を購入

したと考えていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.305」参

照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c41622eb21a04c97e9d16461ed051fe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1744459f7c86dfdee5abac642a9e20f4.pdf
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しかし、実態は違ったようでジャマイカ政府はベネズエ

ラ側の誰とも合意することなく、「PETROJAM」の株式

を購入した（？）と思われる。 

 

エネルギー情報会社「Argus Media」は、マドゥロ政権

側の PDVSA がジャマイカ政府に対して「PETROJAM」

の株式４９％の接収を理由に２．５億ドルを支払うよう

要請したと報じた。 

 

「Argus Media」によると、５，０００万ドルは株式の

評価額。残りの２億ドルは支払いがされていない配当金

や施設の資産価値だという。 

 

ジャマイカ政府は、米国の制裁を理由に PDVSA への直

接支払いが出来ず、凍結口座に株式購入額を入金すると

説明しているようだ。 

 

「コロンビア 原油制裁の影響を分析」         

 

現地メディアはもちろん国際メディアも含めて米国の

経済制裁がベネズエラ経済、社会、国民に悪影響を与え

ているとの議論はタブー視されている。 

 

仮に経済制裁がベネズエラ経済に悪影響を与えている

ことを認識してしまうと、野党や米州諸国のこれまでの

方針の根幹を否定することになり、政策を大きく転換す

る必要があるためだ。 

 

これはマドゥロ政権を倒壊する試みを断念することと

認識されており、経済制裁がベネズエラ経済にどのよう

な影響を与えているのかを報じる国際メディア、現地メ

ディアは少ない。 

 

しかし、現実を無視し続けることは困難なのかもしれな

い。 

 

 

コロンビアでは米国の経済制裁がベネズエラ経済に悪

影響を与えていると主張するメディアが登場し始めて

いるようだ。 

 

コロンビアのメディア「Portafolio」は、ベネズエラの経

済混乱の状況について記事を公開。 

 

ベネズエラの経済混乱の主な責任はマドゥロ政権の不

適切な政策にあると非難する一方で、米国の経済制裁が

ベネズエラ国民の生活を悪化させていると報じた。 

 

なお、欧州諸国の制裁は政府高官個人を対象としており、

ベネズエラ経済への直接的な影響は少なく、適切な制裁

だと評価した。 

 

また、制裁の目的はマドゥロ政権を倒壊させるためだが、

米国の制裁はマドゥロ政権内部やロシア、中国など一部

の国際社会の結束を強固にしており、かえってマドゥロ

政権の崩壊を阻害する効果を生んでいるのではないか

との疑問を呈した。 

 

個人的には、今後時間が経つに従いこのような論調が増

えていくのではないかと想像している。 

 

「野党 ３，０００億ドルの外国資産回収を計画」                  

 

グアイド議長率いる国会が会計監査総長に任命したホ

セ・イグナシオ・エルナンデス氏は、「Bloomberg」のイ

ンタビューに応じ、ベネズエラ国内で汚職を働いた政治

家が外国に保有している資産を集めれば３，０００億ド

ルになると主張。 

 

この３，０００億ドルを回収し、ベネズエラの復興に使

用したいとの見解を示した。 
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また、グアイド政権は外国にあるベネズエラ政府資産を

徐々にコントロール下に置いていると説明。 

 

他、現在グアイド議長に任命され外国で活動を続けてい

る政府代表は名誉職として無償で仕事をしているが、米

国に凍結された資金を給料として使用できるよう国会

が制度を整えることを期待すると説明した。 

 

２０１９年７月６日～７日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長 与野党交渉の模索を再開         

  ～マドゥロ政権は大統領選実施を内諾？～」        

 

７月７日 グアイド議長は自身のツイッターで与党と

の交渉模索を再開すると発表した。 

「独裁者からの脱却のため、大統領職を強奪している政

権との会合に参加する。」 

と投稿した。 

 

先々週から与野党交渉の模索が再開する可能性が高ま

っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.311」参照）。 

 

しかし、ラファエル・アコスタ海軍将校の DGCIM 拘束

中の死亡事件を受け、グアイド議長は「交渉の予定はな

い」とコメントしていたが、再び対話に舵を切ることに

したようだ。 

 

今回の対話会場はノルウェーではなく、バルバドスにな

る。 

 

与党側も交渉の再開を追認した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「歴史は、我々の偉大なチャベス総司令官とマドゥロ大

統領が率いるベネズエラ政府の対話意志を証明するだ

ろう。 

 

我々は平和を確立するために投票による解決を求める。」 

と発表した。 

 

なお、メディアの報道を見る限り、交渉は多少前進して

いるように見える。 

 

「El Mundo」は、マドゥロ政権が外国組織の監視の上

で大統領選挙を実施することを内諾していると報じた。 

 

ただし、大統領選の期間中もマドゥロ大統領が大統領と

して政権を維持することを主張しており、双方の交渉テ

ーマとなっていると報じた。 

 

この報道を読むと、前述のロドリゲス情報通信相のコメ

ントは、選挙による問題解決をすることで内諾している

ようにも読める。 

 

他、国会と制憲議会が一緒になった議会を組織する可能

性なども報じられている。 

 

「拘束されていた学生・記者ら解放         

  ～バチェレ弁務官視察を受け解放者が増加～」        

 

７月５日 人権団体「Foro Penal」は１９年の反政府デ

モで拘束された学生ら３６名が解放されたと発表した。 

他、記者２名も解放されたと報じられている。 

 

国連のバチェレ弁務官は、今回の動きについて「ベネズ

エラ当局の約束の証明だ」と今回の動きを歓迎する趣旨

の発言をしている。 

 

６月末にもテロ容疑で拘束されていたコロンビア人５

９名が解放された（「ベネズエラ・トゥデイ No.311」参

照）。 

また、バチェレ弁務官のベネズエラ視察前には野党議員

のヒルベル・ガロ氏も解放された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
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政治犯の解放はバチェレ弁務官のベネズエラ訪問と時

期を同じくしており、与野党交渉の再開も含めて前進の

雰囲気を感じる。 

 

なお、「FORO PENAL」は３６名が解放されたものの、

未だに３０名が拘束されたままだと説明。引き続きマド

ゥロ政権に政治犯の解放を求めるとした。 

 

「マドゥロ大統領 軍部高官の交代を発表        

          ～ロペス国防相は続投～」         

 

７月７日 マドゥロ大統領は軍部高官の交代を発表。 

 

国防相は引き続きパドリーノ・ロペス氏が続投する。 

また、ロペス国防相は、国軍最高司令官も兼任する。 

 

国軍オペレーション戦略司令室（CEOFANB）総司令官

はレミヒオ・セバジョ総督が続投。 

 

陸軍総司令官は、アレックス・ロドリゲス・カベジョ大

将（カベジョ制憲議長の従兄弟）。ヘスス・スアレス大

将から交代。 

 

海軍総司令官は、ジュセッペ・アレイサンドロ総督が続

投。 

 

空軍総司令官は、ペドロ・アルベルト・フリアック大将

が続投。 

 

防衛軍総司令官は、ファビオ・エンリケ・サバルカ大将。

ロペス・バルガス大将から交代。 

 

民兵総司令官はマニュエル・ベルナル大将。カルロス・

レアル・テジェリア大将から交代。 
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経 済                       

「アムアイ、カルドン製油所 停電で稼働停止」            

 

７月６日 ベネズエラの主要な製油所施設であるアム

アイ製油所とカルドン製油所は停電で稼働が一部停止

した。 

 

PDVSA 労働組合のイバン・フレイタ氏によると、停電

の影響は限定的のようだが、被害の全容はまだ判明して

いないという。 

 

経済メディア「Bancaynegocios」によると、アムアイ製

油所とカルドン製油所はメンテナンス不足を理由に稼

働率が１７％程度まで下がっているという。 

 

なお、フレイタ氏は、先週７０名の PDVSA 労働者が退

職をしたとコメント。製油所で働く作業員の給料は一週

間で BsS.１万でとても生活できる水準ではないとコメ

ントした。 

 

社 会                       

「チャカオ市内で火災」               

 

７月６日早朝 日本人駐在員、日系企業が集まるチャカ

オ市で火災が発生した。場所はリベルタドール通りとエ

リセ通りが交差する場所の商店。 

 

サンビル・ショッピングセンターの辺りのようだ。 

 

消防隊が駆けつけ火は消化された。 

チャカオ市のドゥケ市長は、火災により建物は壊れたが、

死者・負傷者は無かったと発表している。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


