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（写真）大統領府 “７月１１日 与野党交渉継続の必要性を説くマドゥロ大統領” 

 

 

２０１９年７月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「バルバドスでの与野党交渉終了 

～来週日曜に交渉再開の見通し～」 

「アコスタ海軍将校 野党側の検死なく埋葬」 

経 済                     

「ライセンス更新なければシェブロン接収か」 

「大規模資産税 官報に公布」 

「野党 違法な対外債務は債務再編交渉から除外」 

「１９年６月 インフレ率２４．８％」 

社 会                     

「Puig 工場 放火犯は Tren de Aragua」 

２０１９年７月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「与野党対話の争点についての発言・報道 

～現時点では大筋合意に至っておらず～」 

「元 SEBIN 長官 対話での解決に疑問」 

「米国政府 DGCIM へ制裁」 

「グアイド議長 One Young World の賞受領」 

経 済                    

「１９年６月の産油量 日量７３．４万バレル」 

「原油輸出 制裁回避のためトルコ企業と契約」 

社 会                     

「ベネズエラ 麻薬の中継地との報告書」 
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２０１９年７月１０日（水曜）             

政 治                       

「バルバドスでの与野党交渉終了           

      ～来週日曜に交渉再開の見通し～」       

 

７月１０日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は自身のツ

イッターで、７月９日からバルバドスで始まった与野党

交渉の模索について、１０日に終了したと発表した。 

 

「バルバドスで行われた憲法に基づく平和的な対立の

解消のための永続的な対話は完了した。ノルウェー政府

が支援する意見交換は成功した。バルバドスの首相に感

謝する。」 

と投稿した。 

 

これまで与党と野党の代表者は、ノルウェー政府の関係

者を介して交渉を行っていたようだが、今回は与野党の

交渉窓口が面と向かって協議を行ったようだ。 

 

双方は、対話を今後も継続することに合意。 

７月２１日（日曜）に交渉を再開するようだ。 

 

与野党関係者共に具体的な交渉の内容については語っ

ていないが、「ウィークリーレポート No.105」の通り、

匿名関係者が交渉の内容について語っている。 

 

仮に大統領選挙が再び行われ場合、与党側の大統領候補

になると噂されているエクトル・ロドリゲス・ミランダ

州知事（今回の与党側の対話窓口でもある）は、同日の

交渉後に 

「我々は永続的な交渉テーブルを設置することで合意

した。ノルウェー政府は、我々に対して情報を公開しな

いよう求めた。」と説明。 

 

これ以上の情報は明らかにできないとした。 

 

野党側の交渉窓口となっているスターリン・ゴンサレス

国会第２副議長は、 

「ノルウェー政府の仲裁による交渉はベネズエラ人の

苦しみを終わらせるためだ。ベネズエラ人は結果を求め

ている。」と説明した。 

 

「アコスタ海軍将校 野党側の検死なく埋葬」         

 

７月１０日 検察庁は６月２８日に DGCIM で亡くな

ったラファエル・アコスタ海軍将校の埋葬を指示、同日

「Cementerio del Este（東部墓所）」に埋葬された。 

 

今回の埋葬式にはアコスタ氏の母親と兄弟、甥、治安維

持部隊の関係者数人だけが立ち会ったという。 

 

国際社会および野党らは、アコスタ海軍将校が DGCIM

で拷問により死亡したと訴えており、第三者による検死

を求めていた。 

 

アコスタ氏の遺体は Bello Monte 遺体安置所に置かれ

ていたが、国家警察の厳重な警備により第三者の検死は

出来ない状態になっていた。 

 

今回の埋葬により、野党側が求めるアコスタ氏の検死は

出来なくなったとされる。 

アコスタ氏の妻は今回の埋葬について事前に家族に確

認がされなかったと非難している。 

 

なお、検察庁も DGCIM の職員が意図的にアコスタ氏

に危害を加えて死亡させた事実を認めている。他方、政

府ぐるみの拷問かどうかについては言及していない。 

 

マドゥロ政権は、同職員の独断行動とのスタンスを示し

ている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1c18412430bf21e3ee6ec7d046fc389.pdf
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（写真）Maduradas 

“右写真はアコスタ氏が埋葬されたとされるお墓” 

 

経 済                        

「ライセンス更新なければシェブロン接収か」           

 

１月に米国政府は PDVSA に制裁を科した。 

 

その際、シェブロン、ハリバートン、シュルンベルジェ、

ベーカー・ヒュージ、ウェザーフォードなど一部の企業

に対しては制裁規定から除外する趣旨のライセンスを

発行していた。 

 

このライセンスは７月末に切れる。 

ライセンスが更新されなければ、これらの会社はベネズ

エラで行っている事業を放棄しなければいけない。 

PDVSAのオペレーションに更なる問題が起きることは

避けられない。 

 

各社、ライセンス更新のためロビー活動を続けているよ

うだが、現時点でライセンスは更新されていない。 

 

PDVSA側はシェブロンに事業を継続したいと考えても

らうため、ロイヤリティを下げることも提案しているよ

うだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.313」参照）。 

 

 

 

 

トランプ政権の経済アドバイザーLarry Kudow 氏は

Bloomberg の取材に対して、シェブロンはライセンス延

長を勝ち取るため、熱心にロビー活動をしていると語っ

ている。 

 

しかし、仮にライセンスが更新されなかった場合、

PDVSA は Petropiar、Petroindependencia、PetroBoscan

などシェブロンとの合弁会社を接収するつもりのよう

だ。 

 

エネルギー情報会社「Agus Media」は、匿名の政府関係

者からの情報として、仮にライセンスが更新されなかっ

た場合、マドゥロ政権は資産を接収し、ロシアの Rosneft

や中国の CNPC に資産を移譲することを検討している

と報じた。 

 

「大規模資産税 官報に公布」            

 

７月２日 制憲議会は「大規模資産税法」を承認した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.312」参照）。 

 

「大規模資産税」とは、一定の資産を保有している個人・

法人に対して追加の税金を科すもの。 

 

ベネズエラでは法律が官報に掲載された時点で、法律が

有効になるのが慣習。 

 

この「大規模資産税」は７月１０日に官報で公開された

ようだ。 

 

法令自体を確認できていないが、報道によると、 

３，６００万 UT（租税単位）超の資産を持つ個人 

（BsS.１８億、現在の為替レートで約２６万ドル超） 

１億 UT 超の資産を持つ法人 

（BsS.５０億、現在の為替レートで約７２万ドル超） 

が課税対象となる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
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第２３条によると、税率は総資産額の０．２５％～１．

５％まで幅があるが、現在の時点では０．２５％が適用

されるようだ。 

 

なお、支払期日は定まっていないようで、今後 SENIAT

が決定すると報じられている。 

 

「野党 違法な対外債務は債務再編交渉から除外」                  

 

野党多数の国会が米州開発銀行のベネズエラ代表に任

命したリカルド・ハウスマン氏（チャベス政権前の企画

相、ハーバード大学教授）は、「Projyecto Syndicate」と

いう情報サイトで対外債務の再編に関するスタンスを

示した。 

 

主要な点について以下で紹介したい。 

 

・マドゥロ政権の対外債務総額は１，５００億ドル超 

 

・政権交代が実現し、ベネズエラへの制裁が解除されれ

ば即座に債務再編交渉が進む 

 

・債務再編の対象となる債務は債券、貸付などに限らず、

未払いの商業債務も含む。 

 

・対外的に債務の事実が確認できた案件だけが債務再

編の対象。違法な手段による債務はベネズエラの対外

債務と認識しない。 

 

・IMF の協力が不可欠。中期的に支払いを履行できるプ

ランを計画する。 

 

特に気になるのは「違法な債務は対外債務と認識しない」

という点だろう。 

 

 

 

野党多数の国会が発足したのは２０１６年１月から。 

 

それ以降もベネズエラ政府は対外債務を増やしたこと

はあったが、憲法に従えば、ベネズエラ政府が対外債務

を増やすためには事前に国会の承認が必要になる。 

 

従って、１６年以降のベネズエラ政府の対外債務は憲法

違反であり、野党にとって違法な債務に当たるはずだ。 

 

１６年以降にベネズエラ政府に行った融資は野党側に

政権が交代すれば支払われない可能性が高そうだ（そも

そも、マドゥロ政権が継続しても支払いがされないとい

う指摘もあるだろう）。 

 

「１９年６月 インフレ率２４．８％」                  

 

７月１０日 国会は１９年６月のインフレ率を公表し

た。 

 

６月のインフレ率は先月比２４．８％増。５月の３１．

３％からやや下落した。 

 

１９年１月～６月までの６カ月間の累積インフレ率は

１，１５５％。 

 

１８年６月から１２カ月間の累積インフレ率は、４４５，

４８２％となる。 

 

また、国会は現在の最低賃金（月額 BsS.４万）と１カ月

の食費を比較。現在の最低賃金では食費の３．５８％し

かカバーできていないと訴えた。 
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（写真）国会 

“食費に対する最低賃金（水色部分）割合の推移” 

 

社 会                        

「Puig 工場 放火犯は Tren de Aragua」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.315」で、老舗クッキ

ーメーカー「Puig」の工場が放火されたとの記事を紹介

した。 

 

近隣住民は工場が放火された理由について「ワクチンを

支払わなかったため」と証言していた。 

 

このワクチンはやはりマフィアに支払う賄賂のような

もののようだ。 

 

今回、工場を放火したのはアラグア州で有名な「Tren de 

Aragua」というグループの犯罪者集団。 

 

現地紙「El Universal」によると、Tren de Aragua は、

工場のオーナーに対して、毎週ドル建てで支払いを求め

たが、オーナーがその要求を断ったようだ。 

 

口論となり、銃弾を発砲し始め、その後工場が放火され

たという。 

 

 

放火が確認された後、消防団が駆けつけたが、軍部やア

ラグア州警察とマフィア団の銃撃戦が続いており、消火

作業が遅れた。 

 

消火作業が出来ない間に火は倉庫全体に広がり、商品や

原材料は全て灰になったと報じている。 

 

 

（写真）El Universal 

“放火された Puig のクッキー工場” 

 

２０１９年７月１１日（木曜）              

政 治                        

「与野党対話の争点についての発言・報道        

   ～現時点では大筋合意に至っておらず～」        

 

７月１０日に終わったバルバドスでの与野党対話につ

いて様々な情報が飛び交っている。 

 

大筋では「ウィークリーレポート No.105」で紹介した

通りだが、そこからの進展を紹介したい。 

 

・大統領選の実施について 

 

与党側も大統領選を再度実施することについては大筋

で合意しているという。ただし、大統領選までの期間と

結果が出てから、次の大統領に交代するまでの移行期間

はマドゥロ大統領が政権を運営することを求めている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed0396e27a1939dbe2305e8155c4785.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1c18412430bf21e3ee6ec7d046fc389.pdf
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グアイド政権側は「大統領職の強奪の即時停止」を求め

ており、折り合いがついていない。 

 

・国会の処遇について 

 

与党側は大統領選の実施と同時に国会議員選を実施す

ることを提案している。 

 

現在、大統領選が行われるとすれば２０２０年２月～６

月時点との見通しが立っている。現在の国会議員の任期

は２０２１年１月までで、２０２０年にはどちらにせよ

国会議員選が実施されることになる。その意味では大き

な障害にはならないかもしれない。 

 

なお、上記の報道が多い中、７月１１日にカベジョ制憲

議長は自身のテレビ番組で「大統領選が行われることは

ない。今後予定されているのは国会議員選だ。」と明言

している。 

 

・選挙管理委員会（CNE）役員について 

 

与党側は現在の CNE 役員が次の選挙も担当することを

求めているようだ。野党側としては論外な要求で、この

点を譲ることはできないだろう。 

 

・米国による経済制裁について 

 

政府側は米国が科した制裁を一部解除し、国が通常の運

営を出来る状態にすることを要請している。野党側は制

裁解除について検討している段階だという。 

 

大きな争点で言えば、上記のような報道が多い。 

 

議論自体は進んでいるが、現時点では大筋で合意出来て

いるとは言えないのかもしれない。 

 

 

 

「元 SEBIN 長官 対話での解決に疑問」           

 

４月３０日に「自由オペレーション」を支援し、マドゥ

ロ政権を離脱したクリストファー元 SEBIN 長官は、７

月１０日、１１日と立て続けにメディアのインタビュー

に応じている。 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、インタビューで拷問

の実態を告白。 

 

SEBIN に拘束されているバドゥエル元軍人やレケセン

ス議員は牢獄に収容され、長い間、太陽の光を浴びてい

ないと告発。 

SEBIN 長官に就任した後、彼らの待遇を改善させるた

めに検事総長やマドゥロ大統領に働きかけていたと説

明した。 

 

他、SEBIN 拘束中に飛び降り自殺をしたと検察庁が説

明しているリベルタドール市議フェルナンド・アルバン

氏の死亡について、「彼は建物から投げ出された」と告

発した。 

 

また、グアイド議長が暫定大統領就任を宣言した後、マ

ドゥロ大統領はグアイド議長を拘束するよう指示、政治

情勢を踏まえて無理だと諦めると、今度はグアイド議長

の母親を拘束するよう指示したという。 

 

しかし、グアイド議長の母親が病気治療中であることを

説明し、人権侵害との非難が拡大することを恐れて諦め、

グアイド議長の右腕だったロベルト・マレロ大統領補佐

官を拘束したという。 

 

他、与野党対話について 

「マドゥロは追いつめられると対話を訴え始める。それ

は詐欺行為だと考えている。 
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彼が欲しているのは権力の座に居座り続けることで、対

話はマドゥロの時間稼ぎでしかない。ベネズエラの民主

主義を取り戻すためには対話は必要だと思うが、それは

マドゥロとの対話ではない。」 

と、マドゥロ政権との対話で問題は解決しないとの認識

を示した。 

 

離反当初はマドゥロ大統領を大統領と認識していたが、

経済悪化と国民の生活を憂慮し、離反したと主張してい

た。また、マドゥロ大統領について「良い人」との認識

も示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.287」「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.289」参照）。 

 

しかし、途中からクリストファー元 SEBIN 長官のスタ

ンスが大きく変わっている。 

 

離反後、彼の知人ヘスス・アルベルト陸軍将校が何者か

に殺害された。 

 

クリストファー元 SEBIN 長官は、マドゥロ政権に暗殺

されたと主張。これがマドゥロ政権への強烈な非難を始

めるきっかけになったのかもしれない（「ベネズエラ・

トゥデイ No.292」参照）。 

 

あるいは米国政府がクリストファー元 SEBIN 長官へ科

していた制裁解除の見返りに米国政府の求める発言を

するよう指示されているような印象も受ける。 

 

「米国政府 DGCIM へ制裁」                

 

ラファエル・アコスタ海軍将校が DGCIM 拘束中に亡

くなった事件を受け、米国政府は DGCIM を制裁リス

トに追加すると発表した。 

 

 

 

 

ムニューシン財務長官は記者会見で 

「ラファエル・アコスタ氏は、政治的な理由で拘束され、

殺害された。正当化も容認もできない事態だ。」 

と制裁の理由について言及した。 

 

今回の制裁により米国の法人・個人は DGCIM との取

引ができなくなる。 

 

実際のところ今回の制裁が経済に与える影響はほとん

どなく、あくまで米国政府がベネズエラの人権問題改善

に努めているというイメージ戦略の一環だろう。 

 

「グアイド議長 One Young World の賞受領」         

 

７月１１日 「One Young World」はグアイド議長に２

０１９年の政治家賞を授与した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f16452e3c8d3e3c9cdd6911bbe781c1d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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同団体のサイトによると「One Young World」は、David 

Jones 氏と Kate Robertson 氏とコーポレートパートナ

ーである Havas によって２００９年に英国で発足した

団体。 

 

世界各国の優秀な若者がポジティブな変革を起すため

の結びつきを支援するための非営利団体だという。 

 

グアイド議長はツイッターで「One Young World」に対

して、賞を与えてくれたことへの感謝を示している。 

 

経 済                       

「１９年６月の産油量 日量７３．４万バレル」            

 

７月１１日 OPEC は月例の原油市場レポートを更新

した。 

 

同レポートによると、１９年６月のベネズエラ産油量は

日量７３．４万バレルと先月の７５．０万バレルから１．

６万バレル減少した（第３者調べ）。 

 

 

 

なお、ベネズエラ自身が報告している産油量は日量１０

４．７万バレルで先月の１０５万バレルから０．３万バ

レル減となっている。 

 

 

 

 

 

（写真）OPEC 

 

「原油輸出 制裁回避のためトルコ企業と契約」         

 

米国政府の経済制裁により PDVSA による外国への原

油輸出は困難になっている。 

 

この状況下で PDVSA は知名度の低い会社との取引が

増えており、トルコ企業との取引も報じられている。 

 

ロイター通信によると、トルコの「Grupo Iveex Insaat」

は４月から PDVSA の原油購入を開始したようだ。 

 

トルコ商工会の登録によると「Grupo Iveex Insaat」は

会社登記から１年も経過しておらず、資本金はドル換算

で１，７７５ドルという極めて小規模な会社のようだ。 

また、主要な業務では「建設業」と登録されており、

PDVSA の原油購入とは異なる業種になっている。 

 

ロイター通信が PDVSA 関係者から入手した内部情報

によると、「Grupo Iveex Insaat」は４月～６月にかけて

ベネズエラ産改質油を購入する応札に参加し、落札した。 

 

「Grupo Iveex Insaat」の代表者はベネズエラ人の

Miguel Silva 氏。ベネズエラ輸出協会の役員の一人で、

マドゥロ政権下で住宅省の公務員を務めたことがある

という。 
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社 会                       

「ベネズエラ 麻薬の中継地との報告書」            

 

「Yahoo Finance」レポーターである Kristin Myers 氏

は、「どのようにベネズエラが麻薬国家になったのか」

との麻薬取引に関するレポートを公開した。 

 

米国麻薬捜査局（DEA）専門家による調査をベースにし

ており、扇動的で、情報の公平性の観点から疑問は残る

が、ベネズエラが麻薬取引の中継地となっているにもか

かわらず、マドゥロ政権が対策を怠っていることは間違

いない。 

マドゥロ政権はテロ組織「ヒズボラ」を支援しており、

ヒズボラは巨大な麻薬グループを形成しているという。 

 

 

 

 

 

特にアイサミ経済担当副大統領はシリア系ベネズエラ

人で、ヒズボラ支援に深くかかわっていると指摘。また、

彼の親族はシリアのテログループの関係者だという。 

 

他、入出国を管理する入出管理局（SAIME）は麻薬取引

を支援しており、中東の麻薬売人やテロリストのベネズ

エラ入出国に協力しているという。 

 

米国にもベネズエラからの麻薬が大量に流れており、マ

ドゥロ政権は米国民の安全にも脅威になっており、倒壊

させなければいけない。という内容だった。 

 

 

（写真）Yahoo Finance 

以上 


