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（写真）グアイド議長ツイッター “７月９日 バルバドスで与野党交渉の模索開始” 

 

 

２０１９年７月８日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 国連の視察報告書を非難 

～米国政府の圧力によるものと主張～」 

「ロペス国防相 双方に妥協の必要性を訴える」 

「Foro Penal 政治犯は６１４名」 

経 済                     

「老舗クッキーメーカー「Puig」工場放火される」 

「米国政府 Citgo 元役員の解放を要請」 

「国際労働機関 ７月８日からベネズエラ視察」 

社 会                     

「カラカスで停電起きる」 

２０１９年７月９日（火曜） 

 

政 治                    

「与野党交渉の模索開始 

～６つのテーマについて協議～」 

「ミランダ州知事が与党候補？」 

「米国政府 マドゥロ大統領退陣が交渉の前提」 

経 済                    

「JP Morgan EMBI 指数からベネズエラ債外す」 

「国会 中銀役員の任命手続きを開始」 

「債権者 野党代表との債務再編交渉を模索」 

「制裁回避のため船舶の名前を変更」 

「Avior ドミニカ共和国行きのフライトを開始」 
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２０１９年７月８日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 国連の視察報告書を非難      

    ～米国政府の圧力によるものと主張～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.313」で紹介した通り、国

連のバチェレ人権高等弁務官らがベネズエラ視察の報

告書を公開した。 

 

内容はマドゥロ政権の人権侵害を非難する内容。米国に

よる経済制裁がベネズエラに与える影響についての記

述は最小限に抑えられたものだった。 

 

バチェレ弁務官はベネズエラを訪問している間、マドゥ

ロ政権側に配慮した対応と発言をしたため国内外から

非難を浴びていたが、今回の報告書については野党側や

米州各国の支持を受けている。 

 

他方、マドゥロ政権側は、政権側の主張がほぼ無視され

ていると指摘、内容の訂正を求めている。 

 

７月８日 マドゥロ大統領は演説で国連の報告書につ

いて 

「バチェレ弁務官が作成した報告書の内容については、

私は何も意識していない。あの報告書はベネズエラ政府

の敵が集まる事務所で作成されたもので、虚偽の内容ば

かりが記載されている。 

 

バチェレは過去の人権高等弁務官と同じスタンスを維

持している。これは国連の誤った選択だと考えている。

バチェレは米国政府のプレッシャーに負けてしまった。

あの報告書は米国のエイブラムス担当官が作成したも

のだ。 

 

 

 

間違った内容が書かれている報告書を気にする必要な

どない。 

 

私は善意をもってバチェレ弁務官を迎えたが、彼らは間

違った道を進んでしまった。」 

と主張した。 

 

カベジョ制憲議長も、今回の報告書を作成したのはバチ

ェレ弁務官ではなく、エイブラムス担当官だと発言して

いる。 

 

他方、野党側は国連の報告書を正当な内容だと認識。 

国会は同報告書を国際司法裁判所に提出することで合

意した。 

 

「ロペス国防相 双方に妥協の必要性を訴える」         

 

ロペス国防相は、自身のツイッターで与野党交渉の模索

を支持する意向を示した。 

 

ロペス国防相が交渉を通じた解決を支持するのは珍し

いことではないが、今回は多少突っ込んだ内容が書かれ

ている。 

 

「マドゥロ政権の「民主主義を擁護する意志」を尊重す

る。善意と交渉の能力はベネズエラの問題を解決させる

だろう。 

 

交渉で合意に至るには、双方が自身の主張を譲らなけれ

ばいけない。私はベネズエラを愛するがゆえに対話を求

める。ベネズエラに輝かしい未来が来ることを期待して

いる。」と投稿した。 

 

「お互いに妥協が必要である」との主張は、マドゥロ政

権側にも向けられており、軍部として双方に誠実な交渉

を求めているように見える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4d449c7401d150d867e02b00b75c4677.pdf
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「Foro Penal 政治犯は６１４名」                  

 

人権団体「Foro Penal」のアルフレド・ロメロ代表は１

９年７月８日時点で６１４名の政治犯が存在するとマ

ドゥロ政権の人権侵害を訴えた。 

 

６１４名の内訳について、 

 

・軍人は１０７名、民間人は５０７名 

 

・男性は５５２名、女性は６２名 

 

・成人は６０２名、未成年は１２名 

 

としている。 

 

（写真）FORO PENAL ツイッター 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「老舗クッキーメーカー「Puig」工場放火される」           

 

ベネズエラに駐在したことのある人なら、以下の商品は

記憶にあるのではないか。 

 

ベネズエラの老舗クッキーメーカー「PUIG」の商品で、

多くのスーパーマーケットで売られている。マイケティ

ア空港の免税店でも販売されており、帰国の際にお土産

で購入したことのある人もいるだろう。 

 

 

 

（写真）PUIG 

 

７月８日早朝 アラグア州の同社工場が放火で炎上し

た。近隣住民の証言によると、この火事は放火だったよ

うだ。 

 

「昨晩は銃声が鳴り、爆発音が鳴り、恐ろしかった。盗

賊が工場を燃やした。理由は同社の経営者がワクチンを

支払う事を拒んだためだ。」と言及した。 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年７月８日～７月９日報道              No.３１５   ２０１９年７月１０日（水曜） 

4 / 7 

 

この「ワクチン」というのが何を意味しているのかは不

明だが、安全に操業するためギャング団に支払う保証料

のようなものと想像される。 

 

「米国政府 Citgo 元役員の解放を要請」         

 

７月８日 米国政府は Citgo の元役員６名を解放する

よう要請した。 

 

１７年１１月、マドゥロ政権は CITGO 役員６名を逮捕

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.63」参照）。 

当時の報道によると、逮捕した６名のうち５名は米国籍

を所持している。 

 

６月２８日 ベネズエラ検察庁は拘束した Citgo 役員

６名について、「コンサートを開催するにあたり無用な

経費を計上し、自身の私腹を肥やした」と結論付けた。 

この決定に対する米国側の抗議のようだ。 

 

 

（写真）米国国務省 

“マドゥロ政権へ米国人解放を求める抗議文” 

 

「国際労働機関 ７月８日からベネズエラ視察」                  

 

７月８日～１２日にかけて国際労働機関のミッション

団がベネズエラを訪問しているようだ。 

 

同ミッション団は、ベネズエラ経団連「Fedecamaras」

が２０１５年に訴えた政府当局の圧力や規定違反につ

いて実地調査を行うためのもの。 

 

３名の独立調査人が実地調査を行い、訪問後に報告書を

作成する予定。 

 

ただし、ベネズエラ訪問期間中は公に調査団の見解は公

表せず、記者らの質問にも対応しないとしている。 

 

社 会                       

「カラカスで停電起きる」               

 

７月８日午後 カラカスの複数の地区で停電が起きた。 

 

停電が起きた地区は「Montalban」「El Paraiso」「La Vega」

「La Paz」など。どちらかと言えば、旧市街地が中心の

ようだ。 

 

電力公社「Corpoelec」は、停電の理由や停電が起きた

地域について情報を公表しなかったが、同日は大雨が降

っており、雨により発電施設に問題が生じたのではない

かと報じられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
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２０１９年７月９日（火曜）              

政 治                        

「与野党交渉の模索開始                

       ～６つのテーマについて協議～」        

 

７月７日 グアイド議長およびマドゥロ大統領は与野

党交渉の模索を再開すると発表した。 

 

翌８日に与野党の代表はバルバドスに移動。７月９日に

交渉が始まっている。 

 

マドゥロ大統領はバルバドスで６つのテーマについて

議論すると発表。 

 

報道によると「６つのテーマ」とは 

 

１．新たな選挙管理委員会（CNE）による大統領選 

 

２．制憲議会の扱い 

 

３．国会の権限復帰 

 

４．大統領選実施までの期間 

 

５．大統領選実施までの政権運営 

 

６．米国による経済制裁 

 

本日の「ウィークリーレポート No.105」で紹介した通

り、野党側は９カ月以内に新たな大統領選を行うよう要

請。 

 

また、大統領選は国際組織の監視の下、新たな CNE 役

員が実施するよう求めている。 

 

 

 

マドゥロ政権側も大統領選の実施については概ね異論

はないようだが、選挙が行われるまでの期間はマドゥロ

大統領が政権運営を続行するよう求めている。 

また、再選挙ではマドゥロ大統領が再出馬することを求

めているようだ。 

 

他、メディアではあまり報じられていないが、米国によ

る経済制裁の解除を求めていることは容易に想像でき

る。 

 

また、マドゥロ政権側は現在無効化されている国会につ

いても権限復活を認める姿勢を示しているという。 

 

「ミランダ州知事が与党候補？」           

 

「ウィークリーレポート No.105」で紹介した通り、野

党側はマドゥロ大統領の再出馬は認めないスタンスを

示している。 

 

マドゥロ大統領が選挙に出馬すると、急進野党側が選挙

の正当性に疑問を投げかけ、野党派であるはずの一部の

有権者が選挙に参加しないことを懸念していると思わ

れる。 

 

マドゥロ大統領が出馬しない場合の最有力候補はミラ

ンダ州知事のエクトル・ロドリゲス氏。 

 

米国の制裁対象になっておらず、与党の中でもネガティ

ブなイメージが少ない政治家と言える。 

 

なお、筆者は２０１２年頃にロドリゲス氏がスポーツ相

をしていた頃を知っているが、彼も汚職はしている。 

率直に言って、完全にクリーンな政治家はいないのだろ

う。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1c18412430bf21e3ee6ec7d046fc389.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1c18412430bf21e3ee6ec7d046fc389.pdf
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「米国政府 マドゥロ大統領退陣が交渉の前提」         

 

７月９日 バルバドスで与野党交渉の模索が行われて

いる最中、米国国務省の報道官が同交渉について米国政

府の見解を表明。 

 

「いかなる議論もマドゥロが退陣することを前提にし

なければならない。 

 

民主的な組織に対する抑圧と攻撃は、マドゥロが民主的

な手段で政権を譲る意思がないことを証明している。」 

と発言した。 

 

この発言に対して、バルバドスでの交渉に参加している

アレアサ外相は抗議。 

 

「米国のベネズエラに対する攻撃は失敗に終わった。今

度は政府と野党の対話を壊そうとしている。彼らは戦争

をベネズエラに起こしたがっている。それは不可能だ。

平和の意志が勝利する。」 

と反論した。 

 

米国政府がマドゥロ大統領の退陣を交渉の大前提とす

る一方、米国メディア「Washington Post」は、 

「野党陣営は、大統領選が実施されるまでの期間、マド

ゥロ大統領が政権運営を継続することを検討し始めて

いる」と報じている。 

 

経 済                       

「JP Morgan EMBI 指数からベネズエラ債外す」            

 

７月９日 JP Morgan は EMBI 指数からベネズエラ債

を外すことを決定した。 

 

 

 

 

米国の経済制裁を受けてベネズエラ債の取引は減少。 

 

特に１９年１月に米国の法人・個人によるベネズエラ債

の購入が禁止されてから、流通市場でのベネズエラ債取

引は事実上停止状態にあった。 

 

多くの投資銀行が EMBI 指数に連動した商品を運用し

ており、EMBI 指数からベネズエラ債が外れるというこ

とは、投資銀行がベネズエラ債を売りに出すことを意味

する。 

 

ただし、前述の通り米国政府の制裁によりベネズエラ債

の取引は制限されており、同債券を売却することは容易

ではない。 

 

売り先が見つからない投資銀行は非常に安い価格で同

債券を売るか、売却できず塩漬けになりそうだ。 

 

「国会 中銀役員の任命手続きを開始」         

 

７月９日 国会は、ベネズエラ中央銀行の役員を任命す

るための委員会を発足した。 

 

委員会メンバーは、マカリオ・ゴンサレス議員、フレデ

ィ・バレラ議員、オマール・バルボサ議員、ホセ・ゲラ

議員の４名。 

 

グアイド議長は、マドゥロ政権による政府資産の強奪を

防ぐため、国会は中央銀行の役員を任命する必要がある

と説明している。 

 

チャベス政権前に中央銀行の統計局部長を経験したこ

とがあるホセ・ゲラ議員が中央銀行の役員に就任するの

が妥当と思われる。 
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「債権者 野党代表との債務再編交渉を模索」              

 

７月９日 ロイター通信は、ベネズエラ債を保有する債

権団が、グアイド議長率いる野党に対して債務再編交渉

を求めたと報じた。 

 

グアイド政権は、５月に対外債務の再編担当者を任命し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.294」参照）。 

 

政権交代に至るのがいつかどうかは分からないが、制裁

によりマドゥロ政権との取引が禁止されている現在、グ

アイド政権と交渉することが債権者にできることだろ

う。 

 

グアイド政権との交渉に参加している投資家は、グアイ

ド政権側は全ての債権者に対して同等の待遇で対応す

ると語ったという。 

 

「制裁回避のため船舶の名前を変更」              

 

米国政府はベネズエラ産の原油取引を行わないよう各

国に要請している。 

 

また、キューバに向けてベネズエラ産原油を輸出してい

る船会社、船舶に制裁を科している（制裁リストは「ウ

ィークリーレポート No.104」参照）。 

 

金融情報サービス会社「Bloomberg」は、米国の制裁を

回避するためいくつかの船が船舶の名前を変えている

と報じた。 

 

例えば、５月１０日に制裁を受けた「Ocean Elegance」

は「Oceano」に（「ベネズエラ・トゥデイ No.290」参

照）。 

 

 

 

４月に制裁を受けた「S-Trotter」は「Tropic Sea」に代

わったという（「ベネズエラ・トゥデイ No.278」参照）。 

 

「Avior ドミニカ共和国行きのフライトを開始」              

 

７月９日 ドミニカ共和国の観光省は、ベネズエラ系航

空会社「Avior」がサント・ドミンゴとカラカス間の運航

を開始すると発表した。 

 

「Avior」は２５年の歴史を持つベネズエラの民間系航

空会社。同社の発表によると、１，８００名の従業員を

抱えているという。 

 

サント・ドミンゴ―カラカス間の運航は週３回。 

 

１０８名乗りの飛行機なので、１週間３２４名の移動が

可能になる。 

 

 

（写真）NTN２４ 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6d57d1613abcbb319b3bf394ce29c86.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6d57d1613abcbb319b3bf394ce29c86.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0d97611f96f0d3fb6143ee2746ada3eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/57449bb8ffd647b398d629cf8af46ef5.pdf

