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（写真）大統領府 “７月２０～２１日 カラカスで MNOAL 会合を開催” 

 

 

２０１９年７月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「与党 国会議員選キャンペーン活動を開始 

～国会議員選実施は２０年第１四半期？～」 

「自由オペレーションに参加した軍人１６名 

パナマ大使館が保護」 

「米国 DGCIM 職員４名に制裁」 

「AP コンサルタント会社との契約について釈明」 

経 済                     

「中央銀行 急激な為替切り下げを検討？」 

社 会                     

「日本人歌手 ベネズエラでコンサート開催」 

2019 年 7 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ７月２３日に重大発表」 

「米国 ベネ近海で露機に追跡されたと非難 

～マドゥロ政権は領空に侵入されたと主張～」 

「MNOAL 会合 マドゥロ政権を支持」 

経 済                    

「ロシア政府 脱米国金融システムを提唱」 

「英国 ベネズエラ産の GOLD を押収」 

「カラカス不動産 ８万ドルの物件は３万ドル」 

社 会                    

「汚職容疑の元 PDVSA 役員 逃亡したが失敗」 
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２０１９年７月１９日（金曜）             

政 治                       

「与党 国会議員選キャンペーン活動を開始        

  ～国会議員選実施は２０年第１四半期？～」       

 

ノルウェー政府の仲裁による与野党交渉の模索は続い

ている。 

 

交渉のテーマとして、大統領選のやり直しとならび議論

されているのが次の国会議員選の実施だ。 

 

現在の国会議員の任期は２０２１年１月に切れるため、

２０２０年に選挙が開催される見通し。 

 

現地経済系メディア「Banca y Negocios」は、与党関係

者からの情報として、政府側は２０２０年第１四半期ま

でに国会議員選を実施する方向で検討を進めていると

報じた。 

 

与党関係者の話によると、 

「国会議員が野党多数の状態で国を維持することは困

難で、今の状況を続けることはできないため、多くの党

員が早い段階での国会議員選実施に同意している」 

という。 

 

 

７月１９日 マドゥロ大統領は与党党員を集めて政治

イベントを実施。そこで２０２０年の国会議員選に向け

て準備を開始するよう党員に呼びかけた。 

 

既に国会議員選のための宣伝動画も作成されており水

面下で準備が進んでいる印象を受ける。 

 

 

 

 

なお、選挙宣伝動画は、必ずしも国会議員選だけを想定

しているわけではなく、大統領選のやり直しも予見させ

る作りになっている。 

 

マドゥロ大統領の横には、与党側の大統領選出馬候補と

されるエクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事が座って

いる。 

 

選挙宣伝動画の作成にあたり、ロドリゲス知事が横に座

っていることは何らかの意図があると考えるべきだろ

う。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター（選挙宣伝動画） 

“党員に対して選挙に向けた準備を呼びかけ” 

 

「自由オペレーションに参加した軍人１６名       

            パナマ大使館が保護」         

 

グアイド議長の呼びかけで４月３０日に行われた自由

オペレーションで複数の軍人がマドゥロ政権から離反

し、グアイド議長支持を表明した。 
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数名の軍人はコロンビアなど外国に逃亡したが、カラカ

スで離反した軍人は消息が途絶えていた。 

 

７月１９日 パナマのアレハンドロ・フェレル外相は、

パナマの現地テレビ「TVN」のインタビュー番組で、４

月３０日の自由オペレーションで離反した１６名の軍

人を在ベネズエラ・パナマ大使館で保護していることを

明らかにした。 

 

同時に、マドゥロ政権側の外務省から「離反した軍人が

引き続きベネズエラ政府を崩壊させるための計画を進

めており、パナマ政府が同計画を支援している」との抗

議文書を受け取ったことを明らかにした。 

 

この状況に対してパナマ政府はどう対応するのか？と

質問されると、 

「双方が国際法を順守すると信じている。また、現地に

いる我々の外交官を尊重することを期待している。」 

と回答した。 

 

「米国 DGCIM 職員４名に制裁」                  

 

７月１９日 米国政府は、ベネズエラ国軍の警察組織

DGCIM に所属する４名に制裁を科した。 

 

７月１１日 米国政府は DGCIM に対しても制裁を科

したが、今回は DGCIM で亡くなったアコスタ将校の

殺害に関与したとされる４名に制裁を科したことにな

る（DGCIM への制裁については「ベネズエラ・トゥデ

イ No.316」参照）。 

 

制裁された４名は 

Rafael Ramón Blanco Marrero 氏（DGCIM 副部長） 

Hannover Esteban Guerrero Mijares（同調査部長） 

Rafael Antonio Franco Quintero（元調査部長） 

Alexander Enrique Granko Arteaga（同特別部隊） 

 

「AP コンサルタント会社との契約について釈明」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.319」で発展進歩党（AP）

のファルコン党首が、政権移行期間の大統領となるため

の国際社会の支持を取りつけるためにカナダのコンサ

ルタント会社と契約を結んだとの記事を紹介した。 

 

本件について、発展進歩党のルイス・ロメロ副党首は会

見を開き、報道を否定した。 

 

「我々は大統領に就任することを望んでいるわけでは

ない。我々はベネズエラの悲劇を緊急で解決させたいだ

けだ。 

 

我々は国際社会に対してベネズエラの問題の具体的な

解決策を提示するために外国への遊説をする。 

 

ベネズエラは悲劇の真っただ中にいる。頼ることが出来

るあらゆる組織と接触し、何千の人命を救いたいと考え

ている。」 

と発言した。 

 

１８年５月の大統領選の際にファルコン党首を支援し

た Torino Capital のフランシスコ・ロドリゲス氏は、

「Associated Press」の取材に対して、 

「記述に誤解を生じる部分がある」と説明。 

 

「大統領に就任するためのロビー活動ではなく米国政

府やロシア政府や他の国の支援により平和的な危機の

解決を模索することが目的だ。 

 

同時に政権移行時の国の立て直しについても他国と協

議することを目的としている。」 

と説明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30523d0440d34951d9dcffa25aa7e00a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30523d0440d34951d9dcffa25aa7e00a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
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経 済                        

「中央銀行 急激な為替切り下げを検討？」           

 

野党系ジャーナリストのネルソン・ボカランダ氏は、ベ

ネズエラ中央銀行が為替レートを大幅に切り下げよう

としていると報じた。 

 

大きな切り下げが行われるのは７月２２日（月曜）と報

じている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.319」で紹介した通り、

先週から並行レートが急激に高騰しており、公定レート

と並行レートに大きな乖離が生じている。 

 

並行レートの参考サイトである「Dolar Today」が公表

する７月２２日時点の並行レートは１ドル BsS.１０，

６０６．３３とついに１万ボリバルを越えた。 

 

 

 

これに対して中央銀行が公表する両替テーブルの平均

レートは７月１９日時点で１ドル BsS.７，５０３．９１

となっている。 

 

７月１５日時点では両替テーブルの平均レートが１ド

ル７，１５６だったのに対して、並行レートは１ドル

BsS.８，０１３とその差は BsS.１，０００以下だったが、

現在は BsS.３，０００以上広がっている。 

 

 

 

社 会                        

「日本人歌手 ベネズエラでコンサート開催」           

 

１９年に入り日本外務省はベネズエラの危険レベルを

「３（渡航は止めてください）」に切り替えた。 

同決定により日本企業もベネズエラへの渡航に困難が

生じている。 

 

そんな中、日本人の歌手がベネズエラに渡航し、同国の

コンサートに出演する。 

 

ベネズエラ音楽を教える東京大学の教員で、７月２１日

にララ州バルキシメトにある「Lidotel de Barquisimeto」

でコンサートに出演する予定。 

 

その後、７月２６日にはバリナス州のコンサートに出演。

マラカイボでのコンサートも予定しているという。 

 

 

（写真）El Diario de Caracas 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
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２０１９年７月２０～２１日（土曜・日曜）             

政 治                       

「グアイド議長 ７月２３日に重大発表」        

 

７月２０日 グアイド議長はヌエバエスパルタ州のマ

ルガリータ島で遊説していた。 

 

そこで７月２３日にカラカスで大規模な抗議集会を実

施すると宣言。同日のイベントで重大な発表をすること

を明らかにした。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.319」、「バルバドスで

の与野党交渉の模索」の記事で、７月２３日にグアイド

議長が与野党交渉について合意内容を発表する可能性

があるとの記事を紹介した。 

その記事が正しければ、同日の重大発表は与野党交渉の

合意事項ということになる。 

 

報道では２０２０年に大統領選がやり直されるとの観

測が高まっている。７月２３日の発表が、２０年の大統

領選やり直しであれば、ベネズエラの状況は新ステージ

に進むと言える。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“７月２３日に重大な発表をすると宣言” 

 

「米国 ベネ近海で露機に追跡されたと非難       

  ～マドゥロ政権は領空に侵入されたと主張～」           

 

７月２１日 米国政府は、カリブ海の公海上空を飛行中

の米国偵察機 Ep3 に対して、ロシア製のベネズエラ戦

闘機スーホイ３０が急接近し、「乗組員と機体を危険に

さらした」と発表した。 

 

事件が起きたのは７月１９日。 

米国政府は「米国は、多くの国から承認された探知。監

視任務をこの地域で日常的に行っている」 

と発表した。 

 

これに対して、マドゥロ政権側の国軍が反論。 

 

パドリーノ・ロペス国防相のサイン入りの抗議文を公表

した。 

 

同文書によると、７月１９日９時５２分に不審な飛行機

を確認。１０時４６分には機体の目的を説明することな

く、ベネズエラ領海に侵入し、国際民間航空機関（ICAO）

の規則違反をした。１１時３３分に米国の偵察機である

ことが判明。領空から出すためにベネズエラ機２機を出

動させ、必要な措置を取ったとしている。 

 

また、同様の違反行為は２０１９年に入ってから７６回

も行われており、ベネズエラの領空権と同地域の空運を

危険にさらしているとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
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「MNOAL 会合 マドゥロ政権を支持」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.319」で紹介した通り、

７月２０日～２１日にかけてベネズエラで非同盟諸国

連合（MNOAL）の会合が開催された。 

 

予想通りだが、同会合でマドゥロ大統領は、米国政府の

帝国主義的な利害でベネズエラは制裁を科され苦しめ

られていると米国政府の制裁を非難。 

 

制裁により金融的な障害が科され３００億ドル超の資

産が奪われたと訴えると同時に MNOAL の加盟国に対

して支援を求めた。 

 

７月２０日 MNOAL は、マドゥロ政権をベネズエラ

の正当な政権であるとのスタンスを発表。１０月の国連

人権委員会のメンバーとしてベネズエラが候補となる

ことを支持する姿勢を示した。 

 

他、憲法規則に準じないベネズエラの政権交代は認めな

いとの姿勢を示し、選挙だけが唯一の憲法に準じた政権

交代とした。 

 

経 済                       

「ロシア政府 脱米国金融システムを提唱」            

 

７月２１日 ベネズエラで開催された MNOAL の会合

にオブザーバーとして出席していたロシアの Serguei 

Riabkov 外務次官は、会合で米国政府が支配する金融シ

ステムからの脱却の必要性を訴えた。 

 

ベネズエラでも起きているように、米国政府は制裁との

名目で金融システムを使用し、国家の安全を脅かしてい

ると主張。 

 

 

 

制裁により経済を意図的に悪化させることで政情を不

安定にさせ、自国の方針に従う政権を発足させようとし

ていると主張した。 

 

このリスクを回避し、自国の主権を確立するために米国

が主導する金融システム以外の決済手段を構築する必

要があると訴えた。 

 

「英国 ベネズエラ産の GOLD を押収」         

 

７月２１日 英国ロンドンのヒースロー空港で重量１

０４キロ、５００万ドル相当の GOLD が押収された。

英国政府は南米の麻薬取引に関連した取引の可能性が

あるとして、調査を開始した。 

 

報道によると、この GOLD は、ケイマン諸島からスイ

スに運ばれようとしていた。また、ケイマン諸島へはベ

ネズエラのプライベート機で運ばれたとしている。 

 

以下は押収された GOLD の写真。 

三角形、円形、ハート形など様々な形に加工されている。 

 

 

（写真）Dolar Today 

“ロンドンで押収されたベネズエラ産とされる GOLD“ 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
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「カラカス不動産 ８万ドルの物件は３万ドル」              

 

長引く経済不況を受けカラカスの不動産市場も下落を

続けている。民間の建設業界は稼働能力の２％程度しか

稼働していないという。 

 

ベネズエラ不動産商工会のカルロス・ゴンサレス代表は、

ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に出演し、カラカス

の不動産事情について語った。 

 

カラカスの不動産は下落の一途をたどっており、一例と

して８万ドルのオフィスが現在は３万ドル以下で売り

に出されていると述べた。 

 

また、不動産取引において決済は１００％ドル建てにな

っており、（契約書上はボリバル建てで記載されていた

としても）現地通貨で決済されることはないとした。 

 

他、不動産購入にあたる融資は事実上ゼロになっており、

現金購入を余儀なくされているとした。 

 

ゴンサレス代表は、現在は不動産を売る時期ではなく買

う時期だと考えていると発言。 

 

不動産の売却を検討している人に対して、売却をするの

はまだ様子見した方が良いと助言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「汚職容疑の元 PDVSA 役員 逃亡したが失敗」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.294」で、０８年～１３年

にかけて PDVSA とのアドバイザリー契約を巡り不正

に４００万ユーロを受け取ったとして当時、在ベネズエ

ラ・スペイン大使を務めていたラウル・モドロ大使の息

子が逮捕されたとの記事を紹介した。 

 

本件に関連して、PDVSA 側の役員として、汚職に関わ

ったファン・カルロス・カブレラ元役員も拘束され、米

国で裁判を受けていた。 

 

カブレラ氏は判決が出るまで国外移動などを禁止され

ながら自由に外出が出来る措置が取られていたが、カブ

レラ氏はプライベート機でスペインに逃亡した。 

 

しかし、スペインのバラハス空港で捕まり、再び米国に

送還された。 

 

７月２２日には逃亡のリスクがあるとして、カブレラ氏

は刑務所に収容されることになるようだ。 

 

以上 

 


