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（写真）大統領府 “１１月１８日 与党・穏健野党と共同声明を発表” 

 

 

２０１９年１１月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「与党・穏健野党 共同声明を発表 

～国会での CNE 役員任命検討を支持～」 

「モンテビデオ・メカニズム会合 

～２０２０年からアルゼンチンも加盟か～」 

「公共サービス劣化を訴える抗議行動実施」 

経 済                     

「Conviasa ２０年からアルゼンチンへの定期便」 

社 会                     

「軍部と麻薬密売者の取引を報道」 

「資金洗浄協力容疑でマイアミの大学教授逮捕」 

２０１９年１１月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 米国の凍結資産３５０万ドル使用を承認」 

「国会与党議員団 国会の無効状態解除を検討」 

「コロンビア １９～２１日まで国境封鎖」 

経 済                    

「PDVSA２０裁判の今後のスケジュール決まる」 

「CENDAS-FVM １０月インフレ率１２．２％」 

社 会                     

「チャカオ市 街頭の電灯が LED ライトに」 

「１４年ぶりに黄熱病発症を確認」 

「国際親善サッカー ベネズエラが日本を下す」 
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２０１９年１１月１８日（月曜）             

政 治                       

「与党・穏健野党 共同声明を発表             

    ～国会での CNE 役員任命検討を支持～」       

 

１１月１８日 与野党交渉を続けているマドゥロ政権

と穏健野党の主要アクターが並び、共同で声明を発表。 

 

全ての政党が２０２０年の国会議員選の実施を望んで

いると発表した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「変革と改善を求める声は平和に必要なものだ。我々は

国会が選挙管理委員会（CNE）役員を任命するプロセス

が進展するよう引き続き努力する。 

 

現在、国民は投票権を行使するために CNE 役員の交代

を望んでいる。状況はゆっくりではあるが、確実に望ま

しい方向に進展している。」 

と発表した。 

 

また、穏健野党側のクラウディオ・フェルミン氏は 

「現在、与野党は外国組織と共に対話を続けている。 

平和と経済回復と外国による不当な介入を拒否する前

提で対話は進んでいる。 

 

ベネズエラの生活環境改善には原油と食料品・医薬品交

換プログラムの実現が不可欠である。マドゥロ大統領は

このプログラムを実行するために数百万バレルの原油

を輸出したと述べている。 

 

ベネズエラ国民間の思想の違いは深刻だが、対話により

解決できると信じている。」 

と述べた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

もちろん、穏健野党の方針を拒絶する野党支持者は多い。 

ツイッターなどソーシャルメディアでは今回の一件に

ついて非難するコメントがあふれている。 

 

（写真）一般人のツイッター投稿文の抜粋 

“マドゥロ大統領と握手する穏健野党代表らを非難” 

 

「モンテビデオ・メカニズム会合                 

  ～２０２０年からアルゼンチンも加盟か～」         

 

１１月１８日 モンテビデオ・メカニズムの加盟国がベ

ネズエラ情勢について意見交換をするために会合を実

施。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１１月１８日～１１月１９日報道         No.３７２   ２０１９年１１月２０日（水曜） 

3 / 7 

 

「ベネズエラで起きている社会問題は両者の対話無し

に解決することはない。 

モンテビデオ・メカニズムはエドガー・サンブラーノ国

会第２副議長が解放されたことを前向きにとらえてい

る。今後は野党側の幹部であるロベルト・マレロ氏が解

放されることを求める。」 

との声明を発表した。 

 

ベネズエラを取り巻く国際グループは大きく分けて３

つ存在する。 

 

１つ目のグループは、米国を中心とするマドゥロ政権を

強く非難するリマグループ（ただし、米国自身はリマグ

ループに加盟していない）。 

同グループは、制裁や国際圧力による政権交代を志向し

ており、基本的にマドゥロ政権との対話には否定的な見

解を示している。 

 

２つ目のグループは、欧州を中心とするコンタクトグル

ープ。 

同グループは、マドゥロ政権を非難する立場を取りグア

イド議長をベネズエラの正当な大統領と認識しつつも、

マドゥロ政権とグアイド政権が対話を通して透明な選

挙を実施し、政権交代をすることを望んでいるグループ。 

 

３つ目のグループは、モンテビデオ・メカニズムと呼ば

れるグループ。 

マドゥロ政権に共感的で、ベネズエラの国内問題はベネ

ズエラ国内で解決するべきとのスタンスを前提として

いる。グアイド政権、マドゥロ政権の両者の対話による

解決を望むグループ。ウルグアイ、メキシコ、カリブ共

同体（CARICOM）などが加盟している。 

 

本稿「与党・穏健野党 共同声明を発表」でフェルミン

氏が述べた「外国組織と共に対話を続けている」の「外

国組織」とは基本的にモンテビデオ・メカニズムを指し

ている。 

 

なお、モンテビデオ・メカニズムはアルゼンチンに対し

て、同グループに加盟するよう呼びかけている。 

１２月から同国の大統領は左派系のアルベルト・フェル

ナンデス氏に交代する。 

 

アルゼンチンは現在リマグループに所属しているが、今

後はモンテビデオ・メカニズムに加わる可能性が高そう

だ。 

 

「公共サービス劣化を訴える抗議行動実施」                  

 

グアイド議長は今週から毎日のように街頭での抗議行

動を行うと宣言している。 

 

１１月１８日には「公共サービスの劣化」を訴えるため

の抗議デモを呼びかけた。 

 

率直に言って参加者は少ない。 

１１月１６日の抗議行動は、かなり動員が出来ていたの

でこの勢いが続けば１９年前半のような盛り上がりも

あるかと思ったが、今の抗議行動が続くようであれば遠

くないうちに収束してしまいそうだ。 

 

なお、１１月１６日の抗議行動では死者はでなかった。 

国際社会が目を光らせる中、マドゥロ政権側も抑圧がマ

イナスに機能することは理解しているようだ。 
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経 済                        

「Conviasa ２０年からアルゼンチンへの定期便」           

 

１１月１８日 ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」

のラモン・ベラスケス代表は、２０２０年１月からアル

ゼンチンへの定期便運航を開始すると発表した。 

 

アルゼンチンの政権交代を受け、政治的な関係の接近も

あり同国への定期運航便を開始するのだろう。 

 

 

（写真）Sumarium 

“アルゼンチンへの定期便を発表するベラスケス社長” 

 

社 会                        

「軍部と麻薬密売者の取引を報道」           

 

野党系メディア「Noticias Caracol」と「Blue Radio」は、

コロンビア検察庁と米国の麻薬取締局（DEA）による共

同調査により、ベネズエラ国軍（特に空軍について言及）

とメキシコ・コロンビアの麻薬密売組織が協力関係にあ

ることは確認したと報じた。 

 

 

 

多くのコロンビア、メキシコの麻薬密売組織の幹部がコ

ロンビアのボゴタのホテルに集まり、米国向けにコカイ

ンを送るための新たなルートについて協議していたと

いう。 

 

この会合は「ハミルトン」というあだ名のメキシコ人が

召集した会で、輸送用の飛行機を手配する役割を担って

いる人物のようだ。 

 

米国の麻薬取締局（DEA）の調査により、飛行機の手配

にはベネズエラ空軍が関わっており、特に「ジノ」と呼

ばれる軍人が関与していることが発覚したと報じた。 

 

ハミルトン氏がジノ氏に２５万ドルを支払い、その後ジ

ノ氏が飛行用の手続きを行っていたという。 

 

麻薬の密売ルートはメキシコから出発。ベネズエラのス

リア州に到着後、コロンビアに移動。そこでコカインを

積み、中米グアテマラに移動したという。 

 

DEA とコロンビア検察直はグアテマラで麻薬密売人を

逮捕。約１トンのコカインが積まれていたという。 

 

拘束された密売人は米国に移送され密売ルートの特定、

その後の資金洗浄手段の特定に協力していると報じた。 

 

「資金洗浄協力容疑でマイアミの大学教授逮捕」                  

 

マンハッタン検察局は、マイアミ大学で麻薬組織研究を

行う Bruce Bagley 教授を、資金洗浄協力の容疑で逮捕

したと発表した。 

 

検察の発表によると、Bagley 教授は２０１７年１１月

に米国で口座を開設し、コロンビア人が所有するスイス

とアラブ首長国連邦の口座から多額の送金を受けてい

たという。 
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受け取った資金のうち１０％は Bagley 教授の手元に残

り、残りの９０％は現金に変えるなどして協力者に渡さ

れていたという。 

 

２０１９年１１月１９日（火曜）             

政 治                       

「国会 米国の凍結資産３５０万ドル使用を承認」        

 

１１月１９日 国会は米国にあるベネズエラ政府資産

３５０万ドルをグアイド政権が使用することを承認し

た。 

 

３５０万ドルは、国会が新設する「紛争特別基金」がマ

ネジメントすることになる。 

 

米国にあるベネズエラ政府資産３５０万ドルの内訳は、

中央銀行の預金が２００万ドル、PDVSA の預金が１５

０万ドルだという。 

 

この資金は、資産を保護するための法的手続きに必要な

支払い、専門家への報酬費に充てるという。 

 

グアイド政権は１０月にPDVSA２０の無効化を求めて

米国で裁判を起こしている。 

この裁判にかかる弁護士費用などを米国にあるベネズ

エラ政府資産で賄うと思われる。 

 

「国会与党議員団 国会の無効状態解除を検討」           

 

国会与党議員団の団長を務めるフランシスコ・トーレア

ルバ議員は記者会見を実施。 

国会が無効状態を解除するために重要な合意に至って

いると述べた。他方、現時点では国会はこれまで通り無

効状態のままだという。 

 

 

 

また、与野党議員が共同で協議している選挙管理委員会

（CNE）役員検討委員会について、与党議員団からは副

委員長を選出、野党議員団からは委員長を選出すること

になったと発表した。 

 

 

（写真）Centro de Noticias Venezuela２４ 

“無効状態の解除を匂わすトーレアルバ議員” 

 

「コロンビア １９～２１日まで国境封鎖」         

 

コロンビアの移民管理局は１１月１９日深夜～１１月

２２日午前５時までコロンビアとベネズエラの国境を

封鎖すると発表した。 

 

理由は１１月２１日に野党支持者がコロンビア国境付

近で抗議デモを行うため。 

 

クリスティアン・クルーガー移民管理局長は、封鎖する

のは陸路・河川など１２ある全てのベネズエラとの検問

書と説明。また、１１月２２日の国境開放後は監視体制

を強化するとしている。 
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この発表を受けて、１９日には封鎖前にコロンビアに移

動しようとするベネズエラ人が大量に国境を渡った。 

 

 

 

経 済                       

「PDVSA２０裁判の今後のスケジュール決まる」            

 

ロイター通信は、野党と PDVSA２０の債権団が裁判を

遅らせることで合意したと発表した。 

 

「MUFG Union Bank」と「Clas America」を窓口とす

る PDVSA２０の債権団と、グアイド政権が任命した

PDVSA 役員は、今後２０２０年２月１０日に会合を行

う予定だという。 

 

 

 

 

 

ただし、米国政府のライセンス（PDVSA２０債権団に

よる CITGO の株式５０．１％の差し押さえを禁止する

内容）期限は２０２０年１月２２日となっている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.361」参照）。 

 

今の雰囲気を見る限り１月２２日の直前にライセンス

が延長されそうではあるが、仮に延長されず失効した場

合、債権団が訴訟の進展を待たず差し押さえを実行でき

るかどうかは不明。 

 

「CENDAS-FVM １０月インフレ率１２．２％」         

 

１１月１９日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、１９年１０月の基礎食料費（５

人家族が通常の食生活を送るのに必要な金額）を発表し

た。 

 

CENDAS-FVM によると、１９年１０月の基礎食料費

は BsS.７５８万５，４０１．９３。先月から１２．２％

増加した。以下は１８年１０月～１９年１０月までの基

礎食料費の推移。 

 

 

7,585,402 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

20
18
年

1
0
月

20
18
年

1
1月

20
18
年

1
2月

2
0
1
9年

1
月

2
0
1
9年

2月

2
0
1
9年

3月

2
0
1
9年

4月

2
0
1
9年

5月

2
0
1
9年

6月

2
0
1
9年

7月

2
0
1
9年

8月

2
0
1
9年

9月

20
19
年

1
0月

基礎食料費 前月比上昇率

グラフ： 基礎食料費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：BsS） （単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
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社 会                       

「チャカオ市 街頭の電灯が LED ライトに」            

 

チャカオ市のグスターボ・ドゥケ市長は、チャカオの街

灯を LED 電球にすると発表した。 

 

「チャカオ市の Ellice 通りの街灯１６０個を復旧させ

る。LED 電球に変えることで街が明るくなり治安が改

善する。また、縁石も塗りなおし、道を清掃する。 

 

この４日間で５００の街灯を復旧させた。今後、チャカ

オにある５，０００の街灯を全て LED にする。」 

とした。 

 

チャカオ市は日本人駐在員の多い地域。治安面からも街

が明るくなることは望ましいことだろう。 

 

「１４年ぶりに黄熱病発症を確認」              

 

１１月１９日 「J.M de Rios 病院」の Huniades Urbina

元病院長は、非公式情報ではあるがベネズエラで黄熱病

が発症したと述べた。 

 

Urbina 元病院長によると、ベネズエラでは過去１４年

間、黄熱病が発症していなかったという。 

 

黄熱病にかかったとされるのはボリビア州のペモン族

の男性。黄熱病は死亡率が高い病気で危険だと述べた。 

 

また、Urbina 元病院長は、保健省は２０１６年から病

気の統計情報などの公表を停止していると訴えた。 

 

 

 

 

 

 

「国際親善サッカー ベネズエラが日本を下す」              

 

１１月１９日 大阪のパナソニックスタジアムで日本

対ベネズエラの国際親善試合が開催された。 

 

サッカー日本代表の FIFA ランキングは２８位。 

ベネズエラ代表は FIFAランキング２６位と日本よりも

順位は高い。 

 

結果は４－１で日本が敗れた。 

 

ベネズエラは野球が有名だが、サッカーも比較的盛んで

現地では比較的大きく報じられている。 

 

 

（写真）ペドロ・インファンテ・スポーツ大臣 

“ベネズエラの勝利を喜ぶインファンテ大臣” 

 

以上 

 


