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（写真）アルベルト・フェルナンデス大統領ツイッター “１２月１０日 アルゼンチン大統領に就任” 

 

 

２０１９年１２月９日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 SAIME 元局長らに制裁」 

「ブルームバーグ候補 マドゥロ政権とも付き合う」 

「フロリダ元外交政策委員長 UNT に移籍」 

経 済                     

「国会 １１月のインフレ率は先月比３５．８％増」 

「マドゥロ政権 拘束していた CITGO 役員解放」 

「１９年の製造業は前年比８２％減 

中期的な投資見通し無し ７０％」 

社 会                     

「ドミ共 ベネズエラ人の入国にビザを要求」 

２０１９年１２月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 CAF 融資の検討委員会発足を承認 

～与野党議員の共同検討会～」 

「２７の政党がグアイド議長の再任を支持 

～急進野党はグアイド議長不支持～」 

「グアイド議長 １２月１７日に臨時国会召集」 

「アルゼンチン フェルナンデス大統領就任 

～マドゥロ政権の参列で米国政府は退席～」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 年金３０ドル支払いを宣言」 

「会計監査総長 CITGO 資産は誰も触れない」 
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２０１９年１２月９日（月曜）             

政 治                       

「米国 SAIME 元局長らに制裁」            

 

１２月９日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、パス

ポート発行手続きで不正に数千ドルを着服したとして

「ベネズエラ出入国管理局（SAIME）」のグスターボ・

アドルフォ・ビスカイノ局長と前任のファン・カルロス・

ドゥガルテ局長を制裁リストに追加した。 

 

OFAC の発表によると、パスポート発行における不正活

動は少なくともドゥガルテ元局長が SAIME 局長に就任

した２０１６年４月から続いていたという。 

 

汚職は１８年６月にビスカイノ局長が就任してからも

続いており、パスポート発行の見返りにテスタフェロ

（資産隠しの協力者）の口座に数千ドルを支払うよう要

求していたという。 

 

「米国大統領選候補 ブルームバーグ氏（民主党）   

       どのような政権とも協力する」         

 

民主党候補として２０２０年１１月の大統領選への出

馬を表明したマイケル・ブルームバーグ氏の選挙対策を

担当するティム・オブライエン氏は、ベネズエラ問題に

ついてのブルームバーグ氏のスタンスを説明した。 

 

オブライエン氏は、 

「ブルームバーグ氏はいかなる政府であっても協調し

て付き合う。 

 

しかし、ブルームバーグ氏は誠実で透明な政府を望んで

いる。また、経済成長、国民の自由、ベネズエラ国民の

民主主義を擁護する政府との取引を望んでいる。」 

 

「ベネズエラ問題については米国の対応が重要になる。

米国大統領はベネズエラ国民を軽蔑ばかりしていては

だめだ。 

 

ベネズエラは危機的な状況にある。米国は新たな姿勢を

示し、ベネズエラを悪夢から解放する必要がある。」 

との見解を示した。 

 

端的に言えば、ブルームバーグ氏は、 

「マドゥロ政権を歓迎しないが、仮にマドゥロ政権が存

続した場合も同政権と付き合う。」 

ということだろう。 

 

なお、１２月１０日 米国の「キニアピック大学」は、

民主党候補者についての世論調査を公表。 

 

支持が多かったのは順に 

バイデン前副大統領で２９％ 

サンダース上院議員が１７％ 

エリザベス・ウォーレン上院議員が１５％ 

インディアナ州サウスベンド市長のピート・ブティジェ

ッジ市長が９％ 

ブルームバーグ氏が５％ 

となっている。 

 

 

（写真）ブルームバーグ氏ツイッター 
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「フロリダ元外交政策委員長 UNT に移籍」         

 

１２月９日 ２０１８年に国会の外交政策委員長を務

めたルイス・フロリダ議員は「新時代党（UNT）」への

移籍を発表した。 

 

フロリダ議員は１８年６月から与野党交渉を進めた。 

穏健的な方針は VP 内でも批判の対象となり、１８年９

月には VP からの離党を発表した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.192」「No.193」参照）。 

 

VP 離党を発表した後、フロリダ議員はコロンビアに亡

命し、独立野党の立場で外国政府関係者らと会合を行い

間接的にベネズエラ問題に関わっていた。 

 

UNT は VP よりも与野党対話に前向きな政党と認識さ

れており、VP よりも UNT の方がフロリダ議員の考え

に近そうだ。 

 

 

（写真）El Nacional ツイッター 

“ルイス・フロリダ議員 UNT へ移籍” 

 

 

 

 

 

経 済                        

「国会 １１月のインフレ率は先月比３５．８％増」           

 

１２月９日 国会の財政委員会は、２０１９年１１月の

インフレ率を発表した。 

 

１１月のインフレ率は先月比３５．８％増。１０月は同

２０．７％増だったので、１０月よりも物価上昇が加速

したことになる。 

 

１９年１月～１１月までの累積インフレ率は５，５１５．

６％増。 

 

１８年１１月～１９年１１月までの１２カ月の累積イ

ンフレ率は１３，４７５．８％増となった。 

 

「マドゥロ政権 拘束していた CITGO 役員解放」         

 

ロイター通信は、１７年１１月にマドゥロ政権に拘束さ

れた CITGO 役員６名が解放され、自宅軟禁措置に切り

替わったと報じた。 

 

今回解放されたのは、ホセ・アンヘル・ペレイラ社長、

トメウ・バデル役員、アリリオ・サンブラノ役員、ホル

ヘ・トレド役員、グスターボ・カルデナス役員、ホセ・

サンブラノ役員。 

 

１７年１１月当時、同役員らを逮捕した理由について、

サアブ検事総長は、CITGO にとって不利な条件で融資

契約を結んだことが逮捕の理由だと説明していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.62」参照）。 

 

拘束された CITGO 役員は全員ベネズエラ国籍を所有

しているが、その中の数人は米国籍も有しており、米国

政府との政治問題にも発展していた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/206edaa9b4eae0ded4050eb8c0e258c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54cf411e461e83823ea852409b0e012e.pdf
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「１９年 製造業の生産は前年比８２％減              

      中期的な投資見通し無し ７０％」                  

 

ベネズエラ人にとってクリスマスは一年で最も重要な

イベントだ。この時期はビジネスが動かなくなることが

一般的。ビジネス関連のニュースは少なくなっている。 

 

１２月９日 「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」

のアダン・セリス代表は１９年第３四半期の加盟企業の

アンケート調査の結果を公表。 

 

製造業の生産が前年同期と比べて８２％減少したとし

ている。また、インタビューを行った企業の９０％が今

後のベネズエラの経済見通しについて悲観的な見方を

していると説明した。 

 

また、企業が直面する問題として「銀行から融資を得ら

れない」と訴えた。 

 

ベネズエラ中央銀行は、並行レートの高騰を阻止し、物

価高騰を抑えるため預金準備率を引き上げた。これまで

以上に銀行が多くの資金を中央銀行に預けなければい

けなくなったので、結果的に融資に回せる資金が減った

ことになる。 

 

預金準備率の引き上げ後には先月比１００％を超えて

いたインフレ率が２０～３０％台にまで下がってはい

るが、融資を得られない問題で企業活動を圧迫する副作

用が起きている。 

 

また、回答企業の７０％が、中期的に新たに投資をする

予定はないと回答している。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ドミ共 ベネズエラ人の入国にビザを要求」           

 

１２月９日 ドミニカ共和国の外務省は、ベネズエラ人

がドミニカ共和国に入国する際には事前にビザの取得

を義務化すると発表した。 

 

ビザの義務化は１２月１６日から有効になる。 

 

また、ビザは領事館を通じて取得手続きが可能。 

 

なお、外交パスポート、公用パスポート、米国ビザ、欧

州地域のビザ、カナダのビザ、英国ビザを保有している

ベネズエラ人は例外的にビザの取得は不要となる。 

 

これでベネズエラ人の入国時にビザ取得を義務化した

国は１０カ国目になるという。 

 

ビザが必要となる１０カ国は以下の通り。 

 

チリ、ペルー、エクアドル、エルサルバドル、トリニダ

ード・トバゴ、ホンジュラス、サンタルシア、グアテマ

ラ、ドミニカ共和国、パナマ。 

 

２０１９年１２月１０日（火曜）             

政 治                        

「国会 CAF 融資の検討委員会発足を承認        

        ～与野党議員の共同検討会～」        

 

１２月１０日 国会は、アンデス開発基金（CAF）の融

資受け入れについて協議する委員会を発足することで

合意した。 
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同委員会は与野党議員による合同委員会となる。 

 

数日前から電力問題を解決するため CAF による融資の

可能性が報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.379」参照）。 

 

金額は少なくとも３．５億ドル。 

スリア州、タチラ州、メリダ州、ララ州、ヌエバ・エス

パルタ州の電力危機に対応するために使用するようだ。 

 

なお、この議論については野党内では異論も多い。融資

はマドゥロ政権側が受けることになり、国会がマドゥロ

政権を認めたことになると考える議員が多いからだ。 

 

第一正義党（PJ）のアビリオ・トロコニス議員は同委員

会の発足を支持する一方で、「この融資はマドゥロ政権

を認めることを意味しない」と主張している。 

 

とは言え、グアイド議長がマドゥロ政権と裏で合意を結

んでいるという非難を裏付けるような動きであり、急進

野党からの更なる非難が予見される。 

 

「２７の政党がグアイド議長の再任支持を表明      

     ～急進野党はグアイド議長不支持～」           

 

１２月１０日 グアイド議長を支持する２７政党が、２

０２０年の国会議長としてグアイド議長が再任するこ

とを支持するとの声明を発表した。 

 

支持を表明した政党は以下の通り。 

 

– Encuentro Ciudadano. 

– Voluntad Popular.（大衆意志党） 

– Acción Democrática.（行動民主党） 

– Un Nuevo Tiempo.（新時代党） 

– Primero Justicia.（第一正義党） 

 

– La Causa R. 

– Copei. 

– Puente. 

– Nuvipa. 

– Unidos Para Venezuela. 

– Movimiento Republicano. 

– Fuerza Liberal. 

– NOE. 

– Moverse. 

– PDUPL. 

– Izquierda Democrática. 

– Parlinve. 

– Tison. 

– Guajira. 

– Ven. 

– Aprisal. 

– MDI. 

– MPD. 

– Bandera Roja. 

– Vanguardia Popular. 

– Otras cuatro organizaciones indígenas. 

 

政党数は多いが、議員がいるのは VP、PJ、AD、UNT、

LCR だけだろう。 

 

とはいえ、この５党に所属する議員が全員グアイド議長

の再任に票を投じれば、過半数は獲得できそうだ。 

 

ただし、与党は野党の票を買収しようとしていると報じ

られており、上記５政党の中からグアイド議長に反旗を

翻す議員が出た場合は過半数を割りかねない。 

 

また、急進野党はグアイド議長の再任を支持しないと発

表。急進野党は「米州相互援助条約（TIAR）」の加盟国

と協力できる議員に票を投じると発表した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
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穏健野党（発展進歩党、Cambiemos など）は誰に投票

するか明らかにしていないが、少なくともグアイド議長

の再任を支持した２７政党の中には入っていない。 

 

「グアイド議長 １２月１７日に臨時国会召集」         

 

１２月１０日 グアイド議長は１２月１７日に臨時国

会を召集した。 

 

通常であれば、国会は１２月１５日に閉会する。 

つまり、１７日は会期が終わっているが、特別に召集さ

れることになる。 

 

臨時国会を召集する理由について、グアイド議長は 

「誰もが知っている通り、ベネズエラは極めて危機的な

状況にある。与党 PSUV の議員さえも認識している通

り、現在ベネズエラは深刻な電力不足に陥っている。 

 

我々はこの問題の解決に取り組む。この問題について話

を進めるため１２月１７日に臨時国会を召集する。」 

と説明した。 

 

また、グアイド議長は同日、２０２０年に国会がどのよ

うな方針を取るかを説明すると報じられている。 

 

「アルゼンチン フェルナンデス大統領就任       

  ～マドゥロ政権の参列で米国政府は退席～」         

 

１２月１０日 アルゼンチンのアルベルト・フェルナン

デス氏が大統領に就任した。 

 

各国大統領がフェルナンデス新大統領の就任式に参列

する中、ベネズエラについては、マドゥロ大統領ではな

く、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相が参列した。 

 

 

 

なお、マクリ政権下のアルゼンチンは反マドゥロ政権国。 

 

先日、TIAR 加盟国の会合でホルヘ・ロドリゲス情報通

信相を制裁リストに加えていたので、本来であればアル

ゼンチンに入国できないことになる（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.378」参照）。 

 

この一件でもフェルナンデス政権の対ベネズエラ方針

を伺うことが出来るだろう。 

 

また、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相の参列はかなり突

然決まったことだったようで、米国から就任式に参列し

たマウリシオ・クレイヴァー財務省顧問は、ロドリゲス

情報通信相の出席を知り、就任式の前に退席したと報じ

られている。 

 

 

（写真）@Gabriel Bastidas 記者ツイッター 

“フェルナンデス新大統領の大統領就任を祝福する 

ロドリゲス情報通信相” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
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経 済                       

「マドゥロ大統領 年金３０ドル支払いを宣言」            

 

１２月１０日 マドゥロ大統領は、ボーナスとして年金

受給者、軍人、公務員に対して０．５ペトロを支給する

と発表した。 

 

１ペトロはベネズエラ産原油の価格と同等としている。 

 

従って、現在であれば０．５ペトロは２６～８ドル前後

になるが、マドゥロ大統領は３０ドルに相当すると説明

している。 

 

現在、両替テーブルの平均為替レートは１ドル BsS.４

４，６１０となっている。 

 

従って、３０ドルは BsS.１３３万８，３００ということ

になる。この発言通りにボーナスが支給されれば、貧困

層にとっては、それなりに大きな金額と言える。 

 

このボーナスは、来週中に支給すると発表している。 

 

「会計監査総長 CITGO 資産は誰も触れない」         

 

グアイド政権に会計監査総長に任命されたイグナシオ・

エルナンデス氏は、OFAC が CITGO に対して発動し

た制裁について疑問点を確認したと説明。 

 

自身のツイッターで 

「OFAC が制裁を科したことにより、いかなる債権者も

CITGO の資産を差し押さえることは出来ず、類似の理

由から行われるいかなる法的措置を進めることも出来

ない。」 

と投稿した。 

 

 

 

カナダの金開発会社「Crystallex」は、CITGO の資産を

差し押さえることを裁判で認められているが、その手続

きを進めることも難しくなっている。 

 

グアイド政権とマドゥロ政権の膠着状態が続く限り、あ

るいはトランプ政権が続く限り、この状況が動くのは難

しいのかもしれない。 

 

以上 

 


