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（写真）グアイド議長ツイッター “TIAR 加盟を承認（サンブラーノ国会第１副議長の席は空席）” 

 

 

２０１９年７月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「パナマ コンタクトグループに加入」 

「情報通信相 米国の諜報活動を非難」 

「制憲議長 大統領選の実施を否定 

～制憲議会に最終的な権限あり～」 

「バドゥエル将軍家族 ガラス越しに面会」 

経 済                     

「Torino ロドリゲス氏 制裁責任の所在を説明」 

社 会                     

「全国的な大停電 １９年に入り５回目 

～電磁波攻撃？or オペレーションの問題？～」 

２０１９年７月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 政治集会で TIAR 加盟を承認 

～７月２６日に反政府デモを呼びかけ～」 

「米国下院 ベネズエラ人の特別滞在ビザ不承認」 

「リマグループ テスタフェロ捜査で合意」 

経 済                    

「制裁ライセンスの延長で米国見解割れる 

国務長官は延長賛成、大統領補佐官は反対」 

「IMF ベネズエラの GDP 成長率△３５％」 

社 会                     

「停電 ほぼ全域で復旧？」 
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２０１９年７月２２日（月曜）             

政 治                       

「パナマ コンタクトグループに加入」        

 

７月２２日 コンタクトグループは、「パナマ政府が同

グループに加盟した」と発表した。 

 

コンタクトグループは欧州連合が主導する国際グルー

プで、ベネズエラ問題について対話での解決を求める方

針を取っている。 

 

これまでパナマは、米国の影響を強く受けたリマグルー

プに加盟していた。リマグループは圧力によりマドゥロ

政権を倒壊させる方針を示しており、マドゥロ政権と強

く対立している。 

 

従って、今回の所属グループの移籍はパナマ政府がベネ

ズエラ問題に対して、穏健な方針に傾いたことを意味す

る。 

 

今回の方針転換の理由は大統領の交代だろう。 

 

１９年５月にパナマでは大統領選が行われ野党、民主革

命党（PRD）のラウレンティノ・コルティソ氏（元農牧

開発相）が当選した。 

 

PRD は中道左派政党。マドゥロ政権を非難する立場に

あるものの、ファン・バレラ前大統領よりもマドゥロ政

権と対立をしないと考えられていた。 

 

パナマがコンタクトグループに加盟したことで、同グル

ープの構成国は、ボリビア、コスタリカ、エクアドル、

フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、パナマ、ポル

トガル、スペイン、スイス、英国、ウルグアイの１３カ

国になる。また、欧州連合（EU）も同組織に所属してい

る。 

「情報通信相 米国の諜報活動を非難」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.320」で米国偵察機が

ベネズエラ領域近隣を走行中にベネズエラ軍の軍用機

が接近したとの報道を紹介した。 

 

米国側は近隣国に認められた空域で活動していると主

張。ベネズエラ側は自国領空に侵入し、飛行の通知もさ

れず国際法違反を訴えている。 

 

７月２２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は本件につ

いてベネズエラ政府のスタンスを説明。 

 

２０１９年に入り、米国偵察機はベネズエラ空域に７８

回侵入したと訴えた。また、米国軍による領空侵犯は前

年と比べて１６７％増えたと補足した。 

 

また、米国軍がベネズエラの電力インフラ、通信システ

ムなどの情報を集めていると訴えた。 

 

「制憲議長 大統領選の実施を否定           

      ～制憲議会に最終的な権限あり～」                  

 

７月２２日 カベジョ制憲議長は、与党 PSUV の副党

首として記者会見を開き「９０日以内に大統領選挙が実

施される可能性はない」と言及した。 

 

「勝手に大統領就任を宣言した人は、対話を非難しなが

ら対話をしている。国民に嘘をついているのは我々では

なく、彼らだ。 

 

大統領選挙が９０日以内に実施される可能性はない。ベ

ネズエラの大統領選は２０１８年に終わった。２０２０

年に実施される選挙は国会議員選だけだ。これはハッキ

リしている。」 

と発言した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52f362b56bcb96831bb2bb0b4d940d25.pdf
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また、「大統領選を実施するには制憲議会の承認が必要

だが、制憲議会が承認することはない。」 

と発言している。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.319」では、与野党交渉の

模索について、前進か暗礁乗り上げかで情報が錯綜して

いた。カベジョ制憲議長の発言をそのまま受け取るので

あれば、対話は暗礁に乗り上げそうな雰囲気だ。 

 

「バドゥエル将軍家族 ガラス越しに面会」                  

 

ラウル・イサイアス・バドゥエル将軍という人物がいる。 

２００６年～０８年までチャベス政権下で国防相を務

めたが、途中でチャベス政権に反旗を翻し、２００９年

に汚職容疑で逮捕されている。 

２０１５年８月に自宅軟禁措置に切り替えられたが、２

０１７年１月に再び刑務所に収容されている。 

 

7 月２１日にバドゥエル将軍の娘がバドゥエル将軍と

国軍本部で面会が出来たと発表した。 

 

 

 

ただし、ガラス越しにマイクを通じて話しただけだと訴

えた。また、バドゥエル将軍は窓がない収容施設に隔離

されており、聖書など本を読むことも許されていないと

マドゥロ政権の非人道的な対応を訴えた。 

 

 

 

経 済                        

「Torino ロドリゲス氏 制裁責任の所在を説明」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.318」で投資銀行「Torino 

Capital」のフランシスコ・ロドリゲス氏とグアイド政権

側が任命した米州開発銀行（BID）代表のリカルドハウ

スマン氏との米国の経済制裁を巡る議論について紹介

した。 

 

ロドリゲス氏は、米国の経済制裁はベネズエラにマイナ

スの影響を与えていると訴え、ハウスマン氏は米国の経

済制裁はベネズエラの危機に影響を与えていないと主

張している。 

 

客観的に見ればロドリゲス氏の主張は妥当なものだが、

このような主張をすると曲解する人が非難を始めるの

が現実だ。ロドリゲス氏についても制裁を擁護する一部

の野党支持者から強い非難を浴びている。 

 

これを受けてロドリゲス氏は改めて主張を説明。 

「制裁に関して、多くの人が“責任の所在が誰にあるか”

と“制裁の影響”を混同して考えている。 

 

制裁はベネズエラ経済にマイナスの影響を与えている。

しかし、危機の責任は唯一マドゥロ政権にある。 

我々の権利をマドゥロ政権が侵害したことが制裁を引

き起こした。」 

と自身のツイッターに投稿した。 

 

この投稿をすることで自身の主張を崩さず、ソーシャル

メディアによる攻撃を抑えようとしたと思われる。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c7551bac156f4be3c502a62f97fd1f8e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03ff6a5d17e6816839c3cdbd1c1017eb.pdf
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社 会                        

「全国的な大停電 １９年に入り５回目          

 ～電磁波攻撃？or オペレーションの問題？～」           

 

７月２２日のメディアはこの報道で一色だった。 

 

７月２２日の午後４時４０分から全国的な大停電が起

き、停電は翌２３日まで続いた。 

 

２０１９年に入り、今回で大停電は５回目。 

１回目は３月７日～１２日まで。２回目は３月末、その

後は６月１８日、７月１４日～１５日にも大規模停電が

起きている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は「電磁波攻撃を受けた」

と訴えているが、専門家や Corpolec 関係者は施設のメ

ンテナンス不足と発電所の発電可能容量を超える電力

需要があったためと説明している。 

 

なお、本稿「情報通信相 米国の諜報活動を非難」で紹

介した通り、今回の停電が起きる前に米国政府がベネズ

エラの電力インフラ or 通信システムをチェックしてい

ると訴えていた。 

 

もしかすると、今回の停電はマドゥロ政権の自作自演と

いう説もあり得るかもしれない。 

 

翌７月２３日にはグアイド議長が「重大な発表をする」

と宣言し、支持者に動員を呼びかけていた。その動きを

阻害するために停電を起し、動員を妨げたというのは考

えすぎだろうか。 

 

結果的に２２日に起きた停電により、２３日は電車など

交通インフラが停止し、動員に影響を与えたことだろう。 

 

 

 

２０１９年７月２３日（火曜）             

政 治                       

「国会 政治集会で TIAR 加盟を承認         

   ～７月２６日に反政府デモを呼びかけ～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.320」で紹介した通り、

グアイド議長は７月２３日の政治集会で重大発表をす

ると宣言していた。 

 

与野党交渉について発表があるとの観測もあったが、発

表内容は米州相互援助条約（TIAR）の第２セッション

の承認だった。 

第２セッションが承認されたことにより国会の可決プ

ロセスが完了する。あとは、TIAR 加盟国がベネズエラ

の加盟国入りを承認すれば、ベネズエラが TIAR に加盟

したことになる。 

 

今回の TIAR 加盟に関する筆者の所感については「ウィ

ークリー・レポート No.107」を参照されたい。 

 

また、同日、グアイド議長は「TIAR 加盟はベネズエラ

危機を解決する魔法ではない。」とベネズエラ危機を短

期的に解決するためのものではないと説明。ベネズエラ

の問題を解決するには国民の行動が必要だと訴え、７月

２６日にも政治集会を実施すると宣言した。 

 

 

（写真）El Estimulo 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52f362b56bcb96831bb2bb0b4d940d25.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d682f8ff9d5fd6ca74c2c4752bbfc88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d682f8ff9d5fd6ca74c2c4752bbfc88.pdf
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「米国下院 ベネズエラ人の特別滞在ビザ不承認」           

 

７月２３日 米国下院議会で、ベネズエラ人の一時保護

資格を認めるかどうかを巡り投票が行われたが、共和党

議員の反対により否決された。 

 

一時保護資格とは、天災・政治経済問題などで自分の国

で暮らすことが出来ない外国人に対して特別な救済措

置を講じるもの。 

 

ベネズエラ人への一時保護資格を提案したのは民主党

の Darren Soto 議員、D-Kissimmee 議員、Mario Diaz-

Balart 議員など。 

 

法案の承認には３分の２の賛成が必要。 

民主党議員２３０名の賛成に加えて、共和党議員５５名

の賛成が必要だったが、共和党議員の賛成票は３７票に

とどまり否決された。 

 

共和党はトランプ政権の所属政党で移民受け入れに消

極的な方針を示している。 

 

制裁を通じてベネズエラ問題をこれだけ深化させ、近隣

国に数百万人の移民を受け入れされておきながら自国

ではベネズエラ人の受け入れに消極的というのは矛盾

していると思うが、これがトランプ政権なのだろう。 

 

「リマグループ テスタフェロ捜査で合意」         

 

７月２３日 アルゼンチンでリマグループの会合が開

催された。会合後にアルゼンチン、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュ

ラス、パラグアイ、ペルー、ベネズエラ（グアイド政権）

は連名で声明文を発表した。 

 

 

 

要点は以下の通り。 

 

１．改めてグアイド議長をベネズエラの暫定大統領であ

ると認識する。 

 

２．非合法なマドゥロ政権の組織的で非人道的な政権運

営を非難する。 

 

３．国連人権高等弁務官事務所が作成した報告書を国際

司法裁判所に提出し、問題の対応を求める。 

 

４．非合法なマドゥロ政権が国連人権委員会のメンバー

に加わることを拒絶する。 

 

５．友好国と協力し、マドゥロ政権を支援するテスタフ

ェロ（資金隠しの協力者）を捜査し、マドゥロ政権

幹部による汚職を撲滅する。 

 

６．グアイド政権が目指す透明な自由選挙を実施するよ

う求め、仮に合意に至らない場合は違法なマドゥロ

政権に圧力をかけるための制裁を検討する。 

 

１～４は従来の方針を改めて示した印象だが、５の「テ

スタフェロ（資金隠し協力者）の捜査を行い、マドゥロ

政権の汚職を撲滅する」というのはこれまでになかった

宣言だろう。 

 

また、６．の制裁発動について、コロンビアが今回の会

合でリマグループ加盟国に対してマドゥロ政権への制

裁を呼びかけると報じられていた。その内容が盛り込ま

れたということになる。 
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経 済                        

「制裁ライセンスの延長で米国見解割れる       

  国務長官は延長賛成、大統領補佐官は反対」           

 

ロイター通信は、シェブロンへの制裁ライセンス延長を

巡りホワイトハウス内で意見が割れていると報じた。 

 

ポンペオ国務長官は石油セクターの「 Sentry 

International」の社長を経験したこともある人物で、シ

ェブロンがベネズエラに権益を維持しておくことは、政

権交代時にベネズエラを速やかに復興することに資す

ると考えており、ライセンスの更新に賛成している。 

 

他方、ボルトン大統領補佐官はシェブロンのライセンス

が更新されることで制裁が異議を失いマドゥロ政権が

長期化する恐れがあると指摘しており、ライセンス更新

に反対しているという。 

 

シェブロンのライセンスが更新されなければ、ベネズエ

ラ政府はシェブロンが保有している株式を接収し、中国

やロシアに売却すると考えられている。 

 

仮に中露の手に渡ってしまうと、中露がマドゥロ政権を

擁護する理由になってしまい政権交代がより困難にな

る懸念もある。また、政権交代後に米国がベネズエラで

活動することの障害になると考えられる。 

 

米国政府が発行したライセンスの期限は７月２７日。 

ライセンス期限まで２日しか残っていない。 

 

なお、７月２３日に国会は米国の制裁ライセンスが切れ

た後もシェブロンの権益はシェブロンが留保するとの

決定を下している。 

 

 

 

 

「IMF ベネズエラの GDP 成長率△３５％」         

 

国際通貨基金（IMF）は、ベネズエラの２０１９年の経

済成長率を前年比マイナス３５％と予想した。 

 

１９年４月時点では前年比マイナス２５％と予想して

いたが、そこから更に下方修正したことになる。 

 

IMF のラテンアメリカ担当リサーチャーは 

「ベネズエラの深刻な人道危機、経済崩壊は引き続き悪

化している。この状況を踏まえてベネズエラの GDP 成

長率を前年比マイナス３５％に下方修正する。２０２０

年の経済見通しについては今のところ変更はしない。」 

と発表した。 

 

社 会                        

「停電 ほぼ全域で復旧」               

 

７月２２日に起きた大規模停電を受けてマドゥロ政権

は民間企業、教育機関などに対して、２３日を休日にす

ると発表した。 

 

カラカス地下鉄は終日運休し、代わりに臨時バスが運行

したようだ。 

 

２３日午後になっても全国２４州中１６州は停電が続

いた。特にスリア州、タチラ州、カラボボ州、トゥルヒ

ージョ州、メリダ州などの停電が深刻と報じられている。 

 

２３日の夜に、フレディ・ブリト―電気エネルギー相は

「ほぼ全域で電力が復旧した」とツイッターに投稿した

が、まだ電力が来ていない地域もあるようだ。 

 

以上 

 


