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（写真）国家情報通信センター（国会） “１１月２６日 ベネズエラで外国議員団がグアイド議長と会合” 

 

 

２０１９年１１月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権の抗議行動参加者伸び悩み 

～野党の方針修正を求める報道増える～」 

「穏健野党 欧州で議員と会合 

～急進野党 穏健野党と会談した議員を非難～」 

経 済                     

「ボリバル州の金鉱山で紛争 ８名死亡 

～国会 違法採掘の横行を非難～」 

「Consecomercio 代表 対話の必要性を説く」 

「Consultores２１ 今は何でも買えるが高すぎる」 

「小米科技 ベネズエラで事業開始」 

２０１９年１１月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「外国議員団 グアイド政権支持確認」 

「１２月３日 TIAR会合実施 

～各国抗議行動へのマドゥロ政権関与を議論～」 

「トランプ大統領の個人弁護士 

ベネズエラの汚職容疑者を擁護」 

経 済                    

「中国 １０月のベネズエラ原油輸入はゼロ」 

「外貨建ての領収書は発行してよいか？」 

「大規模資産税の納税期限 １１月末まで」 

「米国 ベネズエラ支援でキューバ会社に制裁」 
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２０１９年１１月２５日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権の抗議行動参加者伸び悩み        

  ～野党の方針の修正を求める報道増える～」       

 

先週に続き、グアイド議長は今週も街頭での抗議行動を

呼びかけている。 

 

１１月１６日（土曜）には大勢の参加者が動員できたが、

１１月１８日の週の抗議行動はそこまで盛り上がらな

かった。 

 

そして、１１月２５日の抗議行動も盛り上がりに欠け、

規模は縮小する気配を見せている。 

 

今週に入り、メディアで現在のグアイド議長の方針では

政権交代を目指せないとする意見が増えてきたように

思える。 

 

１１月２５日 世論調査会社「Delphos」は、直近行っ

たアンケート調査の結果を公表した。 

 

同調査によると、「グアイド議長を支持する」と回答し

た人は回答者全体の４５％。１９年１月に同様の調査を

行った際には６５％だったので２０％減少したと報じ

た。 

 

Delphos のフェリックス・セイハ代表は、 

「国民は自分たちが何処で止まっているのか分かって

いない。また、今後どこに向かおうとしているのかも分

かっていない。今のベネズエラ情勢の中で、自分たちが

どのような役割を求められているのかも分からない。 

 

１２月のクリスマス期に入る。この時期、人々は日常の

問題から解放されたがるので、抗議行動を盛り上がらせ

るのは容易ではない。 

ベネズエラでは今でも散発的に抗議行動は起きている。

現状に抗議したい気持ちは誰もが持っている。 

 

しかし、抗議行動に参加する人が伸び悩んでいるのは目

的が分からないからだ。大事なことは抗議行動の最終目

的を国民に認識させることだ。もちろん、その最終目的

は政権交代だ。」 

との見解を述べた。 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表も

同様の見解を示し、 

「抗議行動を活性化させるには具体的な目的が必要だ。

抗議行動に参加するコスト（時間・負傷するリスクなど）

にふさわしいメリットを感じなければ支持者は抗議行

動に参加しない。」 

と述べた。 

 

「穏健野党 欧州で議員と会合             

 ～急進野党 穏健野党と会談した議員を非難～」         

 

マドゥロ政権と対話を行っている穏健野党には国内外

から非難が起きている。 

 

１１月２６日 穏健野党と与党の対話グループが欧州

連合を訪問し、欧州連合の議員らに対して、対話の進捗、

政治犯を解放した成果などを説明した。 

 

この会合の前日の１１月２５日 （穏健野党を非難する）

主要野党に属するフリオ・ボルヘス元幹事長は、EU 議

員に対して与党・穏健野党グループはベネズエラを代表

するグループではないので、同グループと会談をしない

よう要請。 

 

また、急進野党に属する人権活動家タマラ・スジュ氏は、

会合後に同グループと会合を持った EU 議員団を非難

した。 
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（写真）トーレアルバ与党議員団長ツイッター 

“穏健野党ベルトゥッシ牧師らと写真撮影” 

 

経 済                        

「ボリバル州の金鉱山で紛争 ８名死亡          

      ～国会 違法採掘の横行を非難～」           

 

ブラジルと国境を接するボリバル州の金鉱山で虐殺が

起きたと報じられている。 

 

事件が起きたのは１１月２２日の夜。 

金鉱山があるボリバル州の Ikabaruと呼ばれる先住民集

落で起きたようだ。 

 

先住民によると、黒い服を着た武装集団が集落に入り発

砲を始めたという。この事件で先住民や、人権団体「Foro 

Penal」の現地活動家らが殺害された。 

 

地元の人権活動家曰く、軍部とマフィア集団が金鉱山の

コントロールを巡り衝突したという。また、少なくとも

８名が殺されたとしている。 

 

今回の一件を受け、１１月２６日に国会で本件について

議論。 

 

 

 

アンヘル・メディナ議員は、これまでにボリバル州では

金鉱山のコントロールを巡り４０名が死亡したと述べ

た。また、マドゥロ政権がマフィア集団と協力関係にあ

ると非難。今回の事件もマドゥロ政権側に責任があると

した。 

 

「Consecomercio 代表 対話の必要性を説く」         

 

ベネズエラ商業団体（Consecomercio）のフェリペ・カ

ポソーロ代表は、ラジオ局「Union Radio」の番組に出

演。 

 

「ベネズエラは、更に一年ハイパーインフレや経済停滞

に苦しむことはできない。政治家は２０２０年に平和な

環境を築くよう合意を結び、少なくとも経済成長率が前

年比０％の水準まで持ってこなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

フェリペ・カポソーロ代表は、最近代表に就任した人物。 

 

Consecomercio のような民間経済団体の代表は基本的

にマドゥロ政権を非難する立場にあり、与党との対話に

は否定的な見解を示すことが多い。そのため、与野党間

の合意を求めることは珍しい。 

 

 

（写真）Maduradas 

“フェリペ・カポソーロ Consecomercio 代表” 
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「Consultores２１ 今は何でも買えるが高すぎる」                  

 

世論調査会社「Consultores２１」は現在のベネズエラ市

場についてレポートを公表。 

 

同社が２０１６年に行った調査では多くの回答者が生

活に必要な商品を買えないと回答していた。しかし、現

在は状況が変わりつつあるようだ。 

 

右の図はベネズエラの食品購入に関するアンケート。 

 

上の折れ線グラフの黄色の線は「商品が見つからない」

との回答。 

 

赤色の線が「商品はあるが、高すぎて買えない」との回

答。 

 

１６年第４四半期の調査では、７３％の回答者が「商品

が見つからない」と回答していたが、現在その割合は変

わり、「商品が見つからない」との回答は２７％まで下

落。 

 

一方で「商品はあるが、高すぎて買えない」との回答が、

６７％まで上昇している。 

 

また、地域によっても状況は異なる。 

アプレ州、グアリコ州地域（「ロス・ジャノス地区」）で

行った調査によると、現在８３％の回答者は「商品はあ

るが、高すぎて買えない」との問題を抱えているという。 

 

また、ファルコン州、ララ州、ポルトゥゲサ州地域（「オ

クシデンタル地区））で行った調査では７８％が同様の

回答をしている。 

 

 

 

 

カラカス（カピタル）、アンデス地区など他の地域でも

６０％程度は同様の回答をしている。 

 

総じていうと、ベネズエラには１６年当時よりも基礎生

活品は店に並んでいるが、多くの人が高すぎて買えない

という問題を抱えている。 

 

 

（写真）Venepressが Consultores２１の調査を加工 

 

「小米科技 ベネズエラで事業開始」                  

 

中国の総合家電メーカー「Xiaomi（小米科技）」が、カ

ラボボ州バレンシアにベネズエラ本社を開設した。 

 

「Xiaomi（小米科技）」の会社設立イベントでは、同社

の商品が近年ベネズエラで急速に受け入れられている

と説明していた。 
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また、同社の商品として、携帯電話機器、ステレオ、電

動歯ブラシなどが展示されていたという。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

２０１９年１１月２６日（火曜）             

政 治                       

「外国議員団 グアイド政権支持確認」        

 

１１月２６日 ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国の議員

がベネズエラ国会に集まりグアイド議長らと会談した。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

 

 

同議員団は「ベネズエラの民主主義と自由のための世界

議員団」というようだ。 

 

スペイン（４名）、イタリア（２名）、スイス（１名）、コ

スタリカ（３名）、アルゼンチン（１名）、ニカラグア（１

名）の議員がベネズエラを訪問し、グアイド議長率いる

野党国会への連帯を表明した。 

 

ただし、国会では与党議員団が訪問した外国の議員らに

対して「ファシスト！」「米国の奴隷！」など罵声を浴

びせていたと報じられている。 

 

なお、マドゥロ政権はグアイド派に与する外国政治家の

入国を拒否する事件などが過去に何度かあったが、今回

は外国の野党支持議員団を受け入れている。 

 

外国の目があるためか、以前より野党に対して柔軟に対

応しているように見える。 

 

「１２月３日 TIAR 会合実施             

 ～各国抗議行動へのマドゥロ政権関与を議論～」           

 

グアイド議長は、１２月３日に「米州相互援助条約

（TIAR）」の加盟国がベネズエラ情勢について議論する

と発表した。 

 

最近、南米ではエクアドル、チリ、コロンビアなど様々

な国で抗議行動が起きている。 

 

各国政府はマドゥロ政権が抗議行動を裏で操っている

と非難しており、TIAR の会合ではマドゥロ政権と各国

で起きている抗議行動の関係についても議論されると

報じられている。 
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「トランプ大統領の個人弁護士               

       ベネズエラの汚職容疑者を擁護」         

 

米国紙「ワシントンポスト」は、トランプ大統領が個人

的に頼っている Rudy Giuliani 弁護士が、汚職容疑をか

けられているベネズエラ人企業家アレハンドロ・ベタン

コート・ロペス氏を弁護し、米国国務省に対してベタン

コート氏に制裁を科さないよう働きかけていたと報じ

た。 

 

ベタンコート氏は「Derwick」という会社で PDVSA と

の契約を受注し、不当な利益を得ていたと言われている。 

 

「ワシントンポスト」によると、Giuliani弁護士は今年

８月、ベタンコート氏と会うためスペインへ行き、その

後ベタンコート氏の弁護人になり、米国司法当局や国務

省に対してベタンコート氏は制裁対象ではないと訴え

ていたようだ。 

 

Giuliani弁護士は、トランプ大統領の弁護士的な役割を

果たしていた当時から外国人からの弁護依頼を受けて

いたという。 

 

Giuliani弁護士曰く、トランプ大統領へのアドバイスは

支払いを受け取っていないので、外国人の弁護依頼を引

き受けることは職権乱用に当たらないとしていた。 

 

ベタンコート氏は現時点では制裁対象になっていない

が、マイアミの新聞「The Miami Heraldo」は、ベタン

コート氏はかなり重要なマドゥロ政権との汚職関係者

だと報じている。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「中国 １０月のベネズエラ原油輸入はゼロ」            

 

中国の貿易統計によると、中国は１０月にベネズエラか

ら全く原油を輸入しなかった。 

 

「S＆P Global Platts」によると、中国がベネズエラから

原油を購入しなかったのは２０１０年１０月以来だと

いう。 

 

また、ベネズエラからの原油輸入が停止した一方でサウ

ジアラビアからの原油輸入が７９％上昇した。 

 

１９年８月「CNPC」は、米国の制裁を回避するためベ

ネズエラから原油を購入することを停止したと報じら

れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.332」参照）。 

 

「外貨建ての領収書は発行してよいか？」         

 

インフレ、ボリバル札不足などを理由にベネズエラ経済

のドル化が進んでいるのはこれまで紹介してきた通り。 

 

ドル取引が拡大する一方で、店側はドル建ての領収書を

発行してよいのかなど法律面でも疑問点は多い。 

 

また、領収書が存在しないことで売り上げが計上されな

いのでベネズエラ政府側としては税金を徴収できない

という問題点もある。 

 

報道によると、ドル取引をする店舗では「受渡書」のよ

うな、商品の受け渡しが完了したことを証明する書類を

渡すこともあるようだ。 

 

本件について、レオナルド・パラシオ弁護士は、ドル建

ての領収書を作成することは法律的に問題ないとコメ

ントしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86840f170bac685952e072ebfc920eb3.pdf
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パラシオ弁護士曰く 

「為替協定１号で外貨管理制度は柔軟化されたため、ド

ル建ての領収書を発行することに障害は存在しない。 

 

店舗は合法的にドル建てで商品を売ることが出来る。 

そして、ドルの売り上げをベネズエラ中央銀行が公表す

る為替レートでボリバルに換算することが出来る。」 

と回答した。 

 

「大規模資産税の納税期限 １１月末まで」              

 

１１月２６日 徴税当局（SENIAT）のアレハンドロ・

マチャド役員は、ラジオ局「Union Radio」の番組に出

演し、１１月末までに大規模資産税を支払わなければい

けないと説明した。 

 

大規模資産税は１９年 7 月に成立した税制度（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.316」参照）。 

 

８月に改訂され、現在は１．５億UT（１UT＝BsS.５０

なので、BsS.７５億）以上の資産を持つ法人・個人は総

資産の０．２５％を支払うことになっている。 

 

マ チ ャ ド 氏 に よ る と 、 支 払 い は 国 営 銀 行

「Bancobicentenario」「Banco del Tesoro」「Banco de 

Venezuela」のいずれかで支払うことになっているよう

だ。 

 

「米国 ベネズエラ支援でキューバ会社に制裁」              

 

１１月２６日  米国政府はキューバの国営会社

「Corporacion Panamericana」に対して、マドゥロ政権

の支援を理由に制裁を科した。 

 

 

 

 

米国財務省は今回の制裁について 

「キューバは、ベネズエラに民主主義をもたらすことを

妨げる役割を果たしている。財務当局は引き続きベネズ

エラの違法政権に資金が流れることを妨げる。」 

と発表している。 

 

米国は、同様の理由からキューバの国営会社

「Cubametal」に制裁を科したが、「Cubametal」は米国

の制裁を回避する目的で「Corporacion Panamericana」

を利用していると指摘している。 

 

以上 

 

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

