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（写真）大統領府 “７月１３日 ロドリゲス情報通信相 グアイド議長のボディーガード２名拘束を発表” 

 

 

２０１９年７月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロとカベジョは仲が良い？ 

～元 SEBIN 長官とミランダ州知事の発言～」 

「国会 １０日以内に TIAR 加盟を承認」 

「米国エイブラムス担当官 対話について意見」 

経 済                     

「アイサミ経済担当副大統領 

自動車セクターで中国・ロシアと協力」 

「マラカイボで Tony Gas 社の工場爆発」 

社 会                     

「アルーバ政府 ベネズエラとの交通を再開」 

2019 年 7 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長のボディーガード２名拘束 

～国軍の武器密売に関与？～」 

「７月１５日に与野党交渉の模索を再開」 

「ベネズエラ共産党 マドゥロ支持を撤回」 

「米国 マドゥロ政権の国連からの脱退を計画？」 

経 済                    

「PDVSA 在庫をねん出して債務を返済」 

「カラボボ工業地帯 平均稼働率は１８～２０％」 

社 会                     

「西 ベネズエラ人を７６２３人受け入れ」 
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２０１９年７月１２日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロとカベジョは仲が良い？          

  ～元 SEBIN 長官とミランダ州知事の発言～」       

 

マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長は仲が悪いという

のが一般的な認識となっている。 

 

この点について意外な情報があったので参考までに紹

介したい。 

 

４月３０日の「自由オペレーション」の際にマドゥロ政

権を離反したクリストファー元 SEBIN 長官は米国のテ

レビのインタビュー番組に出演。 

 

政府の内情や拷問の有無、４月３０日に誰がマドゥロ政

権を離反しようとしていたのかについて語った。 

 

４月３０日の自由オペレーションについては「ウィーク

リーレポート No.96」で紹介した内容と大きく変わらな

いので割愛したい。 

 

また、拷問については自身が SEBIN 長官に就任してか

らは拷問を命じたことはないと釈明した。なお、クリス

トファー元 SEBIN 長官以外の人物が拷問を指示した可

能性については否定しなかった。 

 

また、与党の内情に関して、クリストファー元 SEBIN

長官は、 

「マドゥロは困ったことがあるとカベジョに助けを求

める。」とコメント。 

マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長との関係は良好と

認識していることが意外だった。 

 

 

 

本件とは別に、マドゥロ大統領の後任候補として有力視

されているエクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事は、

自身が大統領選に出馬する可能性について聞かれると 

「私はその議論には興味がない。これは野党の情報戦略

だ。彼らは与党を分断しようとしている。与党はマドゥ

ロ大統領を中心に一丸となっている。」 

と説明した。 

 

また、この回答に関連して 

「野党は他にも様々な偽情報を流して国民を扇動して

いる。マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長の仲が悪いと

いうのもその一つだ。」 

と説明した。 

 

与党内部にいるロドリゲス知事が上記の発言をするこ

とは違和感がないが、マドゥロ政権を離反した元

SEBIN 長官も同様の認識をしていることは興味深い。 

 

「国会 １０日以内に TIAR 加盟を承認」         

 

７月１２日 グアイド議長は、１０日以内に国会で米州

相互援助協定（TIAR）加盟に向けた第２セッションを

行うと発表した。 

 

憲法の規定によると、国会では法案が承認されるまでに

第１セッションと第２セッションを経る必要がある。 

第２セッションで承認されると国会での承認プロセス

は終了する。 

 

国会を通過した法案は大統領が署名することで、官報で

公布され、正式に発効することになる。 

 

なお、大統領は国会を通過した法案が違憲であるとの疑

念がある場合、最高裁判所に合憲性を確認することが出

来る。最高裁が違憲だと認定すれば同法案は棄却されて

しまう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
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野党側としては現在の大統領はグアイド議長なので、国

会で通過した法案はグアイド議長自身が署名すること

になる。 

 

TIAR加盟に関する第２セッションが国会で承認されれ

ば、野党側（米国政府も）としてはベネズエラが TIAR

に加盟したと認識することになるだろう。 

 

「米国エイブラムス担当官 対話について意見」                  

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当しているエリオッ

ト・エイブラムス担当官は、アルマグロ米州機構（OAS）

事務局長らと「ベネズエラの国際犯罪」というタイトル

のフォーラムに出席。 

 

与野党交渉の模索について 

「与野党交渉について、私が言えることはただ一つ。 

交渉で成果が出るとすれば、それは厳格な情報規制が必

要になる。従って、誰も何が起きていると知ってほしく

ない。」 

とコメントした。 

 

５月のノルウェー政府の仲裁による交渉が始まった際

には、エイブラムス担当官は交渉について否定的な見解

を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.295」参照）。 

 

現在もそのスタンスに変化はないが、交渉に水を差さな

いよう最近は多少非難のトーンを下げている印象があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「アイサミ経済担当副大統領             

    自動車セクターで中国・ロシアと協力」           

 

マドゥロ政権は、自動車セクターの担当としてアイサミ

経済担当副大統領を任命している。 

 

７月１２日 マドゥロ大統領は自動車産業の投資拡大

のためのイベントを実施。産業の復興を求めた。 

 

国営メディア「AVN」によると、マドゥロ大統領は 

「自動車産業が復興し自動車の生産と輸出を拡大する

ためにあらゆる税金、融資を通じたサポートを行う。」 

と宣言した。 

 

アイサミ経済担当副大統領は中国やロシアと協力し自

動車産業を開発すると主張した。 

 

「ウィークリーレポート No.100」で触れたが、ベネズ

エラの自動車産業は著しい低迷に陥っている。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、２０１９

年１月～６月の自動車組み立て台数は前年比５５％減

の２０６台。民間アッセンブラーで稼働しているのはト

ヨタ、Mack、Iveco のみだという。 

 

また、２０１９年の自動車セクターの組み立て台数は３

５０台を想定しているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f135928e4367d4500177d1e59f7f2f0e.pdf
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（写真）副大統領府ツイッター 

 

「マラカイボで Tony Gas 社の工場爆発」         

 

７月１２日早朝 スリア州マラカイボで家庭用ガスを

販売する「Tony Gas 社」で大規模な爆発が起きた。 

 

 

（写真）一般人投稿 

 

同日の朝に爆発後の工場の様子が公開された。 

 

爆発したガスタンクが大量に散らばっており、爆発の大

きさを物語っている。 

 

 

 

 

（写真）Sumarium 

 

社 会                       

「アルーバ政府 ベネズエラとの交通を再開」            

 

ベネズエラの政治・経済の混乱を受けて旅行目的でアル

ーバに入国したベネズエラ人がそのままアルーバに滞

在するケースが増えている。 

 

難民増加を防ぐためアルーバ政府はベネズエラとの海

運、空運での移動を禁止していた。 

 

７月１１日 アルーバ政府は「無期限でベネズエラとの

交通を禁止することは不可能」と説明。両国の移動を再

開すると発表した。 

 

しかし、入国要件を厳格化すると説明。ベネズエラ人が

旅行目的でアルーバに渡航する際には事前に電子ビザ

で申請する必要があるとした。 

 

この発表を受けて、アルーバ航空は７月２８日からベネ

ズエラ―アルーバの往復便を再開すると発表。 

月曜、水曜、金曜の週３便が運航するようだ。 
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２０１９年７月１３日～１４日（土・日）             

政 治                       

「グアイド議長のボディーガード２名拘束          

         ～国軍の武器密売に関与？～」        

 

７月１３日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、グアイ

ド議長のボディーガードであるエリック・サンチェス氏

とジェイソン・パラシ氏を拘束したと発表した。 

 

逮捕の理由についてロドリゲス情報通信相は、両氏は３．

５万ドルでベネズエラ国軍の拳銃５丁を売ろうとして

いたと説明。 

 

証拠とされる写真を提示し、次の与野党交渉の際に証拠

を提示し、野党側の真相を確認するとコメントした。 

 

 

（写真）ReportaYa 

“グアイド議長のボディーガードが売ろうとしていたと

される拳銃” 

 

これに対してグアイド議長はマドゥロ政権側の虚偽で

あると主張。 

 

「両氏は私と共に働いていた。彼らはマレロ大統領補佐

官と同様に拳銃をばら撒かれ、証拠をねつ造された。」 

と訴えた。 

 

 

「７月１５日に与野党交渉の模索を再開」           

 

グアイド議長のボディーガード拘束を受けて、野党内部

ではマドゥロ政権が誠実に交渉する意志がないと主張

するグループが増えているようだ。 

 

他方、これは野党側を分断させるためのマドゥロ政権の

戦略なので、ひっかかってはいけないと指摘する者もい

る。 

 

交渉の継続が危ぶまれる状況だったが、７月１４日にグ

アイド政権は月曜日（７月１５日）からバルバドスで交

渉を再開すると発表した。 

 

なお、米国紙「New York Times」の Anatol Kurmanaev

記者は、新時代党（UNT）のオマール・バルボサ党首か

らの情報として、「３０日以内にマドゥロ政権が大統領

選の実施について合意しない場合、野党は対話を離脱す

る」と報じた。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党側の公式組織） 

“７月１５日にバルバドスでの交渉再開を発表” 
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「ベネズエラ共産党 マドゥロ支持を撤回」         

 

ベネズエラ与党はベネズエラ社会主義統一党（PSUV）

だが、PSUV 以外にも複数の政党が連立している。 

 

その中の１つにベネズエラ共産党（PCV）という党があ

る。選挙結果を見る限り、PSUV の次に大きな与党政党

と言える。 

 

有名な政治家では、ヘスス・ファリア元外国投資相（現

在は制憲議会議員）などが PCV に所属している。 

 

７月１３日 PCV はマドゥロ大統領の支持を撤回する

と発表した。 

 

理由について、「２０１８年の大統領選挙の際に約束し

た内容が履行されていないため」としているが、具体的

にどのような約束が履行されていないのかは明らかに

されていない。 

 

曖昧ではあるものの、２０１８年に大統領選が実施され

た当時、PCV はマドゥロ大統領に対して民間セクター

の接収を加速するよう要請していた記憶がある。 

 

「米国 マドゥロ政権の国連からの除名を計画？」         

 

マドゥロ政権側の国連代表大使を務めているサミュエ

ル・モンカーダ大使は、米国政府が９月にベネズエラを

国連から除名させるための投票を行おうとしていると

訴えた。 

 

「米国政府は９月の国連総会でベネズエラを除名しよ

うとしている。彼らは自国の利害のために狂ったような

政治キャンペーンをしている。我々も我々の外交での戦

いを継続する。９月にどちらが勝利するか結果が分かる

だろう。」と訴えた。 

 

経 済                       

「PDVSA 在庫をねん出して債務を返済？」            

 

エネルギー情報サービス会社「Argus Media」は、PDVSA

が中国とロシア向けの債務を返済するために原油在庫

を減らしていると報じた。 

 

「Argus Media」は１９年６月に日量８６万バレルを輸

出したとしている。 

 

内訳は４０万バレルがアジア（ほとんどが中国）、２３

万バレルがインドのNayara Energy（ロスネフチ資本）、

残りがスペイン、キューバなどとしている。 

 

OPEC が公表しているベネズエラの産油量は第三者調

べの場合は、日量７３．４万バレル。 

ベネズエラ政府自身が申請している実績では日量１０

３．４万バレル。 

 

ベネズエラ政府の情報を参考にした場合、産油量の８

３％を輸出に回し、残りの１７％を国内で使用している

ことになる。 

 

他方、第三者調べの情報を参考にした場合、生産に対し

て輸出が１７％も多くなっており、在庫を減らしている

ことになるとした。 

 

また、中国、ロシア（インド向けの輸出）の多くは債務

返済のための輸出。 

 

スペインなどへの輸出についてもガソリンなど石油製

品と原油を代物交換しており、実際に現金として受け取

ることが出来る金額は実際の輸出額よりもはるかに少

ないとしている。 
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「カラボボ工業地帯 平均稼働率は１８～２０％」         

 

カラボボ州は州都バレンシアを中心に、ベネズエラの中

でも工業が盛んな州として知られている。同地域も長引

く経済不況を受けて、生産活動が低迷している。 

 

ベネズエラ経団連（Fedecamaras）のカルロス・ララサ

バル代表は、カラボボ工業地帯を視察。工場地帯の状況

について説明した。 

 

「カラボボ州には港があり、製造業が集積している。他

にも建設業も盛んだ。しかし、この地域の状況はここ数

年で劇的に変化した。 

 

この地域を代表する主要な会社も稼働率は１８～２

０％程度まで下がっている。 

 

特に建設業は事実上停止している。同セクターでは９

５％が稼働を停止している。工業地帯を見て回ったが、

多くの会社が閉鎖していた。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「西 １９年にベネズエラ人７６２３人受け入れ」              

 

スペイン系メディア「Europa Press」は、スペイン内務

省の情報として、２０１９年に入ってから６カ月でスペ

インは７，６２３人のベネズエラ人に対して「人道支援」

の理由で一時滞在を受け入れたと報じた。 

 

スペイン全体では６カ月間で「人道支援」を理由として

一時滞在を認めた外国人の総数は１４，９３３名だとい

う。従って、約半分はベネズエラ人ということになる。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


