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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 野党との交渉プロセス開始を発表” 

 

 

２０１９年５月１７日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党交渉の模索 カリブ海に会場移すか 

～マドゥロ大統領 交渉の模索開始を歓迎～」 

「急進野党 与野党交渉の模索方針を非難」 

「グアイド議長ら 交渉の模索開始について説明」 

経 済                     

「Torino  PDVSA２０ １０月の償還は不可能 

～グアイド政権は債権者と交渉で解決できる～」 

「送金が非石油分野の輸出額を越える？」 

「在米ベネズエラ人 直行便の禁止解除を要請」 

「両替テーブル １ドル BsS.５，５５６．９６」 

2019 年 5 月 18～19 日（土・日） 

 

政 治                    

「検事総長 グアイド議長を逮捕しない理由説明」 

「軍内部での亀裂顕著化か 

トーレス元内務司法相 国軍本部に移送」 

経 済                    

「アレアサ外相 レプソルを非難」 

「ケロッグ マドゥロ政権は商標権侵害？」 

「政治情勢を受けて不動産市場が低迷」 

社 会                     

「カラカスでもガソリン不足が顕著に」 

「日本大使館前の広場付近で爆弾騒ぎ」 
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２０１９年５月１７日（金曜）             

政 治                       

「与野党交渉の模索 カリブ海に会場移すか            

 ～マドゥロ大統領 交渉の模索開始を歓迎～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.292」で紹介した通り、ノ

ルウェーの仲裁で与野党交渉に向けた動きが確認され

ている。 

 

今回の動きは欧州連合のイニシアティブによるもので、

現地メディアでは、欧州連合（EU）として今回の動き

を歓迎していると報じた。 

 

ベネズエラと欧州は距離が離れているため、今後の交渉

模索は、カリブ海にある欧州の領土になるようだ。 

 

現地メディア「Al Navio」は次の意見交換会場は、カリ

ブ海にあるフランス領マルティニークか英国領バルバ

ドスで行われる可能性が高いと報じている。 

 

５月１７日 マドゥロ大統領は演説中に、交渉に参加し

たホルヘ・ロドリゲス情報通信相とミランダ州のエクト

ル・ロドリゲス知事から報告を受けたとコメント。 

 

「ホルヘ・ロドリゲス情報通信相とエクトル・ロドリゲ

ス知事がノルウェーから帰国した。私は当日の状況につ

いて報告を受けた。私の責務と言葉を彼らに託し、ノル

ウェーで野党との交渉に臨んだ。 

 

交渉は調和のある平和的なもので良い始まりだった。守

秘義務があり、これ以上は明らかにすることはできない。

我々は約束を守る。」 

と発表した。 

 

 

 

「急進野党 与野党交渉の模索方針を非難」         

 

与野党交渉は野党にとってはセンシティブな問題だ。 

特に急進野党はマドゥロ政権との対話について極めて

強い抵抗感を示している。 

 

急進野党の代表格であるベネズエラ主導党（VV）のマ

リア・コリナ・マチャド党首は、ノルウェーでの交渉模

索について明確に拒否。 

 

「この犯罪政権は、政権が厳しくなると対話を求めてく

る。これまでキリスト教や国際社会が仲裁に入ったがマ

ドゥロ政権は彼らを侮辱し、時間を稼ぐだけだった。 

対話はマドゥロ政権への圧力を減らし、国民のテンショ

ンを下げるだけだ。 

 

マドゥロ政権は自身を維持させるために、彼らが欲しい

ものをオファーする。しかし、ベネズエラ社会がこれま

で払ってきた犠牲を弁済できるようなものはない。」 

とのスタンスを示した。 

 

他、チャベス政権前に国連代表大使を務めていたディエ

ゴ・アリア氏（現在はスペイン在住）は、今回の交渉に

はグアイド議長もフリオ・ボルヘス氏も参加していない

として、交渉自体を無効だと主張した。 

 

米国のマルコ・ルビオ議員は与野党交渉の報道について

ツイッターを投稿。 

「グアイド大統領は、民主的で平和的なあらゆる問題解

決を模索するに値する人物だ。リマグループも欧州連合

もマドゥロが、これまで対話を時間稼ぎに使用していた

ことを認識している。グアイド大統領と彼のチームが虚

偽の交渉に騙されることはない。」 

と交渉が前のめりに進むことについて警鐘を鳴らした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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他にも急進野党に属する人からは、今回の交渉模索につ

いて「失望した」など厳しい言葉が出始めている。 

 

交渉が進展すればするほど、野党に向けた批判の声は大

きくなっていくだろう。 

 

「グアイド議長ら 交渉の模索開始について説明」                  

 

与野党交渉を模索し始めたことで、一部の野党支持者か

ら不満が出始めている。 

 

グアイド議長は、今回の動きについて、 

「我々は政権を交代させたいと願う全ての人の努力に

感謝をしている。我々のスタンスは明確で、認識を間違

ってはいけない。我々が目指すものは、大統領職の強奪

を停止させること。移行政権を組織し、自由選挙を行う

ことだ。 

 

我々はノルウェーや国際社会の申し出を受け入れ、会合

に出席した。しかし何も決まったことはない。 

 

我々は１つの選択肢に執着しているわけではない。目的

を達成するためのあらゆる可能性を模索する。」 

と説明している。 

 

また、交渉に参加したスターリン・ゴンサレス国会第２

副議長は、 

「我々はまだ模索の段階にいる。与党の代表者と直接的

なコンタクトはしていない。全ての会合はノルウェー政

府が間に入っている。つまり、与野党交渉は行われてい

ない。 

 

我々は目的とその目的を達成するための手段を明確に

理解している。この危機を解決するために善処している

ところだ。」 

とコメントした。 

 

経 済                        

「Torino  PDVSA２０ １０月の償還は不可能     

 ～グアイド政権は債権者と交渉で解決できる～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.292」で紹介した通り、野

党が多数派を占める国会の承認により、PDVSA２０の

債券利息が支払われた。 

 

米国投資銀行「Torino Capital」のリサーチャーである

フランシスコ・ロドリゲス氏は本件について、４月の利

息は支払う事が出来たが、１０月に到来する９億ドル超

の支払いを凍結口座から支出することは不可能と指摘。 

 

仮に６カ月以内に政権を交代できないのであれば、

PDVSA２０の元本不払いを理由に債権者に Citgo の株

式５０．１％を差し押さえられないために、グアイド政

権は米国政府に対してだけでなく、国連に対して資産保

護を求める必要があるとの見解を示した。 

 

また、グアイド政権は、ベネズエラの資産を保護するた

めに債権者と向き合わなければいけないと指摘した。 

 

また、PDVSA２０について、ブルームバーグ端末の情

報から、額面の９０．３％（１５億２，１００万ドル）

は欧米の投資家が保有しており、ヘッジファンドは７．

７％（１．３億ドル）しか保有していないとした。また、

残りの２％はベネズエラ国内の投資銀行が保有してい

るようだ。 

 

「送金が非石油分野の輸出を越える？」               

 

経済学者で国会議員でもあるホセ・ゲラ氏は、外国から

ベネズエラに向けた家族送金が今年は２０億ドル程度

になると予想。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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他方、石油産業以外（非石油分野）の輸出額は、３０億

ドル程度で、このままいけば送金額が非石油分野の輸出

額を超えるだろうと言及した。 

 

国民の信頼を得るには十分ではないが、マドゥロ政権は

新外貨システム「両替テーブル」を通じて、外国からの

仕送り外貨を得ようとしていると指摘した。 

 

また、経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・

オリベロ氏は、今のベネズエラでは５人家族が生活する

には月額７００～９００ドルが必要で、多くの人はいく

つも仕事を掛け持ちしている。それでも生活するには十

分ではない。家族送金は生活に欠かせないものになって

いると指摘。 

 

外国から送金を受け取っているベネズエラ人は、平均で

生活費の３０～４０％相当の仕送りを受け取っている

とした。 

 

「在米ベネズエラ人 直行便の禁止解除を要請」                  

 

５月１５日 米国政府は米国－ベネズエラ間の直行便

の運航禁止を発表した。 

 

「Avior」「Laser Airline」など一部の航空会社は運航を

停止し、早くも問題が起きている。 

 

米国フロリダ州のマイアミでは、突然の運航ストップで

数百名のベネズエラ人が自国に戻ることが出来なくな

った。 

 

また、今回の運航停止について既に購入したチケットの

払い戻しが行われない可能性も指摘されている。 

 

 

 

 

実際に５月１３日に「Avior」の航空チケットを購入し

た Carmen Victoria Suarez 氏は、７６０ドルでチケット

を購入したが、航空会社から詳細の説明なく払い戻しは

されないと通知を受けたと話している。 

 

今回の決定について、米国に住むベネズエラ人で組織さ

れる「ベネズエラ政治迫害亡命団体（Veppx）」は、記者

会見を開き 

「今回の措置はベネズエラ国民に害を及ぼすだけだ。米

国政府は今回の措置を今すぐ撤回しなければいけない。」

と訴えた。 

 

「両替テーブル １ドル BsS.５，５５６．９６」                  

 

運用開始から５日が経過した新外貨システム「両替テー

ブル」は緩やかにボリバル安に推移し、並行レートとの

差を縮めている。 

 

５月１７日の平均両替レートは１ドルBsS.５，５５６．

９６。前日の１ドル BsS.５，３６８．９３から２．８６％

下落した。 
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また、銀行別の平均為替レートと「両替テーブル」が可

能な金融機関は以下の通り。 

 

 

 

２０１９年５月１８日～１９日（土・日）             

政 治                       

「検事総長 グアイド議長を逮捕しない理由説明」        

 

５月１８日 サアブ検事総長はCNNのインタビュー番

組に出演。サンブラーノ国会第１副議長を拘束した一方

で、グアイド議長を拘束しない理由について聞かれると

以下の通り説明した。 

 

「現在、調査を行っている段階だ。」と回答。 

 

司会者が、改めてサンブラーノ第１副議長が拘束され、

グアイド議長が拘束されていない理由について問うと 

「拘束していないことは法的な処罰が科せられていな

いことを意味しない。まだ結論が出ていないだけだ。」 

と回答した。 

 

「軍内部での亀裂顕著化か              

  トーレス元内務司法相 国軍本部に移送」           

 

現地メディア「Al Navio」は、軍内部の亀裂は引き続き

拡大していると報じた。 

 

その理由を示す一例として、先日ミゲル・ロドリゲス・

トーレス元内務司法相が別の収容施設に移送されたこ

とを指摘した。 

 

「Al Navio」によると、トーレス元内務司法相は、これ

まで軍部の警察組織「Dgcim」で収容されていたが、内

部での離反の動きを警戒し、コントロールがより効く国

軍本部（フエルテ・ティウナ）に移送されたという。 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年５月１７日～５月１９日報道            No.２９３   ２０１９年５月２０日（月曜） 

6 / 7 

 

経 済                       

「アレアサ外相 レプソルを非難」            

 

５月１８日 アレアサ外相は、ペルーでベネズエラの国

営航空会社「Conviasa」2 機のジェット燃料供給を拒否

したとしてスペインの石油会社 Repsol に対して、「トラ

ンプ政権の犯罪的妨害行為に加担した」と非難した。 

 

また、この飛行機はペルーに移住しようとしたものの、

生活苦からベネズエラに帰国するベネズエラ人１８０

名のためにマドゥロ政権が用意した飛行機だったと説

明。Repsol が非人道的な行いをしているとした。 

 

４月中旬、米国のポンペオ国務長官はスペインに訪問し、

Repsol に対して PDVSA との取引を停止するよう要請。

Repsol に対する制裁の可能性も言及していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.277」参照）。 

 

これに対して Repsol は今後も制裁に抵触しない範囲で

PDVSA との契約を履行するとの声明を発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.280」参照）。 

 

（写真）アレアサ外相ツイッターより抜粋 

 

「ケロッグ マドゥロ政権は商標権侵害？」         

 

１８年５月に米国の食品メーカー「ケロッグ」の工場が

マドゥロ政権の指示で労働者に占拠された（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.137」参照）。 

 

その後、アラグア州にあるケロッグ工場は、労働者の手

により細々と生産を続けている。 

 

同社関係者によると、この工場が生産する商品のパッケ

ージはケロッグ社が撤退した時の在庫を使用しており、

パッケージの下部に「Juntos Todo es Possible（一緒な

ら何でもできる）」というマドゥロ大統領が選挙時に使

用したキャッチフレーズを印字しただけだという。 

 

また、商標権の侵害でケロッグがマドゥロ政権を訴えな

いか懸念していると答えたという。 

 

 
（写真）Tal Cual 

 

「政治情勢を受けて不動産市場が低迷」              

 

１月２３日 グアイド議長が暫定大統領就任を宣言し、

政権交代の機運が盛り上がった。当時、政権交代期待か

ら不動産価格が上昇しており「グアイド効果（Efecto 

Guaido）」と呼ばれていたが、それから数カ月が経過し、

ブームが過ぎ去ろうとしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c3ce9645023465bacbdc411d703faca2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c3ce9645023465bacbdc411d703faca2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da99827f2c9c4eafae438142ab78deb5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
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１９年２月～３月頃はカラカスの不動産取引価格は上

昇傾向にあり平米辺り５％ほど値段が上がっていた。 

 

当時は不動産の購入希望があったが、売り手が更なる値

上がりを予見して物件を売らないため価格が高騰して

いたという。 

 

しかし、期待していたような短期での政権交代は起きず、

４月は横ばいを維持したが、５月に入り再び取引価格が

下落しているという。 

 

不動産価格はベネズエラ国民の政権交代期待のバロメ

ーターの１つと考えてよさそうだ。 

 

社 会                       

「カラカスでもガソリン不足が顕著に」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.291」で、地方でガソリン

不足が顕著になっているとの報道を紹介した。 

 

それから数日が経過し、ガソリン不足はカラカスでも顕

著になり始めているようだ。 

 

現地メディア「VPI Tv」が、カラカスのガソリンスタン

ドで給油をした人にインタビューをしたところ、２時間

は待たなければいけないと答えている。 

 

ロイター通信は、首都カラカスにガソリンを優先的に供

給するため、スリア州、タチラ州、メリダ州のガソリン

供給が制限されており、これらの地域でのガソリン不足

は危機的な状況と報じた。 

 

PDVSA は、「数千人の職員が、ベネズエラに燃料不足が

起きないよう日々働いている。噂に惑わされるな」 

と呼びかけている。 

 

 

「日本大使館前の広場付近で爆弾騒ぎ」              

 

５月１９日 在ベネズエラ日本大使館が入っているビ

ルの前の「レドマ（ロータリーのような円形の広場）」

付近が複数の SEBIN 職員により閉鎖された。理由は爆

発物がある可能性があるためだという。 

 

この付近には日本企業も多く入居しており、本当であれ

ば心配な一件と言える。 

 

他方、SEBIN は、先日自宅軟禁から逃れた政治犯イバ

ン・シモノビス氏をカントリー・クラブ近隣で捜索して

いるという。 

 

シモノビス氏捜索のために「爆発物がある可能性がある」

という理由で封鎖しているだけなのかもしれない。 

 

 

（写真）Chirstian Veron 記者ツイッター 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0c8489a6e99bb99e53c0c653eb90ab.pdf

