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（写真）グアイド議長ツイッター “７月２３日 集会を呼びかけ、与野党交渉の合意事項発表の可能性も” 

 

 

２０１９年７月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「バルバドスでの与野党交渉の模索 

～前進か暗礁乗り上げかで情報が錯そう～」 

「コロンビア マドゥロ政権への制裁呼びかけ」 

「MNOAL ７月２０～２１日にカラカスで会合」 

経 済                     

「グアイド政権 中露もパリクラブを通じ交渉」 

「リベルタドール市 ペトロ建てで税金支払い」 

社 会                     

「メキシコ CLAP 取引業者の口座凍結」 

「ベネズエラ旅行にかかるコスト」 

２０１９年７月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「ファルコン AP 党首 移行政権の大統領候補？ 

～外国説得のため加コンサル会社と契約～」 

「マドゥロ大統領 バチェレ弁務官は革命の敵」 

「米国 中米への支援金をベネズエラに割当」 

経 済                    

「並行レート高騰 １ドル BsS１万も」 

「SUNDDE 民間病院４３施設に罰則」 

「アムアイ製油所 停電おさまり一部再開」 

社 会                     

「カラカス中心部道路で火災」 
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２０１９年７月１７日（水曜）             

政 治                       

「バルバドスでの与野党交渉の模索          

  ～前進か暗礁乗り上げかで情報が錯そう～」       

 

７月１６日から始まったバルバドスでの与野党交渉の

内容について報道が錯綜している。 

 

現地メディア「El Cooperante」や「Kon Zapata」はマド

ゥロ政権が対話を破談させようとしていると報じた。 

 

「El Cooperante」によると、マドゥロ政権側が最初に野

党に対して提示した案は２０２０年４月に大統領選を

実施するという内容だったようだ。 

 

前回の与野党交渉の模索の際は、２０２０年の選挙まで

マドゥロ大統領が政権を担うかどうか、制裁の解除、

CNE 役員の交代可否が焦点になっていたという。 

 

しかし、状況が変わり、今回の交渉で与党側は大統領選

の実施に否定的なスタンスを示し始めたという。 

 

理由は、かねてより大統領選のやり直しに否定的なカベ

ジョ制憲議長の発言力が増してきたためとしている。 

 

カベジョ制憲議長は、「野党はクーデター犯であり、犯

罪者に対して譲歩する必要は一切ない」とのスタンスを

示しているようだ。 

制裁については、制裁が継続したとしてもキューバでの

事例で証明されているように政権を存続させることは

可能と与党内部で主張していると報じた。 

 

憲法に準じれば「制憲議長」は、憲法を作成する責任者

であるという性質上、大統領を含む５権の長の上に立つ

存在とされている。 

 

カベジョ制憲議長のスタンスは与党内で無視できない

ものになっていると報じた。 

 

また、バルバドスでの２回目の交渉でマドゥロ政権側が

提示した内容は、大統領選の実施はせず、グアイド議長

の暫定大統領宣言を取りやめることを条件に国会の権

限復帰を保証するという要求だったと報じている。 

 

他方、現地メディア「El Nacional」や米国金融サービス

会社「Bloomberg」などは交渉の進展を報じている。 

 

同メディアによると、マドゥロ政権は２０２０年に大統

領選を実施することを容認し、選挙管理委員会（CNE）

の役員についても交代をすることで合意したという。 

 

また、大統領選に出馬する与党側の候補はマドゥロ大統

領ではなく、ミランダ州知事のエクトル・ロドリゲス氏

と報じた。 

 

上記の条件を呑む代わりに、グアイド政権は外国政府が

科している制裁を解除させるという条件が付いている。 

 

他、与野党交渉の模索の合意内容を７月２３日にグアイ

ド政権が発表すると報じている。１ページ目の写真の通

り、確かにグアイド議長は７月２３日に街頭での集会を

実施する予定。 

 

７月１８日にノルウェー政府は「今後も与野党交渉の模

索を継続する」との声明文を公表。同文書には与野党双

方に対して交渉の内容を外部に漏らさないよう注意が

書かれている。 

 

ノルウェー政府の声明文公表後に、与党の交渉窓口を務

めるホルヘ・ロドリゲス情報通信相と野党側の交渉窓口

を務めるスターリン・ゴンサレス国会第２副議長は、交

渉継続の意思があることを確認する文書をそれぞれツ

イッターに投稿した。 
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「コロンビア マドゥロ政権への制裁呼びかけ」         

 

７月２２日 アルゼンチンのブエノスアイレスでリマ

グループの会合が予定されている。 

 

コロンビアの代表として同会合に出席を予定している

カルロス・トゥルヒージョ外相は、出席国に対してマド

ゥロ政権への制裁強化を呼びかけると報じられている。 

 

７月１７日 トゥルヒージョ外相は、米国でポンペオ国

務長官と対談後に AFP のインタビューに対応し 

「独裁政権は簡単に倒壊しない。我々は独裁政権を終わ

らせるための環境を形成しなければいけない。 

 

我々は欧州連合が科した制裁を好意的に見ている。また、

米国政府が科した制裁についてマドゥロ政権を倒壊さ

せるのに効果的でポジティブに認識している。」 

とコメントした。 

 

「MNOAL ７月２０～２１日にカラカスで会合」                  

 

非同盟諸国連合（MNOAL）の会合が７月２０日～２１

日にかけてカラカスで開催される。 

 

MNOAL は、第二次世界大戦後の東西冷戦期以降に、東

西のいずれの陣営にも公式には加盟していない諸国に

より１９６１年に発足した国際組織。 

インドの提唱で創設された組織で参加国は１２０カ国。 

 

マドゥロ政権の擁護を続ける数少ない国際同盟の１つ

となっている。 

 

今回の会合は１０月にアゼルバイジャンのバグーで開

催される首脳会合の事前打ち合わせで、各国外相がカラ

カスに集まるようだ。 

 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.318」で紹介した通り

MONAL は国連で米国の経済制裁を非難する趣旨の決

議を提案し、国連安全保障理事会において賛成多数で可

決されている。 

 

今回の会合でも米国の制裁を非難する趣旨の政治イベ

ントが予見される。 

 

経 済                        

「グアイド政権 中露もパリクラブを通じ交渉」           

 

グアイド政権が任命した米州開発銀行（BID）のベネズ

エラ代表であり、野党の経済アドバイザーであるリカル

ド・ハウスマン氏は、ロイター通信の取材に応じ、マド

ゥロ政権崩壊後の対外債務再編について言及した。 

 

インタビューでは、中国・ロシアについてもパリクラブ

の枠組みの中で債務再編を行う姿勢を示した。 

 

なお、ロシアはパリクラブの恒久メンバーに属している

が、中国はパリクラブに属していない。 

 

一部では、マドゥロ政権を擁護する中国、ロシアに対し

てはマドゥロ政権支持を撤回することの見返りに他国

よりも良い条件で債務再編を行うのではないかとの憶

測があり、特に債券保有者にこの懸念が強い。 

 

ハウスマン氏は、その懸念を否定するような趣旨のコメ

ントをした。 

 

「２国間債務に関しては異なる条件になるとは発言し

ていない。パリクラブを通じて国際ルールに則り個別に

話し合う。」と発言した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/03ff6a5d17e6816839c3cdbd1c1017eb.pdf
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「リベルタドール市 ペトロ建てで税金支払い」         

 

リベルタドール市は、法人商工業所得税４４３－C

（Impuesto sobre la Renta Industria y Comercio 443-C）

の支払いをペトロ建てにすることを決定した。 

 

同税金の支払い義務が生じる企業は業種に応じて１～

９ペトロを支払うことになるようだ。 

 

例えば、 

アルコール販売店は月額９ペトロ。 

キオスクのような小規模店舗は月額１ペトロ。 

宿泊業は月額４ペトロ。 

 

現在１ペトロの価値は BsS.８０，０００なので、 

アルコール販売店は BsS.７２万 

キオスクは BsS.８万 

宿泊業は BsS.３２万 

に相当するペトロを毎月支払う事になるようだ。 

 

既にバルガス州、マラカイボ州など一部の地域ではペト

ロ建てで税金を納めるケースも出てきているようで、今

後もペトロ建ての税金支払いが増える可能性がある。 

 

社 会                        

「メキシコ CLAP 取引業者の口座凍結」           

 

メキシコ政府は、同国で CLAP の食料品輸出を行って

いる１９名に対して、粗悪な食料品を高い価格で販売し

ていたとして口座を凍結した。 

 

CLAP の食料品の多くはメキシコから輸入されていた。

CLAP の食料品は粗悪品で安価な商品を高額で販売し、

その差額が汚職としてベネズエラ政府関係者に流れて

いると指摘されている。 

 

 

このような指摘から、メキシコ側で取り締まりが厳しく

なりトルコなど中東経由で輸入される品目が増えてい

た。今回の一件もあり、別の地域からの輸入にシフトし

ていくことと思われる。 

 

メキシコの金融当局によると凍結した口座の金額は合

計で１．５億ドルになるという。 

 

「ベネズエラ旅行にかかるコスト」                  

 

ベネズエラ全国ホテル連合（Fenahoven）のアルベルト・

ビエイラ代表はベネズエラの観光に関する現状を説明

した。 

 

ビエイラ氏によると、ベネズエラの国内旅行でよく訪問

される場所はヌエバ・エスパルタ州、モナガス州、バル

ガス州、メリダ州だという。 

 

ヌエバ・エスパルタ州とバルガス州は海に近いこともあ

り、ビーチ観光が主。モナガス州やメリダ州は山登りな

どがメインになる。 

 

しかし、長引く経済不況で旅行客は減少。２０１９年は

前年と比較して国内旅行者は５０％ほど減る見通しだ

という。 

 

旅行客が減少している理由は物価の高騰と国民の職減

少。 

 

ヌエバ・エスパルタ州マルガリータ島のオールインクル

ーシブのホテルで３泊するためには一人当たり BsS.１

２１．５万が必要だという。４人家族なら BsS.４８６万

が必要になる。 

同国の最低賃金は月額 BsS.４万でドルにアクセスでき

ない家庭ではも旅行することはできないと述べた。 
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２０１９年７月１８日（木曜）              

政 治                        

「ファルコン AP 党首 移行政権の大統領候補？     

 ～外国説得のため加コンサル会社と契約～」        

 

ウェブメディア「POLITICO」は、１８年５月の大統領

選に出馬した発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン

党首はカナダ籍のコンサルタント会社「Dickens ＆ 

Madson」とトランプ政権へのロビイングを行う契約を

結んだと報じた。 

 

目的はトランプ政権や諸外国政府に対して、ファルコン

党首が移行政権期間の大統領を務めることを支持して

ほしいと働きかけるため。 

 

ファルコン党首は野党からも与党からもつまはじきに

される存在でメディアではかなり悪く報じられている

が、見方を変えればどちらにも属さず中立的な政治家と

見ることも出来る。 

 

現在、与野党交渉の模索では２０２０年の大統領選実施

について協議が行われているが、その大統領選を実施す

るまで誰が大統領としてベネズエラを率いるかで与野

党の意見が対立している。 

 

マドゥロ大統領がグアイド議長を暫定大統領と認識す

る可能性はゼロだが、ファルコン党首であればグアイド

議長よりも合意する可能性は高いだろう。 

 

なお、契約金額は２０万ドルと報じられている。 

 

 

 

 

 

 

 

「マドゥロ大統領 バチェレ弁務官は革命の敵」           

 

国連人権高等弁務官事務所が視察後に公表したベネズ

エラの視察報告書を巡り、マドゥロ政権は引き続きバチ

ェレ弁務官を非難している。 

 

７月１８日 マドゥロ大統領は妊婦を対象としたイベ

ントで演説を実施。バチェレ弁務官について 

「バチェレの報告書には我々がこれまで行ってきた社

会開発プロジェクトの成果については一切言及されて

いない。弁務官事務所はベネズエラ革命の敵であると宣

戦布告をしてきた。あの報告書は虚偽の内容ばかりだ。

ベネズエラは引き続き進歩していく。」 

と宣言。国連と一線を画す発言をした。 

 

また、妊婦を対象に配布している給付金の金額を月額

BsS.５万に増やすと発表した。 

 

「米国 中米への支援金をベネズエラに割当」         

 

米国メディア「Los Angel Times」は、トランプ政権関

係者からの情報として、グアテマラ、ホンジュラスなど

中米に対して割り当てる予定だった支援金をベネズエ

ラ野党の支援に充てることを決めたと報じた。 

 

同メディアによると、その金額は４，１９０万ドル。 

 

この資金はグアイド政権関係者の出張費、給料、広告宣

伝費、訓練などのために支出されるという。 
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経 済                       

「並行レート高騰 １ドル BsS１万も」            

 

この数日間で並行レートが高騰している。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の７月１４日

時点の並行レートは１ドル BsS.８，０１２．７１だった。 

 

公的レートである「両替テーブル」のレートが１ドル

BsS.７，２０４．７３だったので、並行レートの方がボ

リバル安ではあるもののそこまで大きな乖離は無かっ

た。 

 

しかし、７月１５日から並行レートが高騰。 

７月１９日時点では１ドル BsS.１０，６０６．３３とな

っている。 

 

中央銀行が公表する最新の両替テーブルの為替レート

は、７月１８日時点の１ドル BsS.７，４７５．７４と１

４日時点とそこまで変わっていない。 

 

一方、他の並行レート参考サイトも似たような動きをし

ており、ここ数日で急激に並行レートのボリバル価値が

下がったことになる。 

 

経済専門家もこの数日間でここまで並行レートが高騰

した明確な理由は説明できていない。 

 

（写真）Dolar Today 

“７月１９日時点の参考並行レート” 

 

「SUNDDE 民間病院４３施設に罰則」         

 

価格統制庁（SUNDDE）は、規則に違反する料金で医

療サービスを提供していたとして民間セクターの医療

施設４３カ所に罰則を科した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.306」で紹介した通り、

SUNDDE は１カ月ほど前から民間医療施設の価格につ

いて調査を行っていた。 

 

SUNDDE が公表した４３施設のリストを見る限り、ア

ンソアテギ州、アラグア州、カラカス、ミランダ州の施

設が調査の対象となったようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0c41622eb21a04c97e9d16461ed051fe.pdf
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下のリストには日本人駐在員も良く利用する「Clinica el 

Avila」も含まれている。 

 

とは言え、具体的にどのような罰則が科せられているの

かは言及されていない。 

 

 

（写真）SUNDDE 

 

「アムアイ製油所 停電おさまり一部再開」              

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.314」で停電によりアムア

イ製油所の活動が停止したとの記事を紹介した。 

 

７月１８日 PDVSA 関係者からの情報によると、同日

まで停止していたアムアイ製油所が部分的に再稼働し

たようだ。 

 

日量６．８万バレルのガソリンを精製する施設、 

日量６．５万バレル、７万バレルを精製する蒸留施設２

つが再稼働したと報じられている。 

 

社 会                       

「カラカス中心部道路で火災」             

 

７月１８日 カラカス中心部の主要道路「Distribuidor 

La Araña（アラーニャ・ジャンクション）」の地上駐車

場で火災が起き、同ジャンクションが使用できなくなり

首都圏の交通が混乱した。 

 

アラーニャとはスペイン語で「蜘蛛（クモ）」の意味。 

下の写真の通り、クモの足のような形をしているためそ

のような名前がついている。 

 

 

（写真）陸運交通省 道路情報ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bfdc76304f981aa6e7087289866b394.pdf
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前ページの写真の通り、ジャンクション下の駐車場にあ

った車が燃えたようだ。原因については分かっていない。 

 

なお、参考までに場所について地図で示すと、赤い印の

ある十字の部分が「Distribuidor La Araña（アラーニャ・

ジャンクション）」。 

 

赤いマルの部分が大統領府や国会がある地域。日本人駐

在員の多いチャカオからはだいぶ離れているが、マイケ

ティア空港に向かう時などは使用するだろう。 

 

 

 

 

以上 


