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（写真）大統領府 “ベネズエラ防衛軍発足８２周年 マドゥロ大統領のドローン襲撃事件から１年が経過” 

 

 

２０１９年８月２日（金曜） 

 

政 治                     

「国連グティエレス事務局長 対話での解決支持 

～ロドリゲス情報通信相 合意は近い～」 

「国連人権高等弁務官職員 １５日前から不在」 

「８月６日の外国によるベネズエラ問題会合 

～米国グループ中心の会合になる予定～」 

経 済                     

「米国司法 グアイド政権の CITGO 管理認める」 

「CITGO １８．７億ドルの資金調達を完了」 

社 会                     

「ミスベネズエラ アマゾナス州候補が優勝」 

 

2019 年 8 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「急進野党、米国フロリダ州グループ中心に 

野党内部で亀裂ムードが拡大」 

「マドゥロ政権を認めない教育団体を調査」 

「ドローン襲撃事件から１年 

マドゥロ大統領 テロリストに勝利宣言」 

経 済                    

「ルクセンブルク証券取引所 国債の値付け停止」 

「公定レート 並行レートを追いかける」 

社 会                     

「軍人 銃弾５，０００発の密売で逮捕」 
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２０１９年８月２日（金曜）             

政 治                       

「国連グティエレス事務局長 対話での解決支持    

   ～ロドリゲス情報通信相 合意は近い～」       

 

８月２日 国連は公式ツイッターで、アントニオ・グテ

ィエレス事務局長の名前でベネズエラ問題についてス

タンスを表明。 

 

ノルウェー政府の仲裁による与野党対話を支持する姿

勢を示した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

 

国連事務局長は、８月２日にノルウェー政府が発表した

ベネズエラの政治アクターによる対話継続の発表を認

識し、受け入れた。 

 

国連事務局長は、改めてノルウェーのイニシアティブに

支持を表明する。平和的な危機の解決のために早急な合

意が必要だと認識している。 

 

国連事務局長は、ベネズエラの主要な政治アクター双方

に対して、この方針を継続するよう求める。 

 

 

先週、バルバドスに会場を移して与野党交渉の模索が行

われたが、現時点では特段の合意事項は発表されていな

い。 

 

他方、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、 

「今回の交渉を通じて、いくつかのテーマで野党と合意

できる可能性が高い」とコメントした。 

 

 

（写真）国連公式ツイッター 

“与野党交渉の模索を支持する国連事務局長の見解” 

 

「国連人権高等弁務官職員 １５日前から不在」         

 

国連事務局長として対話による解決を支持する一方で、

マドゥロ政権と国連の関係は微妙な状況にある。 

 

特に国連組織の１つ「国連人権高等弁務官事務所」との

関係はかなり悪い。 

 

理由は、バチェレ弁務官がベネズエラを視察した後に公

表した報告書がマドゥロ政権を強く非難する内容だっ

たため。マドゥロ大統領は政府側の訴えが報告書にはほ

とんど反映されていなかったと主張。 
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米国政府の圧力により、バチェレ弁務官は事実と異なる

報告書を作成したと非難している。 

 

国連人権高等弁務官事務所との関係悪化は具体的な形

で影響が生じているようだ。 

 

急進野党に属する人権活動家タマラ・スジュ氏は、自身

のツイッターで、 

「国連人権高等弁務官事務所がベネズエラに派遣して

いたスタッフ２名が１５日前からベネズエラにいない。

いつ戻るのかも分からない。」 

と投稿。 

 

加えて、 

「現在、ベネズエラの国連高等弁務官事務所にいるスタ

ッフはマドゥロ政権側の国家警察の職員なので、同事務

所に行って人権侵害を訴えてはいけない。」 

と警告した。 

 

バチェレ弁務官は、６月のベネズエラ視察でマドゥロ大

統領と会談し、同事務所のスタッフ２名をベネズエラに

常駐させることで合意していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.308」参照）。 

 

スジュ氏の訴えが事実であれば、報告書を理由にマドゥ

ロ政権との関係が悪化したことでベネズエラからの退

去を命じられたのだろう。 

 

「８月６日の外国によるベネズエラ問題会合       

   ～米国グループ中心の会合になる予定～」                  

 

８月６日にリマグループの呼びかけで諸外国政府関係

者がベネズエラ問題について議論する。 

 

 

 

 

リマグループは多くの国の参加を求めており、マドゥロ

政権に協力的なロシア、中国、トルコ、イランなどにも

参加を呼び掛けていた。 

 

７月末にロシア政府は同会合への不参加を表明してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.324」参照）が、キュー

バも同会合には参加しないことが判明した。 

 

米国からはウェルバー・ロス商務長官や、ベネズエラ問

題担当官のジョン・ボルトン大統領補佐官が出席する予

定。 

 

他、２０１７年に諸外国を回り、マドゥロ政権への制裁

発動を求めたフリオ・ボルヘス氏（当時、国会議長で現

在はコロンビアに亡命）がベネズエラ代表として同会合

に出席する。 

 

「政治的なスタンスに関わらず、多くの国がベネズエラ

問題について議論する」というのが８月６日の会合の趣

旨だったが、最終的には米国グループ中心の集まりにな

りそうだ。 

 

なお、ボリビア、中国については出席確認が取れていな

いようだが、ボルヘス氏をベネズエラ代表とする会合の

集まりに中国、ボリビアが参加するとは考えにくい。 

 

経 済                        

「米国司法 グアイド政権の CITGO 管理認める」           

 

８月２日 米国デラウエア州裁判所は、 

「グアイド政権が任命した CITGO 役員が CITGO の

正当な役員」との見解を示し、グアイド政権に CITGO

管理権があることを認めた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f80714cc730c7b79db4fddfb285cab5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
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今年６月、マドゥロ政権は CITGO を奪われたとして米

国のデラウエア州裁判所に訴えを起こしたが、マドゥロ

政権側の訴えが棄却されたことになる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.310」参照）。 

 

今回の決定により、CITGO 資産の差し押さえを求める

Crystallex など債権者との交渉、裁判は（米国の司法域

内では）グアイド政権側の PDVSA 役員、CITGO 役員

らが担うこととなった。 

 

７月２９日 米国裁判所は接収賠償期金の回収手段と

して、Crystallex が CITGO 資産を売却することは可能

との見解を改めて示した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.324」参照）。 

 

グアイド政権に任命されたイグナシオ・エルナンデス会

計監査総長によると、本件に関する異議申し立ては４５

日以内にグアイド政権が行うことになるようだ。 

 

「CITGO １８．７億ドルの資金調達を完了」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.322」で、グアイド政権下

の CITGO が金融市場から１８．７億ドルの融資を調達

する見通しが立ったとの記事を紹介した。 

 

この動きを受けて、CITGO は８月１日に資金調達を実

施。当初の予定通り１８．７億ドルの資金調達に成功し

た。 

 

この資金は２０２０年２月に償還を迎える CITGO 債

の償還に充てられる。 

 

この支払いが完了すれば、CITGO としては２０２４年

まで債券の満期が無く、オペレーションが安定すること

になる。 

 

 

ただし、CITGO の株式５０．１％は PDVSA が発行し

た債券の担保に設定されている。他にも Crystallex や

Conoco Phillips など CITGO 資産の差し押さえを狙う

債権者は多く、引き続き不安要素が残っていると言えそ

うだ。 

 

社 会                        

「ミスベネズエラ アマゾナス州候補が優勝」           

 

８月１日 ミス・ベネズエラのコンクールが開催された。 

全国２３州１首都から代表が出場し、毎年ミス・ベネズ

エラを決定する。 

 

今年のミス・ベネズエラはアマゾナス州候補の Thalia 

Olvino 氏。今回の優勝を受けて、Thalia Olvino 氏はミ

ス・ユニバースに出場することになる予定。 

 

 

 

（写真）Miss Venezuela インスタグラム 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7cd90c2e386b72187f4375a44a92ba3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7670b7bcda3e6d84a6d5b9594c8d247f.pdf
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２０１９年８月３日～４日（土曜・日曜）             

政 治                       

「急進野党、米国フロリダ州グループ中心に      

        野党内部で亀裂ムードが拡大」        

 

国連としてはノルウェー政府のイニシアティブによる

与野党対話を支持する姿勢を示しているが、米国に住む

ベネズエラ人など急進野党に属するグループは対話を

強く否定している。 

 

８月１日にグアイド政権の在チェコ・ベネズエラ大使を

辞任したタマラ・スジュ氏はベネズエラのラジオ番組に

電話出演し、自身が辞任した理由について言及。 

 

グアイド政権のマドゥロ政権と交渉する方針や、野党系

の団体「Frente Amplio」が離反チャビスタと協力して

いる状況が容認できないと説明した。 

 

彼女は人権活動家として故チャベス政権、マドゥロ政権

の非人道的な政治運営を非難してきた。 

 

現与党関係者はもちろん、「Frente Amplio」のメンバー

として野党と協力している離反チャビスタも人権侵害

を犯した犯罪者であり、彼らと共に行動することは容認

できないというのが彼女のスタンスだ。 

 

個人的にはこのような急進野党のスタンスでは、ベネズ

エラ危機を解決することはできないと思うのだが、彼ら

の考え方が変わることはないだろう。 

 

また、米国の元フロリダ州知事であるリック・スコット

氏（現在はフロリダ州選出上院議員）は、米国のベネズ

エラ系テレビ局「TVV Venezuela」の番組に出演。 

 

 

 

 

マドゥロ政権の非人道性を非難し、彼らを政権交代させ

るために米国をはじめ国際社会があらゆる努力をしな

ければいけないと訴えた。 

 

スコット議員のスタンスはグアイド政権を非難しては

いないものの、マドゥロ政権への憎悪を増幅させ、グア

イド政権が交渉で譲歩することを難しくしている面は

ある。 

 

譲歩が出来ない交渉で与党と合意できるはずがなく、ス

コット議員の発言は交渉の邪魔をしているのと同意義

だ。スコット議員も、それを意識せずに発言しているわ

けではないだろう。 

 

つまり、野党に対して暗黙の圧力をかけていると言える。 

 

このように野党を支持するグループからもグアイド政

権に暗に明に圧力をかけている状況があり、亀裂ムード

が拡大している。 

 

「マドゥロ政権を認めない教育団体を調査」           

 

「ベネズエラ教育者連合（Averu）」は、大学教授を主な

構成員とする教育者団体。 

 

インテリ層の多くは反マドゥロ派であり、Averu も反マ

ドゥロ政権の団体として知られている。 

 

Averu として、１８年５月の大統領選挙が違憲なもので、

マドゥロ政権を正当な政権と認識しないとのスタンス

を表明。グアイド暫定政権がベネズエラの正当な政府組

織であるとのスタンスを表明していた。 
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８月３日 高等教育省の関連団体「国家大学評議会

（CNU）」が、「政治的な見解を公にすることで公権力の

安定を脅かした」として、Averu の役員メンバーの調査

を開始すると発表した。 

 

「ドローン襲撃事件から１年               

   マドゥロ大統領 テロリストに勝利宣言」         

 

２０１９年８月４日はベネズエラ防衛軍が発足して８

２周年となる。マドゥロ大統領は８２周年記念イベント

に出席した。 

 

 

 

丁度、１年前もマドゥロ大統領は８１周年記念イベント

に出席し、演説中にドローンが上空で爆破する事件が起

きた（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」参照）。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“１年前に起きたドローン襲撃事件” 

 

マドゥロ大統領は、一年前の状況を振り返り、 

「一年前、コロンビアからテロリストがドローンを持ち

込み、大勢の国民を殺そうとした。彼らは、その後も絶

え間なく我々の安全を脅かしたが、我々はテロリストと

の闘いに勝利した。 

 

今後も国家の安全を脅かす犯罪者たちと戦い、勝利し続

ける。」と宣言した。 

 

なお、今年のイベントは左の写真の通り、主なイベント

は屋内で実施された。前回のドローン襲撃事件のような

事件を警戒したためだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
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経 済                       

「ルクセンブルク証券取引所 国債の値付け停止」            

 

８月２日 ドイツのルクセンブルク証券取引所はベネ

ズエラ国債の値付けを停止すると発表した。 

 

値付け停止が発表されている銘柄は以下の１２銘柄。 

 

1- Venezuela 9,25% 15/09/2027 

2- Venezuela 9,375% 13/01/2034 

3- Venezuela 7,65% 21/04/2025 

4- Venezuela 6% 09/12/2020 

5- Venezuela 7% 31/03/2038 

6- Venezuela 9,25% 07/05/2028 

7- Venezuela 9% 07/05/2023 

8- Venezuela 8,25% 13/10/2024 

9- Venezuela 7,75% 13/10/2019 

10- Venezuela 12,75% 23/08/2022 

11- Venezuela 11,75% 21/10/2026 

12- Venezuela 11,95% 05/08/2031 

 

全てベネズエラ国債で PDVSA 社債については言及さ

れていない。 

 

１９年１月に米国政府が、米国の法人・個人に対して、

流通市場でのベネズエラ債券の取引を禁止してから、流

動性が著しく落ちた。 

 

この状況を受けて、JP Morgan は EMBI 指数からベネ

ズエラ債を除外すると発表。８月に入り除外プロセスが

始まっている。 

 

ルクセンブルク証券取引所での値付け停止も、これらの

流れを受けてのものだろう。 

 

 

 

「公定レート 並行レートを追いかける」         

 

一時、公定レートと並行レートの差が離れたが現在、両

者のレート差はほとんどなくなっている。 

 

８月５日 AM９時時点の並行レート（「Dolar Today」）

は１ドル約 BsS.１．３万。対する８月２日時点の公定レ

ート（両替テーブル）は１ドル約 BsS.１．２万。 

 

金融機関ごとの両替テーブルの為替レートを見ると並

行レートと同じレートの場合もあり、並行レートに合わ

せる傾向があるようだ。 
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社 会                         

「軍人 銃弾５，０００発の密売で逮捕」            

 

８月２日 ベネズエラ国軍のウィルメル・アルベルト・

ハイメス・ビバス大尉が国家警察の麻薬対策班に逮捕さ

れた。ビバス大尉は銃弾５，１７５発を売却しようとし

ていたようだ。 

 

ベネズエラでは軍部の拳銃や銃弾を盗み、犯罪者グルー

プに売却することを副業にしている軍人も多いようだ。 

 

以上 

 

 


