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（写真）スターリン・ゴンサレス国会第２副議長ツイッター “７～９カ月で大統領選を実施するとコメント” 

 

 

２０１９年４月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「大統領選 ７～９カ月以内に実施を検討」 

「国会 情報発信のためアプリを開発」 

「穏健派野党 大統領府への行進を拒否」 

「急進野党 コンタクトグループの解体を要請」 

経 済                     

「国会 PDVSA２０の利息支払いを決定 

～米国の PDVSA 凍結口座より支払い～」 

「マドゥロ政権 葡政府に１７億ドルの返金要求」 

「DICOM 切り下げ以降、法人の外貨落札はゼロ」 

「米政府 ベネズエラへの海上封鎖を検討」 

２０１９年４月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領  

政府再編のため２０日間の討議期間を発表」 

「米政府 ワシントンのベネズエラ大使館 

グアイド政権の要請あれば、強制執行」 

経 済                    

「CITGO １２億ドルの融資について見解公表」 

「ロイター 中ロは引き続きマドゥロ政権支持」 

社 会                     

「上水道、消毒剤の過剰摂取で健康被害の恐れ」 

「INAC 家族を搭乗させるため飛行機を戻す」 
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２０１９年４月２４日（水曜）             

政 治                       

「大統領選 ７～９カ月以内に実施を検討」       

 

４月２４日 野党が多数を占める国会で、大統領選の実

現に向けた議論が行われた。 

 

国会で選挙プロセス特別委員会の代表を務めるスター

リン・ゴンサレス議員（国会第２副議長）は、大統領選

を実施するためのスケジュールを近いうちに発表する

と明言。 

 

大統領選実施までの期間は、選挙管理員会（CNE）の役

員任命を含めて７～９カ月を想定している。 

 

また、新たな CNE の元で実施する選挙は、自由で公平

で信頼できる選挙になると主張している。 

 

ただし、実現は言うほど容易ではないだろう。 

 

まず、ベネズエラの有権者情報はマドゥロ政権が実権を

握っている現在の CNE が保有している。 

 

野党が独自で有権者情報を作り直すことは技術的には

可能かもしれないが、与党支持者が野党の進める選挙に

登録をすることはないだろう。 

 

そうであれば、与党支持者が抜けた選挙は公平な選挙と

は言えないだろう。 

 

また、CNE 役員の任命も野党国会が勝手に任命するこ

とになるため、必然的に野党支持者が役員になる。 

 

つまり、結果的にマドゥロ政権が行っている選挙と同じ

ようなものになる懸念がある。 

 

 

（写真）TVV 

“新たな大統領選の実施について検討状況を発表する 

スターリン・ゴンサレス国会第２副議長（写真中央）” 

 

「国会 情報発信のため携帯アプリを開発」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.282」で国会は、「国家

通信センター」という組織の発足を決定した。 

 

４月２４日 ベネズエラ国会は、「国家通信センター」

から国会の公式な情報にアクセスするためのツールを

拡大するとして、「Mi Asamblea」というアプリを開始す

ると発表した。 

 

I-Phone の App Store や Google Play などで「Mi 

Asamblea」と検索すれば、同アプリをダウンロードでき

る。 

 

筆者も早速、ダウンロードしてみた。国会のプレスリリ

ースや討議中の法案、国会の委員会メンバーなどの情報

が閲覧できる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08428541554d1ce17cc90cf1e4f5311.pdf
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サイトも比較的しっかりしている印象。ただし、言語は

スペイン語しかないと思われる。 

 

 

 

「穏健派野党 大統領府への行進を拒否」                  

 

グアイド議長が暫定大統領就任を宣言したのが１月２

３日。既に宣言から３カ月が経過した。 

 

米国政府の支援もあり攻勢を強めていた野党陣営だが、

ここにきて小康状態の感がある。 

 

グアイド議長は５月１日にベネズエラ史上最も大きな

反政府デモを実施するとして、支持者の動員を呼びかけ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.281」参照）。 

 

 

 

現時点でグアイド議長は、最終目的地を明らかにしてい

ないが、多くの支持者は目的地が「大統領府（ミラ・フ

ローレス）」になることを望んでいる。 

 

０２年にも大統領府に行進したことがあり、その時は一

時的に故チャベス元大統領を拘束することに成功した。 

 

しかし、大統領府に向かう途中で与野党支持者が衝突し、

銃を使用する暴力的な事件が起き、多くの死者が出た。

この事件は今でも多くのベネズエラ人のトラウマにな

っている。 

 

この流れを受けて、穏健派野党および離反チャビスタが

再び声を上げるようになってきた。 

 

穏健派野党の代表格は、１８年５月の大統領選挙でマド

ゥロ政権の対抗馬として出馬したヘンリー・ファルコン

AP 党首。そして、同選挙で彼をサポートしたクラウデ

ィオ・フェルミン氏。 

 

また、離反チャビスタではファン・バレット氏（０４年

～０８年のカラカス首都区長）など。 

 

彼らは大統領府への行進は政治的な問題を悪化させる

だけとして大統領府への行進を拒否。対話による解決を

求めている。 

 

大統領府に行進し、与野党双方が衝突したとしてもマド

ゥロ政権を崩壊させられるかどうかは分からない。 

 

衝突の結果、死者が出るだけでマドゥロ政権を崩壊させ

ることができなければ、政治的な対立は一層悪化する。

国際社会の制裁が強化されるだけだ。 

その結果、経済情勢は更に悪化し、全ての人にとって不

幸なだけという主張も理解できるだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87805ab3d2df8db31096bded274f7f31.pdf
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「急進野党 コンタクトグループの解体を要請」                  

 

与野党の対立に閉塞感があるからか、グアイド議長が暫

定大統領の就任を宣言して以降、メディアへの露出が減

っていた急進野党も活動を活発化している。 

 

４月２４日 急進野党のリーダーであるベネズエラ主

導党（VV）のマリア・コリナ・マチャド党首はテレビ取

材に応じた。 

 

そこで、欧州連合、ウルグアイなど対話による問題解決

の手段を探る国際グループ「コンタクトグループ」に対

して「何の役にも立たない」として解体を求めた。 

 

「コンタクトグループは発足から既に３カ月が経過し

たが、何の役にも立たなかった。その役割を終えなけれ

ばいけない。 

 

そして、独裁政権を崩壊させることが全ての大前提で、

その後に真の選挙を実施するというリマグループの発

言を聞かなければいけない。」 

と主張した。 

 

欧州連合のフェデリカ・モゲリーニ EU 外交委員長は、

「コンタクトグループ」の発足当時、発足から９０日間

で様子を見て活動を継続するかどうかを再検討すると

発表していた。 

 

「コンタクトグループ」の発足日がいつなのかははっき

りしないが、第１回目の会合が２月７日に実施されてお

り、５月上旬には継続するかどうか、何らかの発表があ

りそうだ。 

 

 

 

 

 

経 済                        

「国会 PDVSA２０の利息支払いを決定       

   ～米国の PDVSA 凍結口座より支払い～」           

 

４月２４日 国会の財政委員会は、４月２７日に利払い

日を迎えるPDVSA２０２０の利息を支払うことを承認

した。 

 

ベネズエラ国債、PDVSA 社債はほぼ全ての債券で支払

いが停止している。唯一、支払いが続いているのが

PDVSA２０２０。 

 

同社債は野党がコントロール下に置いた CITGO の株

式５０．１％が担保に設定されており、同債券の不履行

は野党にとっても問題になるため、今回の決定を下した。 

 

支払い金額は約７，１６０万ドル。 

 

ラファエル・グスマン議員は、「Globovision」のインタ

ビュー番組に出演。 

 

この金額は、米国政府が凍結した米国国内の PDVSA の

凍結口座から支出すると説明している。 

 

野党多数の国会は、PDVSAの並行役員を任命しており、

PDVSA 役員が申請し、米国政府が許可を出せば、凍結

口座から支払いすることは可能との見解を示した。 

 

なお、今回の金額は７，１６０万ドルと比較的小規模な

ので凍結口座から支出できるかもしれないが、６カ月後

の１０月２７日には、９億ドル超の償還が控えている。 

 

凍結口座に９億ドルがあるかどうかは定かではなく、仮

にマドゥロ政権が１０月まで続いた場合、どのように対

処するのかは不透明なままだ。 
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「マドゥロ政権 葡政府に１７億ドルの返金要求」         

 

４月２４日 マドゥロ大統領はポルトガルに対して、同

国の「Novo Bank」口座に拘束されている１７億ドルを

返却するよう要請した。 

 

「ポルトガル政府に対して、Novo Bank にある１７億

２，６００万ドルの資金を奪っていることを認めるよう

求める。その資金はベネズエラ国民の食料、医薬品を輸

入するために使用しなければいけない。 

 

その資金は私の資産ではなく、ベネズエラ国民の資産だ。 

 

ベネズエラには３万人のポルトガル人が住んでいる。 

ベネズエラに住んでいるポルトガル人は自国の政府に

対して凍結している資金をベネズエラに返却するよう

陳情してほしい。」 

と訴えた。 

 

「DICOM 切り下げ以降、法人の外貨落札はゼロ」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.282」で４月２２日に

DICOM レートが１ドル BsS.５，２００に切り下がっ

た記事を紹介した。 

 

現在の DICOM レートは、並行レートとほぼ同じ水準

だが、切り下げ以降、DICOM の落札額が非常に少なく

なっている。 

 

４月２３日の落札額は３４．３万ドルで１９年に入って

最も少ない金額だった。 

 

４月２４日は、約１４万ドルで更に少なくなった。 

また、落札者は全員が個人で、法人の落札は１社もなか

った。 

 

 

翌２５日は、そこから更に減り約６万ドル。同日も法人

の落札はなく、全て個人による落札だった。 

 

落札者が急激に少なくなった理由は２つ考えられる。 

 

１つ目は、外貨需要サイドの問題。 

 

DICOM レートの切り下げで、レートが悪くなったため

法人セクターを中心にドルの買い控えが起きている。 

 

２つ目は、外貨供給サイドの問題。 

 

４月１７日、米国政府はベネズエラ中央銀行に制裁を科

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.280」参照）。 

制裁により中央銀行が DICOM でドルを供給できなく

なった。 

 

４月１８日（木曜）、１９日（金曜）はセマナ・サンタの

ため、DICOM を実施していなかった。 

 

従って、DICOM レートを切り下げた４月２２日は制裁

後、初の DICOM だったことになる。 

 

また、１７年 8 月に米国が初めてベネズエラに金融制裁

を科した時も、制裁以降、６カ月間ほど DICOM が完全

に停止したことがあった。 

 

これらを踏まえると、外貨供給が減った理由は制裁にあ

るのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08428541554d1ce17cc90cf1e4f5311.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/da99827f2c9c4eafae438142ab78deb5.pdf
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「米政府 ベネズエラへの海上封鎖を検討」                  

 

「Vanguardia 紙」によると、４月１０日に米国政府のベ

ネズエラ問題関係者は会合を実施したという。 

 

その会合に参加した米国のシンクタンク「Cohen Group」

に所属するベネズエラの専門家フェルナンド・クルス氏

は、電話インタビューに応じ、 

 

「軍事介入は、近隣国の協力がない限り不可能だが、現

在は軍事介入を容認する雰囲気はない。 

 

他方、海上封鎖のような一段下げた圧力は考えられる。 

他国の支持があれば、トランプ政権がベネズエラの状況

を解決するため海上封鎖を実施するかもしれない」 

とコメントした。 

 

２０１９年４月２５日（木曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領                   

  政府再編のため２０日間の討議期間を発表」        

 

４月２５日 マドゥロ大統領は、政府再編を行うため２

０日間の討議期間を設けると発表した。 

 

討議を通じて、現在の問題に対応するための新体制を構

築するとしている。 

 

以前よりマドゥロ大統領は閣僚再編の必要性について

言及していた。 

 

その後、電気エネルギー相を交代。高等教育科学技術省

を大学教育省と科学技術省に分離した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.273」参照））。両組織の閣僚交代は電力問

題への対応と思われる。 

 

これらの閣僚交代から１カ月近く経過しており、これ以

外の交代はないかと思われたが、更なる交代がありそう

だ。 

 

「米政府 ワシントンのベネズエラ大使館       

    グアイド政権の要請あれば、強制執行」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.282」で紹介した通り、

ワシントンにあるベネズエラ大使館は引き続き「CODE 

PINK」という団体に占拠されている。 

 

また、米国政府は大使館を占拠する活動家に対して４月

２５日までに立ち退くよう通達していた。しかし、彼ら

は期限を過ぎても占拠を続けている。 

 

４月２５日 米国国務省でベネズエラ問題を担当する

エイブラム担当官は本件について言及。 

「ワシントンのベネズエラ大使館を占拠している活動

家については、ベッキオ大使（グアイド議長率いる国会

が任命した在米ベネズエラ大使）と米国安全保障チーム

が協議しなければいけない。 

 

活動家が行っていることはベネズエラの自国領土の侵

害行為だ。彼らは出ていかなければいけない。 

 

仮にグアイド政権が彼らの強制立ち退きを求めるので

あれば、米国政府は強制執行を行う用意がある。」 

とした。 

 

なお、エイブラム担当官が記者会見を行っている途中で

「CODE PINK」の活動家が会見会場に乱入し、会見を

妨害する一幕があった。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e3c08015e184d48fa6c09739ca802f37.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e3c08015e184d48fa6c09739ca802f37.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08428541554d1ce17cc90cf1e4f5311.pdf
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（写真）@Ariel Gold 氏 

“記者会見を妨害する CODE PINK 活動家” 

 

経 済                       

「CITGO １２億ドルの融資について見解公表」            

 

３月２８日 PDVSA の米国会社 CITGO は金融機関か

ら１２億ドルの融資を得たと発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.271」参照）。 

 

本件について CITGO は 

「融資契約は米国のあらゆる法律に則り、競争性があり

公開された環境で行われた。融資契約は違法なものでは

ない。」 

との声明を発表した。 

 

４月２３日にマドゥロ大統領が CITGO の融資につい

て違法行為であると主張。この主張に対する反論。 

 

 

 

 

「ベネズエラ専門家 米国制裁後の原油取引状況」         

 

現地メディア「Bancaynegocios」は、米国のシンクタン

ク「Rapidan Energy Group」や現地経済調査会社

「Ecoanalitica」の専門家らにインタビューを実施。 

 

米国の制裁後のベネズエラの原油取引の状況について

記事を公開した。以下は同記事の要約。 

 

 

米国向けの原油輸出が事実上停止されたことで、

PDVSAは日量５０万バレルの原油を別の市場に向けな

ければならなくなった。 

 

制裁前から PDVSA は原油輸出と引き換えに債務返済

や代物取引をしており、現金になる原油輸出は少なかっ

た。 

他方、米国に輸出していた５０万バレルは、PDVSA が

得られる現金の７５％に相当していた。 

 

制裁後は米国から輸入していた日量１２万バレルの希

釈油の調達先も探さなければならない。 

 

我が社（「Rapidan Energy Group」）の推定値では、１９

年３月の産油量は日量８４万バレルになっている。ベネ

ズエラ国内ではただ同然の価格でガソリンが売られて

いるが、それも限界に来ている。 

 

米国の制裁を受けて、PDVSA は中国やロシアを介して

原油を販売している。Rosneft はベネズエラ産原油の販

売を仲介している事実を否定しているが、彼らが仲介し

ていると思われる。 

 

中国とロシアはマドゥロ政権を延命させている。しかし、

両国への輸出の大部分は債務返済に消えている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b6c85817f2fc2871a617a6e2f63c7f9.pdf
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「上水道、消毒剤の過剰摂取で健康被害の恐れ」            

 

ラファエル・アレアサ社会保険庁元長官は、上水道の水

について、浄水施設が稼働しておらず、不純物を含んだ

水は体に害をなす恐れがあるとしている。 

 

「ベネズエラの水道公社はここ２０年、必要なメンテナ

ンスを怠ってきた。 

 

現在、ほとんどの浄水施設は稼働していない。現在の上

水道の状況は極めて悪い。重金属や水銀、アルミニウム、

バクテリアなどが含まれており、下痢やあらゆる症状を

引き起こす。 

 

過剰な塩素消毒が行われており、上水道に大量のクロロ

が検出されている。多くのクロロを含む水は神経細胞に

悪影響をもたらす恐れがある。 

 

不純物を含む水で治療をすれば、病状は一層悪化する。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

「INAC 家族を搭乗させるため飛行機を戻す」              

 

カラカス―マドリッド間を往復するスペイン系の航空

会社「Plus Ultra」は、ベネズエラのマイケティア空港

から離陸した後、ベネズエラに引き返した。 

 

理由は、民間航空庁（INAC）のカルロス・ビエイラ代

表の家族を搭乗させるためだったと報じられている。 

 

この飛行機は出発時間が定刻から１時間以上過ぎてお

り、更にベネズエラに戻ったためスケジュールが大幅に

乱れた。 

 

 

 

他の乗客は怒り心頭（？）。 

 

飛行機に乗り込む INAC 代表の家族と思われる２名に

対して「出ていけ！出ていけ！」とシュプレヒコールを

上げた。 

 

動画がネットに拡散しているが、不思議と乗客の多くは

楽しそうなのがベネズエラらしい。 

 

 
（写真）@Amanditaz 

“飛行機に搭乗する INAC 代表の家族に罵声を浴びせる

乗客たち” 

 

以上 

 


