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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド議長 与野党交渉の模索再開を発表” 

 

 

２０１９年７月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「今週 与野党対話を再開」 

「大統領選 ７５０万人超の登録変更が必要」 

経 済                     

「米国裁判所 Crystallex の賠償金回収権を確認  

～野党側 PDVSA 役員は裁判所の決定に抗議～」 

「IMF ベネズエラのインフレ見通しを修正」 

「BANDES ウルグアイ口座に多額の不正資金？」 

社 会                     

「移民多様化ビザ ベネズエラから１０００人超」 

「ベネズエラ混乱の写真が賞受賞」 

２０１９年７月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「米国上院議会 TPS 採決を延期」 

「アルバン市議の拷問証拠写真 公開される」 

「露 ８月６日のベネズエラ問題会合不参加」 

「会計監査総長 資産報告期限を８月末に延長」 

経 済                    

「ショッピングセンターの来場者数２０％減」 

「畜産団体 食肉の自給率は３５％」 

「経済危機はマドゥロ政権にとって追い風？」 

社 会                     

「８月１日実施ミスベネズエラ大会 出場候補」 
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２０１９年７月２９日（月曜）             

政 治                       

「今週 与野党対話を再開」              

 

７月２９日 現地メディア「El Nacional」は、今週与野

党交渉の模索が再び行われると報じた。 

 

野党関係者からの情報のようで、現時点では何日に実施

するのかは判明していないという。 

 

与野党ともに交渉窓口は変わらないが、付き添いのサポ

ートグループが交代するとしている。 

 

翌７月３０日にはグアイド議長自身が対話の継続を発

表した。 

 

今週中にバルバドスで再び対話が行われるが、日程につ

いては交渉の仲裁国であるノルウェー政府が決定する

としている。 

 

一部のメディアでは７月３１日（水曜）に実施される可

能性があると報じている。 

 

ただし、先行きは楽観視できない。 

 

マドゥロ政権は、グアイド議長のボディーガード２名を

武器密売容疑で拘束。 

 

野党多数の国会は、米国を盟主とする集団的自衛権を謳

った「米州相互援助条約（TIAR）」への加盟を承認。 

 

共に歩み寄ることが出来ていない。 

 

 

 

 

「大統領選 ７５０万人超の登録変更が必要」         

 

ベネズエラの選挙問題を専門に扱う市民団体「Sumate」

は、仮に自由で透明で競争性のある選挙を実施しようと

した場合、７５５万３，４４０人の選挙登録の変更が必

要と公表した。 

 

ベネズエラの有権者数はおよそ２，０００万人なので、

この発表が事実だとすれば１／３以上の人の選挙登録

を変更する必要があることを意味する。 

 

具体的には、２７４．５万人が登録内容を変更できてお

らず、２３１．９万人はベネズエラ国内にいながら有権

者登録が完了していない。 

また、外国に居住し１８歳を超え、選挙権を得たベネズ

エラ人９１．５万人が有権者登録を完了していない。 

残りの約１５０万人は選挙会場を変更する必要がある

という。 

 

Sumate は、本当の意味で自由で透明な選挙を行うため

には選挙登録が必要で、どんなに早く手続きが進んだと

しても２カ月はかかるだろうとした。 

 

他、投票会場が与党側に有利に働く場所になっており、

投票会場の設置場所の見直しも必要とした。 
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経 済                        

「米国裁判所 Crystallex の賠償金回収権を確認     

 ～野党側 PDVSA 役員は裁判所の決定に抗議～」           

 

７月２９日 米国連邦裁判所は、Crystallex が接収賠償

金として PDVSA から１４億ドル相当の資産を回収す

る権利を改めて認めた。 

 

Crystallex は、１４億ドルの賠償金回収手段として、米

国にある PDVSA 子会社 Citgo の持ち株会社「PDV 

Holdings」の株式を売却することを要請。裁判所から許

可を受けていた。 

 

しかし、１９年に入り CITGO がグアイド政権のコント

ロール下に入ったことで賠償金回収に向けた動きが停

止していた。 

 

しかし、今回の決定を受けて改めて CITGO が危機にさ

らされた。グアイド政権側が任命した PDVSA の役員は、

同決定に異議を唱え、決定を覆すための法的措置を取る

との姿勢を示した。 

 

本件に関して「Argus Media」は Crystallex 側のスポー

クスマンを取材。 

 

Crystallex は、Citgo が暫定政権のコントロール下に入

ってから暫定政権に対して接収賠償金の合意に向けて

交渉を求めていることを明らかにした。 

 

以前、問題が前進しないようであれば、９月に資産回収

のための競売を実施する可能性があると報じた。 

 

また、グアイド政権は米国政府に対して、CITGO の資

産を保護するための特別令を発令するよう要請してい

たが、記事では米国政府に特別令を発令する意思は無さ

そうだと報じている。 

 

「IMF ベネズエラのインフレ見通しを修正」                  

 

７月２９日 IMF で西半球担当ダイレクターを務める

アレハンドロ・ワーナー氏は、２０１９年のベネズエラ

のインフレ見通しを大幅に修正すると発表した。 

 

これまで IMF は、２０１９年のインフレ率を前年比１，

０００万％と予想していたが、１００万％に修正した。 

 

なお、物価上昇が予想より下がったことはベネズエラ経

済が回復基調にあることを意味しないと補足。引き続き

ベネズエラは厳しい経済状況が続いていると説明した。 

 

預金準備率の引き上げ、為替レートを並行レートに近づ

けるなど一連の金融政策の変更とドル経済化など複数

の要因によりベネズエラの物価は１８年当時よりは落

ち着く傾向にある。 

 

物価調査団体「CENDAS-FVM」は、１９年６月の基礎

食料費が先月比２．８％増と発表（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.322」参照）。国会は同月のインフレ率を先月比

２４．８％増としている（「ベネズエラ・トゥデイ No.316」

参照）。 

 

他方、GDP 成長率については大幅に下方修正しており、

これまで１９年の GDP 成長率を前年比△２５％として

いたところを同△３５％に修正した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.321」参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7670b7bcda3e6d84a6d5b9594c8d247f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7670b7bcda3e6d84a6d5b9594c8d247f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30523d0440d34951d9dcffa25aa7e00a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92cf2a7e29a1d6f8817e216d36e07b20.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/92cf2a7e29a1d6f8817e216d36e07b20.pdf
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「BANDES ウルグアイ口座に多額の不正資金？」         

 

ウルグアイ国民党のロドリーゴ・ゴニョ議員は、同国の

ダニロ・アストリ経済相に対して、ウルグアイにある

BANDES 口座のこれまでの取引履歴を調査するよう要

請した。 

 

ゴニョ議員は、 

「ウルグアイにある BANDES 口座にベネズエラの資金

が流れ、同口座を通じて闇取引が行われた。」 

と訴えた。 

 

１９年３月、米国政府はベネズエラの資産が不正に流出

しているとして、BANDES など国営銀行を制裁リスト

に加えた。その際に、ウルグアイにある BANDES も制

裁対象となった（「ベネズエラ・トゥデイ No.269」参照）。 

 

社 会                       

「移民多様化ビザ ベネズエラから１０００人超」            

 

米国政府は、２０２０年の移民多様化ビザプログラム

（DV-２０２０）の実績を公表した。 

 

移民多様化ビザは、米国への移民率が低かった国々を対

象に年間約５万件永住権が発効されるプログラム。 

 

簡素な要件を満たした対象国の人々に対して、コンピュ

ーターのランダム抽選でビザが発行される仕組みにな

っている。 

 

２０２０年、同プログラムで永住ビザが発行された数は

５．５万件。１，４００万人が同プログラムに申請した

という。 

 

 

 

 

その中でベネズエラ人は最も多く永住ビザを受けた国

の一つとなったようで、その数は１，０６８名。 

なお、２０１９年のプログラムで永住権を獲得したベネ

ズエラ人は１，２８２名で、昨年よりは少なかった。 

 

「ベネズエラ混乱の写真が賞を受賞」                  

 

ベネズエラの反政府デモの衝突の様子を撮影したカメ

ラマン Loureiro Fernandez 氏がヴィル・デ・ペルピニャ

ン・レミ・オシュリク賞を受賞した。 

 

下の写真は２０１５年２月のタチラ州での反政府グル

ープと治安維持部隊との衝突を撮影したもの。もう１枚

は赤ん坊を抱きながら、空っぽの冷蔵庫の前で下を向く

女性の写真。 

 

 

 

（写真）Ville de Perpignan Rémi Ochlik 受賞サイト 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年７月２９日～７月３０日報道            No.３２４   ２０１９年７月３１日（水曜） 

5 / 8 

 

２０１９年７月３０日（火曜）             

政 治                       

「米国上院議会 TPS 採決を延期」           

 

ベネズエラ人への特別滞在ビザ（TPS）承認を巡り米国

の議会が揺れている。 

 

同法案は７月２３日に一度、下院議会で共和党の反対多

数により否決されたが、その後２５日に再審議され、可

決された（「ベネズエラ・トゥデイ No.322」参照）。 

 

法案が発効するまでのプロセスとして、下院議会で承認

後に上院で議論され、決議が取られる。 

 

７月３０日に同法案について上院議会で議論される予

定だったが、共和党議員らの反対があったようで、同日

の決議は見送られた。 

 

同法案を提出した民主党議員は、 

「トランプ政権は言葉ではベネズエラの民主主義解決

を主導しているように見えるが、肝心なテーマでは一貫

してベネズエラを見捨てている」 

と共和党の姿勢を非難した。 

 

米国でベネズエラ問題について特に発言の多いマルコ・

ルビオ議員（共和党）は、同法案の承認を求める立場に

あり、共和党内で働きかけを行っているようだが、７月

３０日時点で決議は絶対に通過しないとの見方を示し

た。 

 

上院議会は８月 2 日を最後に、約１カ月の夏季休会に入

るため、ベネズエラ人への TPS 承認について議論され

るのは休会明け（９月６日以降）になるとの見解を示し

た。 

 

 

 

「アルバン市議の拷問証拠写真 公開される」           

 

１８年１０月 第一正義党（PJ）所属のリベルタドール

市議であるフェルナンド・アルバン市議が SEBIN 拘束

中に死亡した事件があった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.200」参照）。 

 

マドゥロ政権側は、アルバン市議が SEBIN の１０階の

窓から飛び降り自殺を図ったと説明。野党側は拷問によ

る死亡だと訴えている。 

 

アルバン市議の遺体は火葬され、既に検死をすることが

出来ない状態だ。 

 

７ 月 ３ ０ 日  マ イ アミの テ レ ビ 番 組 「 Alo Buenas 

Noches」でフェルナンド・アルバン市議の拷問跡を証明

するとされる写真が公開された。 

 

写真にはビルから落ちた後のアルバン市議の遺体の写

真や同氏の体に残っていた拷問の跡とされる複数の傷

が確認された。 

 

写真を見る限り、切り傷が多く、死亡につながるような

致命的な傷ではないようだが、拘束中に拷問されたと思

えるような傷跡だった。 

 

「露 ８月６日のベネズエラ問題会合不参加」         

 

リマグループは、ベネズエラ問題の解決のため、グアイ

ド政権を支持する欧米諸国はもちろん、マドゥロ政権に

協力的なキューバ、中国、ロシアなども含めて会合を行

うよう呼びかけていた。 

 

同会合は８月６日にペルーで開催される予定となって

いる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7670b7bcda3e6d84a6d5b9594c8d247f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
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７月３０日 ロシアのラブロフ外相は同会合について

ロシアは参加しないとの意向を明らかにした。 

 

同国が会合に参加しない理由は、リマグループがマドゥ

ロ政権の代表を招待していないことだという。 

 

欧州連合が中心となっているコンタクトグループが呼

びかける会合であれば、ロシアは参加する可能性が高い

が、リマグループは親米グループであり、同グループが

イニシアティブをとる会合に参加しないのは自然なこ

とと言えるだろう。 

 

なお、中国やキューバについては会合に参加するかどう

かは明らかになっていない。 

 

「会計監査総長 資産報告期限を８月末に延長」         

 

７月１日 エルビス・アモロソ会計監査総長は、２０１

９年の資産実態の更新作業を開始すると発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.312」参照）。 

 

同更新作業は、大統領、閣僚、知事、議員など約１４万

７，７６９名の公職者が対象となっている（当初、１４．

６万人と説明されていたが、更新されたと思われる）。 

 

当初、申請期限は７月３１日までとされていたが、アモ

ロソ会計監査総長は提出期限を延長。８月末までに資産

状況を報告するよう関係者に要請した。 

 

期限を延長する理由について、停電が起き申請システム

にイレギュラーが発生したため、期限内に報告が完了で

きない人がいると説明した。 

 

なお、現時点での提出件数は７万２５件で、７万７，７

４４件が未申請だという。 

 

 

経 済                       

「ショッピングセンターの来場者数２０％減」            

 

ベネズエラ・ショッピングセンター協会（Cavececo）の

クラウディオ・イトリアゴ代表は、ウェブメディア「Vivo 

Play」のインタビュー番組に出演。ショッピングセンタ

ーへの来場者が激減しているとコメントした。 

 

来場者数は全国的に１５～２０％ほど減少していると

コメント。 

 

電力不足でショッピングセンターに電力が供給されて

おらず、水やガスなども止まることがあると説明。 

レストランなどは水を別途購入する必要に迫られ、通常

の商業活動が続けられる状況ではないと現状を訴えた。 

 

自衛策として自家発電を設置するショッピングセンタ

ーが増え始めているようだ。 

 

 

（写真）Sambill 

“カラカスのショッピングセンター”Sambill“” 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa6c39f157731382714132e47ef53e8e.pdf
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「畜産団体 食肉の自給率は３５％」         

 

ベネズエラ畜産連合会（Fedenaga）のルイス・パラド副

代表はラジオ局「Union Radio」の番組に出演。 

 

ベネズエラの畜産業の現状について、国内食肉需要の３

５％を賄っているとした。 

 

ベネズエラは以前から輸入依存型の国で、食料自給率は

３０～４０％程度と言われていた。 

そのため、個人的には現在３５％というのは思ったより

高い数字に感じる。 

 

「経済危機はマドゥロ政権にとって追い風？」              

 

米国投資銀行「Torino Capital」のベネズエラ担当リサ

ーチャーであるフランシスコ・ロドリゲス氏は、テレビ

番組に出演。 

 

「国民の空腹はマドゥロ政権を崩壊させない。経済苦境

はマドゥロ政権に力を与えてしまった。」との見解を示

した。 

 

ロドリゲス氏は発展進歩党（AP）のファルコン党首の

経済顧問であり、米国の制裁に批判的な人物。経済制裁

が結果的にマドゥロ政権を存続させてしまっていると

言いたいのだろう。 

 

他、現在の野党の方針について、「提案するだけではな

く信頼されるよう努力しなければいけない」と訴えた。 

 

一例として 

「野党は軍人や与党政治家への恩赦法を可決したが、

我々、経済学者はその実効性を重視する。私の見解では、

野党は恩赦法を提案したが、彼らに信頼されなかった。」 

と補足した。 

 

社 会                       

「８月１日実施ミスベネズエラ大会 出場候補」            

 

８月１日に現地メディア「Venevision」でミスベネズエ

ラコンクールが放送される予定だ。２３州１首都区から

選出された２４名の代表が出場する。 

 

視聴者の投票も呼び掛けており「Miss Venezuela」の運

営サイトで候補者に投票することが出来る。 

参考までに今年の候補者を掲載したい。 
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