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（写真）大統領府 “８月２０日 マドゥロ大統領、米国政府との交渉を承認” 

 

 

２０１９年８月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「カベジョ制憲議長 

米国関係者との会談について肯定も否定もせず」 

「グアイド政権交渉団 米国へ訪問」 

「ロドリゲス副大統領、ロペス国防相 ロシア訪問」 

「８２％は年内でのマドゥロ大統領交代を希望」 

経 済                     

「ロシア ベネズエラ制裁の結果対米取引が増加」 

「FARMATODO 外国口座からの支払い受付」 

社 会                     

「カラカス主要都市で停電」 

 

２０１９年８月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 米国との交渉を承認 

～これまでの対話方針を転換～」 

「グアイド議長 ２０年以降も大統領を続投」 

「グアイド政権 ギリシャ、イスラエル大使任命」 

「米国 アイサミ氏の所在情報に懸賞金」 

「台湾 ベネズエラに３．５トンの物資を支援」 

経 済                    

「ベネズエラの地価 ラ米で最も安い」 

社 会                     

「今度はカラカス、他１０州で停電」 
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２０１９年８月１９日（月曜）             

政 治                       

「カベジョ制憲議長                  

 米国関係者との会談について肯定も否定もせず」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.332」で、カベジョ制

憲議長が極秘に米国政府関係者と会合を持ったとの報

道を紹介した。 

 

８月１９日 カベジョ制憲議長はこの報道について言

及。 

 

「私は誰とも面談する用意がある。しかし、３つの大前

提がある。 

１つ目は、マドゥロ大統領の承認を得ること。 

２つ目は、自分自身のことを話すのではなく、ベネズエ

ラのことを話すこと。米国は制裁で我々が屈すると考え

ているがそれは間違いだ。 

３つ目は、ベネズエラで会談を行うことだ。」 

と述べた。 

 

コメントから分かる通り、カベジョ制憲議長は米国政府

関係者と会談したことを認める発言はしていないが、否

定もしていない。 

 

翌日、マドゥロ大統領が米国政府との交渉を行うことを

許可すると発表している。 

 

この発言から想像するに、カベジョ制憲議長が米国政府

関係者と面談したのは事実だろう。 

 

ただし、カベジョ制憲議長はマドゥロ大統領に事前に承

認を得た上で、米国政府関係者と会ったと考えた方が良

さそうだ。そうであれば、必ずしもマドゥロ政権を裏切

る前提での面談だったとは言えないだろう。 

 

「グアイド政権交渉団 米国へ訪問」         

 

８月１９日 ロイター通信は、グアイド政権の与野党交

渉をしていた代表団が米国に訪問すると報じた。 

 

野党交渉団の米国訪問目的は、これまでの交渉の内容や

与党側が提示してきた条件などを米国政府関係者に伝

えるためだという。 

 

これまでの報道では、マドゥロ政権側は１年以内に大統

領選のやり直しをすることで合意したが、「経済制裁の

緩和」と「次の大統領選が行われるまで、マドゥロ大統

領が政権を担うこと」を求めたとされる。 

 

しかし、米国政府はこの条件を拒否し、追加制裁を発動

したと報じられている。 

 

「ロドリゲス副大統領、ロペス国防相 ロシア訪問」                  

 

ロシア外務省の報道官は、デルシー・ロドリゲス副大統

領が今週ロシアへ訪問すると発表した。 

 

先週はロペス国防相がロシアを訪問しており、相次いで

重要閣僚がロシアを訪れている。 

 

前述の通り、野党側は米国政府に交渉の状況を報告して

いる。 

 

マドゥロ政権もロシアに交渉の状況やマドゥロ政権の

スタンスなどを報告し、今後の方針を検討しているもの

と思われる。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86840f170bac685952e072ebfc920eb3.pdf
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「８２％は年内でのマドゥロ大統領交代を希望」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」は、同社が実施した世論調

査の結果を公表した。調査は７月１３日～２９日にかけ

て、実施したもの。 

 

同資料によると、回答者の８５．１％はマドゥロ政権の

政治運営について否定的に評価。１２．９％は好意的に

評価した。 

 

また、８２％は、マドゥロ大統領が２０１９年中に大統

領を降りるべきだと考えているという。 

 

「ベネズエラに問題を引き起こしている責任者」につい

ては、７０．６％が「マドゥロ大統領」と回答した。 

 

他、「ベネズエラが直面している最も深刻な危機は何

か？」との質問について、６４．８％は「経済」と回答。

１８．３％は「社会」と回答。１６．３％が「政治」と

回答した。 

 

他、与野党交渉による解決を支持するとの回答は全体の

５０．５％だったという。 

 

経 済                        

「ロシア ベネズエラ制裁の結果対米取引が増加」           

 

ロシアのテレビ局「RBC」は、２０１９年１月～５月の

間のロシアと米国の貿易取引が、前年同期と比べて３倍

増加したと報じた。 

 

米国政府が PDVSA への制裁を強化した時期と重なっ

ている。どこまで関係があるのかは定かではないが、ベ

ネズエラへの制裁で不足した分をロシアが補っている

可能性があると報じられている。 

 

 

筆者も１９年１月に米国政府が科した PDVSA への制

裁後の米国の原油輸入統計を確認したことがあるが、確

かにロシアからの原油輸入が増えていたことを記憶し

ている。 

 

Rosneft は、ベネズエラ産原油の販売仲介をしていると

の報道もある。 

 

もし、制裁で米国の企業が PDVSA から直接原油を購入

できなくなった結果、Rosneft を介してベネズエラ産原

油を輸入しているとすれば驚きだろう。 

 

「FARMATODO 外国口座からの支払い受付」         

 

ベネズエラには「FARMATODO」というドラッグスト

アがある（本社はコロンビア）。 

 

全国的に展開している規模の大きなドラッグストアで、

少なくとも筆者が駐在していた頃は２４時間営業をし

ている店舗もあった。 

 

FARMATODO は、新たな支払い方法として、外国から

ベネズエラ国内に住む家族や知人のために支払いを行

うシステムを導入した。 

 

 

（写真）FARMATODO 
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もちろん外国に口座があれば、自分自身で支払うことも

可能。FARMATODO の決済アプリケーションから外貨

あるいは Paypal、Zelle で決済が可能という。 

 

 

（写真）FARMATODO ツイッター 

 

社 会                        

「カラカス主要都市で停電」                  

 

８月１９日 電力公社「Corpoelec」は、カラカスのバ

ルータ市、エル・アティージョ市、リベルタドール市の

３都市で停電が起きたと発表した。 

 

地域では、「El Cafetal」「Lomas del Sol」「Cerro Verde」 

「Llano Verde」「Los Naranjos」「Los Pomelos」「Santa 

Clara」「Santa Elena」。 

「El Paraíso」「La Vega」「La Paz」「Las Fuentes」「Loira」

「 Washington 」「 Bella Vista 」「 La Guayanita 」「 La 

Quebradita」「Vista Alegre」「La Veguita」「Deyber」 

など。 

 

報道では午後９時４５分時点でも引き続き停電したま

まと報じられている。 

 

 

２０１９年８月２０日（火曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国との交渉を承認        

        ～これまでの対話方針を転換～」        

 

８月２０日 マドゥロ大統領は、紛争を解決するため米

国政府との交渉を承認すると発表した。 

 

「我々は数カ月前から米国政府との協議を継続してい

る。トランプ政権がベネズエラの真実に耳を傾け、ボリ

バル革命を尊重させるために対話を継続している。 

 

トランプ政権との対話は私の承認の下で行われている

ことだ。紛争を解決するため、様々な政府関係者が米国

政府にコンタクトしている。」 

と発言した。 

 

ここ数日の動きを見る限り、どうやらマドゥロ政権は対

話の方針を転換したと思われる。 

 

具体的に言えば、交渉相手をグアイド政権からトランプ

政権に変えたのではないか。 

 

５月中旬からノルウェー政府の仲裁でグアイド政権の

対話窓口と交渉を続け、制裁緩和を働きかけたが、制裁

は強化される一方。 

 

従って、マドゥロ政権から見れば、グアイド政権と交渉

しても意味がないと言える。 

 

マドゥロ政権は、制裁緩和について直接要請するために

グアイド政権を越えて、米国政府と対話しようとしてい

ると思われる。 

 

グアイド政権の交渉団が米国を訪問する理由も、米国側

に交渉主体が移ったためと思われる。 
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「グアイド議長 ２０年以降も大統領を続投」           

 

８月２０日 グアイド議長は、２０２０年１月以降も大

統領職を継続する意向を示した。 

 

「私が科せられた役割は自由選挙を実施することだ。私

は暫定大統領として、出来るだけ早いうちに大統領選挙

を実施する。 

 

ベネズエラは独裁政権に乗っ取られており、国を立て直

す必要がある。憲法の決まりを全うできるまでは大統領

を継続する。」 

とコメントした。 

 

ベネズエラの憲法では、大統領不在時には国会議長が暫

定大統領を担う（大統領の任期が残り２年だけになった

場合は副大統領が大統領を担う）と書かれている。 

 

つまり、グアイド議長が２０２０年以降も暫定大統領を

続けるというのであれば、２０２０年の国会議長は引き

続きグアイド議長ということになりそうだ。 

 

「グアイド政権 ギリシャ、イスラエル大使任命」         

 

８月２０日 国会はギリシャとイスラエルのベネズエ

ラ代表大使を任命した。 

 

イスラエルは早い段階でグアイド政権をベネズエラの

政府と認識していたが、ギリシャはしばらくグアイド政

権をベネズエラ政府と認識していなかった。 

 

しかし、途中からグアイド政権をベネズエラ政府と認識

するスタンスに変わっていた。 

 

 

 

 

在イスラエル・ベネズエラ代表大使は Pynchas Brener 

Cukier 氏。 

 

在ギリシャ・ベネズエラ代表大使は Eduardo Massieu 

Paredes 氏。 

 

「米国 アイサミ氏の所在情報に懸賞金」         

 

「ABC ニュース」は、米国政府がアイサミ経済担当副

大統領を拘束するため、逮捕につながる有力な情報を提

供した人に報奨金を支払うことを検討していると報じ

た。 

 

逮捕の理由は麻薬密売。 

７月３１日 米国の移民税関管理局（ICE）は、「ICE が

最も捜索している人物１０名」のリストにアイサミ経済

担当副大統領を入れていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.325」参照）。 

 

ABC ニュースが米国関係者から得た情報によると、５

００万～１，０００万ドルの報奨金を支払うことを検討

しているようだ。 

 

仮にアイサミ経済担当副大統領が拘束された場合、有罪

は確実で３０年以上の懲役が科せられる。 

 

「台湾 ベネズエラに３．５トンの物資を支援」         

 

８月２０日 国会のヘスス・ヤネス議員は、ベネズエラ

への人道支援として台湾が医薬品３．５トンを支援した

と発表した。 

 

送られた支援物資は、非政府組織（NGO）を通じて全

国１０州の市民に配られ、１０．６万人が裨益するとし

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfe8cc36b6fbcfc5e28885d6bae0f68e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfe8cc36b6fbcfc5e28885d6bae0f68e.pdf
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経 済                       

「ベネズエラの地価 ラ米で最も安い」            

 

カラボボ不動産商工会のジュセッペ・ピノ代表は、ベネ

ズエラの地価はラテンアメリカ地域の中で最も安いと

言及した。 

 

「首都カラカスの地価と、リマ、ボゴタ、キトなど他の

国の首都の地価を比べると、カラカスが最も安い。 

 

カラカスの地価は１平米辺り５００～８００ドルとな

っている。一方で、他の国の首都の地価は１平米辺り２，

０００～３，０００ドルとなっている。」 

と述べた。 

 

社 会                       

「今度はカラカス、他１０州で停電」                  

 

８月１９日にカラカスの主要都市で起きた停電は、一度

は復旧したようだが、翌２０日の午前には再び停電が起

きた。 

 

しかも、今回はカラカス以外に１０州（バリナス州、フ

ァルコン州、グアリコ州、ミランダ州、モナガス州、ポ

ルトゥゲサ州、トゥルヒージョ州、バルガス州、ヤラク

イ州、スリア州）も停電したと報じられている。 

 

特にカラカスの停電は深刻だったようで、地下鉄は停止。

地上鉄道も停止。自宅へ帰るための唯一の公共交通機関

はわずかな公共バスだけだったようだ。 

 

Corpoelec は昼過ぎにはカラカスの電力が復旧したと発

表したが、ツイッターでは復旧していないとのコメント

が殺到した。 

 

 

 

 

（写真）La Patilla “公共バスを待つ行列” 

 

以上 

 

 


