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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “マドゥロ政権 米国投資銀行らと債務返済について協議” 

 

 

２０１９年１２月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「最高裁 国会規則変更の改定を無効化」 

「バチェレ弁務官 ベネズエラ情勢について報告 

～人権侵害を訴え、対話による解決求める～」 

「国連 マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識」 

「現地メディア Venepress 事務所閉鎖される」 

「EU 外交委員長 ベネズエラへの経済制裁を否定」 

経 済                     

「マドゥロ政権 債権者と遅延債務支払いを協議 

～原油による代物弁済と見返りの融資を提案～」 

「PDVSA の新たな合弁パートナー」 

２０１９年１２月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「トランプ大統領 ベネズエラ問題への対応は 

フロリダ票とウォール・ストリートに配慮」 

「亡命最高裁 外国にいる議員の投票認める 

～旧亡命最高裁 大統領と議長の分離提案～」 

「西左派政党 マドゥロ政権から資金受領」 

経 済                    

「CENDA １１月の食料費は先月比３０％増」 

「PDVSA 労働者３名をクーデター容疑で拘束」 

社 会                    

「ベネズエラ女性柔道家 東京オリンピック出場」 
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２０１９年１２月１８日（水曜）             

政 治                       

「最高裁 国会規則変更の改定を無効化」       

 

１２月１７日 野党多数の国会は、外国に亡命した国会

議員でも１月５日の国会議長選びで票を投じることが

出来るよう国会規則を変更した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.384」参照）。 

 

１２月１８日 この決定について、マドゥロ政権側の最

高裁は国会の決定を無効と宣言した。 

 

無効の理由は、そもそも国会が無効状態にあり、法律を

変更する権限を有していないため。 

 

また、国会議員、代理議員は国会に実際にいなければ議

決権を行使できないのはあらゆる世界で共通の決まり

だと説明した。 

 

なお、今回の国会規則の無効化を検討するよう要請した

のは与党議員ではない。 

 

CLAP の汚職取引に関与していたとして容疑がかけら

れているルイス・パラ議員、ホセ・ブリト議員、コンラ

ド・ペレス議員など（「ウィークリーレポート No.126」

参照）。それ以外に汚職容疑の告発は受けていないが、

独立野党のレアンドロ・ドミンゲス議員らも連名で最高

裁に無効化を求めた。 

 

また、急進野党も今回の国会規則の変更を非難している。 

 

急進野党で構成される議員団「７月１６日グループ」は、

国会内規の変更について「全く議論されることなく承認

された。これでは与党政権時代と変わらない。」 

と訴えた。 

 

「バチェレ弁務官 ベネズエラ情勢について報告     

 ～人権侵害を訴え、対話による解決求める～」         

 

１２月１８日 国連の難民高等弁務官事務所のバチェ

レ弁務官は、ベネズエラ情勢について報告した。 

 

以下はバチェレ弁務官の主な発言内容。 

 

 

・今年、ベネズエラに訪問し、マドゥロ政権と難民高等

弁務官事務所の事務所をベネズエラに構えることで

合意した。同事務所の職員がベネズエラのあらゆる場

所にアクセスすることについてマドゥロ政権から合

意を得ることが出来た。 

 

・視察後の３カ月間、難民高等弁務官事務所は囚人の収

容施設などを視察した。また、解放された７０名超の

元囚人にインタビューを行った。 

 

・また、この３カ月間で１１８名（男性１０９名、女性

９名）が新たに拘束された。拘束された囚人は十分な

医療ケアを受けておらず、法的手続きの遅れにより不

当に拘束されている。 

 

・ベネズエラには野党政治家への意図的な抑圧行為が

存在する。 

 

・抗議行動観測団体の発表によると、２０１９年だけで

１６，４３９回の抗議行動が起きた。 

 

・あらゆる政治関係者に対して、政治危機・経済危機を

解決するための交渉を再開するよう要請する。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b8551f7bba09a09b09944c848cf14d6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b8551f7bba09a09b09944c848cf14d6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
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基本的にはマドゥロ政権の人権侵害を訴える方向の話

ではあったが、今回求めた問題解決の手段は、米国やリ

マグループの方針ではなく、欧州連合側に近い「交渉に

よる問題解決」であったことが特徴だろう。 

 

なお、急進野党派の人権活動家タマラ・スジュ氏は、バ

チェレ弁務官の報告では、マドゥロ政権による拷問の実

態について触れられていなかったと指摘している。 

 

「国連 マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識」                  

 

１２月１８日 国連で各国を代表する外交官が承認さ

れた。ベネズエラの国連代表大使は引き続きマドゥロ政

権側が担うことになる。 

 

通常であれば、各国を代表する外交官の承認は形式的に

行うだけのもので、特に問題が起きるようなイベントで

はないが、一国に２人の大統領がいるベネズエラについ

ては、特別な意味を持つものになる。 

 

 

（写真）サミュエル・モンカーダ国連代表大使 

 

 

今回の決定を受けて、サミュエル・モンカーダ国連ベネ

ズエラ代表大使は。「ベネズエラの勝利だ」とツイッタ

ーで投稿した。 

 

「現地メディア Venepress 事務所閉鎖される」         

 

１２月１８日  検察庁は、現地ウェブメディア

「Venepress」の事務所閉鎖を承認。閉鎖の理由はテロ

犯罪計画罪、資金洗浄だという。 

 

同日、カラカスのラスメルセデス地区にある「Venepress」

の事務所が SEBIN 職員に包囲された。 

 

全国報道協会は検察庁の決定に抗議。「マドゥロ政権は

表現と報道の自由を侵害している」と訴えた。また、グ

アイド議長も本件について抗議の意を示している。 

 

筆者も「Venepress」は、よく閲覧しているが、報道内

容自体はかなりニュートラルな印象がある。 

 

世論調査会社「Datanalisis」と関係が強いメディアで、

主要野党を支持する姿勢ではあるものの、どちらかと言

えば穏健的な印象があるメディアだった。 

 

反政府的な報道を理由とした攻撃であれば、「Venepress」

よりも遥かに反政府的なメディアも存在するので、同社

への攻撃については多少疑問を感じるところだ。 
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「EU 外交委員長 ベネズエラへの経済制裁を否定」                  

 

１２月１８日 欧州連合の外交政策委員長を務めるボ

レル氏はベネズエラ問題についてコメント。 

「ベネズエラ問題に関しては、現実的な視点に立たなけ

ればいけない」との見解を示した。 

 

「ベネズエラについては今の状況の通りだ。グアイド議

長が暫定大統領就任を宣言して１年間が経過した。彼は

引き続き暫定大統領だが、マドゥロも引き続き政権運営

を続けている。 

 

マドゥロが引き続き政権に居座るのは我々にとっては

問題だ。この問題は抑圧では解決しない。 

 

経済制裁はベネズエラで起きている悲惨な状況を悪化

させる。欧州ではどの国もマドゥロ政権に対して経済制

裁を強化しようとしている国は存在しない。」 

とコメントした。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 債権者と遅延債務支払いを協議     

 ～原油による代物弁済と見返りの融資を提案～」           

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権が、ベネズエラ債券を

保有する米国の投資銀行らと債務再編について協議を

持ったと報じた。 

 

マドゥロ政権側の提案は、原油輸出と食料の物々交換の

スキームに類似している。 

 

具体的には、外国に新たな会社を組織し、原油との代物

交換を提案している。 

 

 

 

 

詳細については報じられていないが、恐らく輸出した原

油の一部を融資返済として差し引き、残りの部分を物々

交換（可能であればユーロなど）で受け取るようなスキ

ームと思われる。 

 

マドゥロ政権側は、収入の一部を人道支援物資購入の原

資としても使用すると説明しているようだ。 

 

「Bloomberg」によると、この会合には少なくとも

「Goldman Sachs」、「Pimco」、「T Row Price」が参加し

たとされる。 

 

他方、この提案についてトランプ政権の内部関係者は

「不可能」との見解を示している。 

米国政府はベネズエラ政府に制裁を科しており、米国の

法人・個人はマドゥロ政権関係者と合意することができ

ないと回答した。 

 

他方、「Bloomberg」は、トランプ政権はマドゥロ政権に

強気な態度を示す一方で、現状を打開する手段が見つか

っておらず、以前と比べてマドゥロ政権に柔軟な態度を

取っていると報じた。 

 

「PDVSA の新たな合弁パートナー」            

 

エネルギー関連情報会社「Argus Media」は、２０２０

年に産油量を日量１５０万～２００万に引き上げるた

め、複数の民間企業を合弁パートナーに認定したと報じ

た。 

 

オリノコ流域の「Junin 地区」の採掘を行う「PetroSur」

は「Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI)」がパ

ートナーになる。同社は、キプロス籍の会社で Repsol の

元社長であるアルフォンソ・コルティナ氏や以前から

PDVSA との汚職疑惑が報じられている「Derwick」の

アレハンドロ・ベタンコート氏が関係する会社のようだ。 
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「Argus Media」によると、「Junin 地区」には１０．３

億バレルの原油が埋蔵されているという。「IPI 社」は初

期投資として４億ドルを支払う予定のようだ。 

 

この地区は元々「CNPC」が保有していた。しかし、２

０１４年に「CNPC」が同地域の採掘から離れていたと

いう。 

 

他にも「PetroDelta」について、向こう３年間で８億ド

ルを支出し、日量１０万バレルまで増産する目標で「CT 

Energy 社」と事業を行うという。 

 

「CT Energy」は、ベネズエラ人のオスワルド・シスネ

ロ氏、パナマ籍「Element Capital Advisors」のフランシ

スコ・ダコスティーノ氏らが役員の会社だという。 

 

他にも「PetroCumarebo」「Baripetrol」「PetroOritupano」

「PetroGuarico」「PetroUrdaneta」なども増産に向けて

民間企業との活動を促進するような動きがあるという。 

 

２０１９年１２月１９日（木曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 ベネズエラ問題への対応は      

   フロリダ票とウォール・ストリートに配慮」        

 

現地メディア「Al Navio」は、トランプ大統領が２０２

０年１１月に予定されている大統領選を踏まえてベネ

ズエラにどのように対応するかを報じた。 

 

「Al Navio」によると、トランプ政権の対ベネズエラ方

針は２つのテーマに左右されるという。 

 

１つ目はフロリダ州票。 

２つ目は金融業界（ウォール・ストリート）。 

 

 

 

トランプ大統領は、フロリダ州の票を獲得するためにマ

ドゥロ政権に厳しい方針を維持すると予測。 

 

他方、制裁は金融業界の不満を拡大させており、これ以

上の強化は難しいという。 

 

これらを踏まえて、フロリダ州票を獲得しながら、金融

業界の不満をこれ以上、拡大させないため「マドゥロ政

権に、厳しく対応しているように見せる」という方針を

取ると予想した。 

 

「亡命最高裁 外国にいる議員の投票認める       

 ～旧亡命最高裁 大統領と議長の分離提案～」           

 

グアイド政権が任命し、マドゥロ政権からの抑圧を受け

て、外国に亡命した最高裁判事により亡命最高裁は組織

されている。 

 

これまで亡命最高裁は、急進野党側の判事がトップを務

めていたが、急進野党がグアイド議長の引きずりおろし

を狙っていることから、亡命最高裁の役員が交代させら

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.378」参照）。 

 

従って、新たな亡命最高裁は主要野党側（グアイド政権

支持）の方針を支持している。 

 

この亡命最高裁は、１２月１７日に国会で承認された国

会規則の変更を承認した。 

 

他方、旧亡命最高裁の裁判長を務めていたアンヘル・マ

ルティン前最高裁判長は、国会議長と大統領を別々にす

るよう提案した。 

 

つまり、グアイド議長は暫定大統領を続けながら、国会

議長は別の人物が務めるという提案。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf64446f32ac91916489fd58af945d95.pdf
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ただ、グアイド議長が暫定大統領でいられる根拠は彼が

国会議長だからである。 

 

憲法では 

「大統領が不在になった場合、残りの任期が２年を切っ

ていない場合、次の大統領選が実施されるまでの３０日

間は国会議長が大統領を代行する」 

と書かれている。 

 

従って、国会議長でなくなったグアイド議長が大統領を

続けることは、明確な憲法違反になる。 

 

基本的にはグアイド議長が国会議長を継続し、暫定大統

領を続けることになりそうだ。 

 

「西左派政党 マドゥロ政権から資金受領」         

 

スペインメディア「OKDIARIO」は、スペイン左派政党

「PODEMOS」のパブロ・イグレシアス党首がマドゥロ

政権から２０１４年に２７２，３２５ドルを受け取って

いたことが確定し有罪になったと報じた。 

 

「OKDIARIO」によると、イグレシアス党首にはタック

スヘイブンであるグラナディン諸島にある「Banco Euro 

Pacific」のイグレシアス氏名義の口座に支払いがされて

いたという。 

 

また、PODEMOS は、２０１６年５月に最初にこの情

報を報じた「OKDIARIO」を名誉棄損で訴えていたが、

この情報が正しかったことを理由に訴えは棄却された

という。 

 

サンチェス政権はPODEMOSと連立政権を組織するこ

とで合意していた。今回の判決を受けて、スペイン政治

がどのようになっていくのか（対ベネズエラ方針がどの

ように変わるか）は現在のところ分からない。 

 

経 済                       

「CENDA １１月の食料費は先月比３０％増」            

 

ベネズエラには「CENDA」と「CENDAS-FVM」とい

う２つの生活費調査団体が存在する。 

 

基本的に「CENDA」の方が、低所得者向けの調査にな

る。 

 

「CENDA」が公表した１９年１１月の基礎食料費（５

人家族が通常の生活をした場合に必要になる食費）は先

月比３０．３％増の BsS.５５４万３，０８４。この費用

はドル建てでみると約１４２．２ドルになる。 

 

以下は１８年１１月～１９年１１月までの食料費（青色

の線）と、先月比インフレ率（赤色の棒）。 

多くの調査と同じように１９年２月頃からインフレ率

は以前と比べて多少落ち着いている。 
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「PDVSA 労働者３名をクーデター容疑で拘束」         

 

１２月１９日 パラグアナ製油所で２０年以上、勤務し

ていた PDVSA 労働者３名が拘束された。 

 

PDVSA によると、同職員３名はサボタージュを企てた

という。 

 

１２月１２日深夜３時。同製油所で火災が発生した。 

火災は消防隊により数分で消化されたが、その調査の結

果、３名が関与したと報じられている。 

 

ただし、PDVSA は施設の稼働に協力的ではない職員に

対して何らかの理由を付けて拘束することがある。 

今回もそのような理由により拘束されたのかもしれな

い。 

 

拘束されたのは２２年の勤務経験があるフレディ・レイ

ノサ氏。２９年の勤務経験があるネルソン・ブスティー

ジョ氏。３０年の勤務経験があるファン・メディナ氏。 

 

社 会                       

「ベネズエラ女性柔道家 東京オリンピック出場」            

 

ベネズエラは思いのほか、空手を習っている子供が多い。 

 

街を歩くと、空手着を着た子供が歩いているのを見かけ

るのはそこまで珍しくない。 

 

柔道はそこまで有名ではないが、柔道を習うベネズエラ

人も稀にいる。 

 

今回は、東京オリンピック２０２０に出場することにな

ったベネズエラ人女性を紹介したい。 

 

 

 

２０２０年の東京オリンピックにベネズエラ代表とし

て出場するのはアンリケリス・バリオス氏。 

 

彼女はボリバル州出身の２６歳。１２歳から柔道を始め

たという。スポーツ奨学制度に合格し、東京大学で柔道

を学んだこともあるようだ。 

 

また、米国の制裁により政府はスポーツに支出できる予

算が限られており、今回の渡航は自費になっている。 

 

彼女には渡航するお金は無かったが、日本プロ野球のア

レックス・ラミレス監督（ラミレス監督もベネズエラ人）

が彼女の日本への渡航費、滞在費を支援すると報じられ

ている。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“東京オリンピック２０２０に出場する 

アンリケリス・バリオス氏” 

 

以上 

 


