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（写真）大統領府 “８月７日 与党側 米国の制裁を理由に与野党交渉の模索への参加を拒否” 

 

 

２０１９年８月７日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 与野党交渉の模索を離脱？ 

～野党は米国に操られている～」 

「急進野党と主要野党 制裁を巡り対立表面化」 

「スイス マドゥロ政権高官に個人制裁」 

「中国・ロシア 米国の経済制裁を非難」 

「欧州連合 司法域を超える米国の制裁を非難」 

経 済                     

「Rosneft 優遇条件でベネズエラのガス田開発」 

「中国 ベネズエラで事業拡大」 

「Tienda CLAP ペトロ建ての決済を開始」 

２０１９年８月８日（木曜） 

 

政 治                    

「最高裁 制裁を肯定する意見に罰則 

～野党への圧力強化の方針で与党一致か～」 

「国連 制裁が経済に与える影響を懸念」 

「ブラジル マドゥロ政権高官の入国を禁止」 

経 済                    

「国会 １９年７月のインフレ率３３．８％増」 

「Repsol ベネズエラ事業の資産３．９億ユーロ」 

「シェブロン 制裁が自社に与える影響を懸念」 

社 会                     

「家族送金は平均月額４０ドル」 
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２０１９年８月７日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 与野党交渉の模索を離脱？         

       ～野党は米国に操られている～」       

 

８月７日 マドゥロ政権は、８月８日～９日にかけて予

定していた与野党交渉の模索に参加しないと発表した。 

 

理由は８月５日に米国政府が科した経済制裁（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.327」参照）。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相 

“マドゥロ政権 与野党交渉の模索からの離脱を表明” 

 

 

 

マドゥロ政権側が発表した発表文を要約すると以下の

通り。 

 

 

今週予定されていた与野党交渉の模索に出席するため、

既にグアイド議員の交渉団はバルバドスに到着してい

るが、マドゥロ大統領は、トランプ政権の交渉を邪魔し

ようとする野蛮な攻撃を理由に今回は交渉団を派遣し

ないことを決めた。 

 

 

上記の発表を受けて、マドゥロ政権が与野党交渉から離

脱したとの報道がされているが、文章を読む限りでは、

「今回の交渉について参加しない」と表明したのみで、

対話自体から離脱したとは書かれていない。 

 

今回の制裁を受けて与野党交渉が完全に暗礁に乗り上

げる可能性はあるが、そう遠くないうちに再開する可能

性も十分にありそうだ。 

 

マドゥロ大統領は、米国人記者 Max Blumenthal 氏のイ

ンタビューに応じ、今回の制裁について 

「野党に独立性は無い。彼らは自身のスタンスを持って

いない。野党の上司はワシントンにいる。 

彼らはワシントンが合意をするなと命じれば、合意する

ことはできない。 

 

２０１８年に行った与野党交渉でも同じことが起きた。

我々は大統領選の実施について署名する直前まで来た

が、米国政府が合意をしないよう野党に命じ、交渉が破

談になった。ドミニカ共和国のダニロ・メディナ大統領

もサパテロ元スペイン首相も証人だ。」 

と主張した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
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「急進野党と主要野党 制裁を巡り対立表面化」         

 

グアイド議長は、米国の追加制裁について「ベネズエラ

に民主主義を取り戻すためには圧力が必要」として支持

を表明しているが、急進野党ほど制裁に積極的ではない

ことは発言から読み取れる。 

 

他方、急進野党は米国の制裁を歓迎する姿勢を前面に押

し出している。 

 

８月７日 急進野党のリーダーとして知られるマリア・

コリナ・マチャド VV 党首と、アントニオ・レデスマ元

カラカス大首都区長、ディエゴ・アリア元ベネズエラ代

表国連大使（チャベス政権前）は連名で制裁を歓迎する

声明文を公表。 

 

以下の５点を主張した。 

 

 

１．米国政府の制裁は麻薬犯罪国家を崩壊させるために

必要な措置で、米国政府がベネズエラ国民の味方で

あることを証明している。 

 

２．今回の制裁はマドゥロが犯罪や抑圧を続けるための

資金の流れを断つのに効果的に機能する。 

 

３．ベネズエラ国民は現状の責任が誰にあり、誰が敵な

のかをよく理解している。ベネズエラ国民は危機に

よる死者、移民、飢餓、暴力を目の当たりにしてい

る。民主主義を取り戻すためには決定的な態度が必

要であることを理解している。 

 

４．ボルトン大統領補佐官は「バルバドスでの対話は誠

実なものではない」と発言し、対話はマドゥロ政権

を延命させるだけとの見解を示した。 

 

 

５．ノルウェー政府が仲裁をした与野党交渉の模索は失

敗した。グアイド大統領に対して、１９年１月に示

した道に回帰するよう要請する。「米州相互援助条

約（TIAR）」に正式に加盟し、集団自衛権の行使を

求めるべきだ。トランプ大統領に対して、我々が危

機的な状況であることを強く訴えるべきだ。 

 

 

他方、野党の中にはこの過激なスタンスを嫌う者も多い。 

 

２０１２年、１３年の大統領選で野党統一候補として出

馬し、ミランダ州知事を務めたエンリケ・カプリレス元

ミランダ州知事は、マリア・コリナ VV 党首について「ボ

ルトン信者（米国のボルトン大統領補佐官の信奉者）で

自身の考えに固執した狂った女性」と言及。 

 

ツイッターなどで急進野党支持者から非難を浴びてい

る。また、アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長

はテレビ番組にネット出演し、カプリレス元ミランダ州

知事の発言に対して「マチャド党首へ謝罪をするよう求

める」と述べた。 

 

なお、カプリレス元ミランダ州知事はグアイド議長のス

タンスには賛同しており、グアイド議長を支持するスタ

ンスを示している。 

 

他、穏健派野党の代表格であるファルコン AP 党首は、

米国の追加制裁を非難。 

 

米国の追加制裁によりベネズエラ国内で飢餓が増える

との見解を示し、圧力による政権交代を望むことは国を

不安定にさせるだけと訴えた。 
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「スイス マドゥロ政権高官に個人制裁」                  

 

８月７日 スイス政府は、人権侵害を理由にマドゥロ政

権高官に対して制裁を科した。 

 

スイス政府の発表によると、制裁対象者は武器の購入が

禁止となり、スイスへの入国が禁止され、金融口座が凍

結される。 

 

「新たに１１名のマドゥロ政権高官に追加制裁を科し

た」と報じるメディアが多いが、これは誤り。 

 

スイス政府は１８年３月（「ベネズエラ・トゥデイ

No.117」）に７名、１８年７月（「ベネズエラ・トゥデイ

No.161」）に１１名のベネズエラ政府高官に制裁を科し

ていた。 

 

今回、制裁リストに掲載されている人物は全員、過去に

制裁対象となった人物だ。 

 

メディアでは「スイスが新たにマドゥロ政権高官に制裁

を科した」と報じているが、調べたところ今回は１８年

３月、７月に制裁を科した当時から役職が変わった人物

を対象に略歴を加筆・修正しただけ。１１名というのは

略歴を修正した制裁対象者の人数とされる。 

 

従って、スイス政府が、新たに制裁対象者を増やしたわ

けではない。 

 

現在、スイス政府の制裁リストに入っている１８名は以

下の通り。 

 

 

１．ネストル・リベロ―ル内務司法平和相 

 

２．グスタボ・ロペス SEBIN 長官 

 

３．マイケル・モレノ最高裁判長 

 

４．タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

 

５．ディオスダード・カベジョ制憲議長 

 

６．タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領 

 

７．ヘスス・チュリオ大統領顧問（軍人） 

 

８．エルナンデス・ダラ DGCIM 代表 

 

９．デルシー・ロドリゲス副大統領 

 

１０．エリアス・ハウア氏（元副大統領） 

 

１１．フレディ・ベルナル CLAP 代表 

 

１２．キャサリン・アリントン元検事副総長 

 

１３．ソコロ・エルナンデス CNE 役員 

 

１４．ティビサイ・ルセナ CNE 代表 

 

１５．ベナビデス・トーレス国軍大将 

 

１６．セルヒオ・マルカノ国軍大将 

 

１７．サンドラ・オブリータ CNE 役員 

 

１８．ハビエル・モレノ CNE 秘書官 

 

 

スイス政府の公式発表は「同サイト」で確認できる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a67cdc0f52703f900efd6121d131607.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a67cdc0f52703f900efd6121d131607.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f5b8ceb47e4d28311b4799d0648dc8a.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-venezuela.html
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「中国・ロシア 米国の経済制裁を非難」         

 

８月５日に米国政府が科した追加制裁について、中国政

府は「他国に嫌がらせをするのを辞めるよう求める」と

の声明を発表した。 

 

中国外務省の Hua Chunying 報道官は、米国の姿勢につ

いて「ベネズエラの国内問題への考えなしの内政干渉」

と非難。 

 

「中国は米国に対して、ベネズエラ国民が自国の未来を

決める権限があると主張する。また、他国への嫌がらせ

を即座に停止するよう求める。」 

と述べた。 

 

ロシア政府も米国の制裁を非難。 

 

ロシア外務省は声明文を発表。「ベネズエラの正当な公

権力に対するワシントンの無責任な政策」「トランプ政

権によるベネズエラへの極めて野蛮な攻撃」と非難。 

 

与野党交渉の継続を阻害し、対話による平和的な問題解

決を阻害するとの懸念を示した。 

 

「欧州連合 司法域を超える米国の制裁を非難」                  

 

中国、ロシアが明確に米国の経済制裁を非難する一方で

EU は微妙なスタンスを示している。 

 

欧州連合の Calros Martin Ruiza 報道官は、今回の制裁

について 

「我々のスタンスは周知のとおりだ。我々は米国政府が

自国の司法領域を越えて適用する一方的に行う制裁を

非難する。」 

と述べた。 

 

 

あくまで、今回の制裁には明確な非難を示すことなく、

「米国司法権を越える制裁の適用」を非難したことにな

る。 

 

今回のベネズエラに対する制裁については 

「我々は今回の制裁がどのような影響を与えるか評価

している段階にある」 

として明確なスタンスは示さなかった。 

 

経 済                        

「Rosneft 優遇条件でベネズエラのガス田開発」           

 

ロシアメディア「TASS」は、ロシアのエネルギー会社

「Rosneft」が、ベネズエラ国内にある２つのガス田の開

発を行うことでベネズエラ政府と合意したと報じた。 

 

また、Rosneft にとって、有利な条件で合意を結ぶこと

が出来たとしている。 

 

具体的には、Rosneft や Rosneft と共同で事業を行うサ

ービス事業者に対するベネズエラ国内での免税が挙げ

られた。 

 

「中国 ベネズエラで事業拡大」         

 

米国金融情報サービス会社「Bloomberg」は、中国が

PDVSA を救うため、これまで以上にマドゥロ政権を支

援する可能性があると報じた。 

 

上海に本社を持つエンジニアリング会社「Wison 

Engineering Services Co.,」が、先月ベネズエラに製油所

を設置することで合意したと報じた。 

 

支払いは、原油・ディーゼル燃料などで受け取るようだ。 
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中国の支援により、トランプ政権の追加制裁の影響が緩

和され、マドゥロ政権が延命する可能性があるとの懸念

を示した。 

 

「Tienda CLAP ペトロ建ての決済を開始」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.323」でマドゥロ政権が開

発し、国内での普及に尽力しているデジタル通貨

「PETRO」について、使用できる店舗が増えていると

の報道を紹介した。 

 

カラカスのショッピングセンターCCCT にあるスーパ

ーマーケット「Tienda CLAP」でもペトロ建ての取引が

出来るようになったようだ。 

 

現在、ペトロ建ての取引が出来る店舗は「Tienda CLAP」

以外に 

「Traki」（量販店） 

「Tennis Shop」（スポーツ洋品店） 

「AVN」（国営報道局） 

「Conviasa」（国営の航空会社） 

などが挙げられる。 

 

２０１９年８月８日（木曜）             

政 治                       

「最高裁 制裁を肯定する意見に罰則           

   ～野党への圧力強化の方針で与党一致か～」        

 

８月８日 マドゥロ政権側の最高裁は、トランプ政権が

科した制裁を肯定する意見を示す人に対して、罰則を科

すとの声明を発表した。 

 

 

 

 

 

 

最高裁は帝国主義国である米国政府によるベネズエラ

政府の資産凍結を明確に非難する。 

 

制裁は人権侵害であり、我々の生活を苦しめるだけ。 

彼らの野蛮な行動に対して屈することなく、尊厳を維持

する。 

 

最高裁は国民の基本的ニーズを制限する制裁を支持す

る法人・個人に対して厳罰を科す意思がある。 

 

ベネズエラ憲法に規定される自国主権の原則に従い、最

高裁はベネズエラ政府に対して、社会的弱者を守るため

に必要な措置を取るよう要請する。また、ベネズエラ国

軍に対して自国主権を脅かす帝国主義国からベネズエ

ラを守るよう要請する。 

 

 

との声明を発表した。 

 

マドゥロ政権を倒すために圧力が必要だと制裁を肯定

する報道がある一方で、今回の制裁を受けて与党が一致

団結したとの報道もある。 

 

与党の中にも対話を肯定する派閥と対話に消極的な派

閥が存在する。 

 

マドゥロ大統領は対話擁護派でカベジョ制憲議長は対

話反対派と考えられているが、マドゥロ大統領がカベジ

ョ制憲議長の意見に傾いたと報じられている。 

 

今回の最高裁の声明、マドゥロ大統領の発言などを見る

限り、野党への圧力が強まりそうな雰囲気がある。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56b1d4a0f846e3abfe6e67ffe0a07bbb.pdf
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「国連 制裁が経済に与える影響を懸念」           

 

国連のバチェレ人権高等弁務官は、米国の追加制裁につ

いて、「ベネズエラの人権問題に影響がある」との見解

を示した。 

 

 

「これらの制裁は極めて適用範囲が広い。また、社会的

弱者が受ける制裁の被害を緩和するような対応策も十

分に取られていない。」 

と述べた。 

 

また、２０１７年８月（ベネズエラ政府、PDVSA への

融資の制限など）、１９年１月の米国の金融制裁

（PDVSA の制裁リスト追加など）についてもベネズエ

ラの人権問題を悪化させたとの見解を示した。 

 

なお、バチェレ弁務官は１９年６月にベネズエラを視察

し、帰国後にマドゥロ政権の人権侵害を非難する趣旨の

報告書を公表した。 

 

これに対してマドゥロ政権は猛反発し、国連との関係は

悪化したが、今回の見解を示したことでマドゥロ政権が

多少、国連に協力的になりそうな兆しが見える。 

 

「ブラジル マドゥロ政権高官の入国を禁止」         

 

８月６日 ブラジル政府は、マドゥロ政権高官のブラジ

ル入国を禁止すると発表した。 

 

ブラジルの Ernesto Araujo 外相によると、今回の決定は

リマグループの呼びかけを受けたものだという。 

 

 

 

 

 

また、Araujo 外相は自身のツイッターで 

「全ての国際社会はグアイド政権を正当な政府として

認識し、マドゥロ政権を暴力で維持している虐殺政権と

認識するべきだ。 

 

自由と人権を擁護する人は、「マドゥロは出ていけ」と

いう姿勢を示すのが唯一の選択肢だ。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）エルネスト外相ツイッター 

 

経 済                       

「国会 １９年７月のインフレ率３３．８％増」            

 

８月７日 国会財政委員会のアルフォンソ・マルキナ代

表は１９年 7 月のインフレ率を発表。 

 

１９年７月のインフレ率は先月比３３．８％増だったと

した。 
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１９年６月のインフレ率は同２４．８％増だったので、

先月よりも物価上昇が激しかったことになる（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.316」参照）。 

 

１９年１月～７月までの累計インフレ率は１，５７９．

２％。 

 

１８年８月～１９年７月までの１２カ月のインフレ率

は２６４，８７３％となった。 

 

「Repsol ベネズエラ事業の資産３．９億ユーロ」         

 

スペインのエネルギー開発会社「レプソル」は、１９年

前期経営状況の定期説明会でベネズエラ事業について

言及。 

 

ベネズエラ事業の資産評価を３億９，３００万ユーロと

評価した。 

 

レプソルは、ベネズエラ事業に関して「為替リスク」と

「制裁リスク」について言及。 

 

会社の運営には大きな影響はなかったが、１９年に公定

レートが著しくボリバル安に減価したと述べた。 

 

また、米国の制裁についてベネズエラ危機を悪化させた

と評価。２０１６年にベネズエラ事業の資産を２２億７，

３００万ユーロと評価していたが、この３年間で１８．

８億ユーロの資産を償却しなければならなかったと述

べた。 

 

また、「レプソルは、制裁規則を尊重し、原油の代物取

引を含めて、ベネズエラでの事業を継続するために必要

な措置を講じる。また、取引が今後の経営にどのような

影響を与えうるかを注意深く確認している。」 

と述べた。 

 

「シェブロン 制裁が自社に与える影響を懸念」              

 

米国のエネルギー開発会社「シェブロン」は、「Form 10-

k」と呼ばれる米証券取引委員会（SEC）への提出が義務

付けられている企業の年次活動報告書で、トランプ政権

の制裁が同社の将来に大きな影響を与える可能性があ

るとの懸念を記した。 

 

同報告書によると、シェブロンは１９年前期でベネズエ

ラ事業について２，１００万ドルの赤字を計上した。 

 

また報告書によると、PDVSA との合弁会社「Petropiar」

（シェブロンが３０％の株式所有）は１９年６月末時点

で、全く産油活動をしていないという。 

 

普通に稼働すれば「Merey１６（油種）」が日量１２～１

７万バレルほど算出できるプロジェクトのようだ。 

 

社 会                       

「家族送金は平均月額４０ドル」            

 

アンケート調査会社「Consultores２１」は外国に住む家

族からの仕送りについてのアンケート調査を実施。 

 

外国から仕送りを受けている人の平均受取額は月額４

０ドルとの結果を公表した。 

 

なお、一年前の１８年６月時点と比較するとドルの購買

力が低下しており、現在は１カ月を生きるためにはドル

建てで６００ドルほど必要と補足した。 

 

また、１９年３月調査では５３％の人が仕送りを受け取

っていると回答したのに対して、１９年 6 月の調査では

３２％と大きく減少した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30523d0440d34951d9dcffa25aa7e00a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30523d0440d34951d9dcffa25aa7e00a.pdf
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仕送りを受け取っていると回答した３２％のうち８

６％は生活費の半分以上を外国からの仕送りに依存し

ていると回答。９％は完全に仕送りに依存していると回

答した。 

 

以上 


