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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “カーニバル休暇 ラグアイラのビーチで遊ぶ若者” 

 

 

２０２０年２月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領 制裁強化を宣言 

～アジア、スペインに取引停止の圧力～」 

「元フロリダ州知事 

マドゥロ政権のロビイング会社に警告状」 

経 済                     

「TNK ロスネフチの原油輸出を代行」 

「ロスネフチ・PDVSA 増産に向けた協定を締結」 

「ポラールとマドゥロ政権の密約」 

「PDVSA 生産・供給役員が軍人に交代？ 

～ケベド総裁の総裁権限は事実上はく奪か～」 

２０２０年２月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「カーニバル行事で軍部と衝突・１２名拘束」 

「アレアサ外相 国連で制裁非難」 

経 済                    

「カーニバル ラグアイラの観光売上伸び悩み」 

「経済のドル化は給料格差を生む」 

社 会                     

「期限切れパスポートが通用する国」 

「アルーバ航空 非難民申請宣誓書サイン義務化」 

「墨→米のベネズエラ人不法移民 ８５０名」 

「国連報告 ベネズエラ人の３人に１人は空腹」 
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２０２０年２月２４日（月曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 制裁強化を宣言           

 ～アジア、スペインに取引停止の圧力～」       

 

２月２４日 トランプ大統領は記者会見で記者からの

質問を受け、インドでベネズエラ情勢について言及。 

マドゥロ政権への制裁を更に強化すると明言した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.410」で、トランプ大

統領がインドを訪問し、ベネズエラ問題についてモディ

首相と意見交換をしようとしているとの「Bloomberg」

の記事を紹介した。 

 

この記事もあり、記者から関連の質問が出たと思われる。 

 

 

（写真）Venepress 

“インドでベネズエラ問題について言及するトランプ大

統領” 

 

 

記者からの質問を受けて、トランプ大統領は 

「今後さらに強い制裁を科すことはあり得る。」 

と制裁強化の可能性を肯定。 

 

また、 

「ベネズエラで起きていることは非常に悲しいことだ。

人々が飢餓で苦しんでいる。あの国は、１５年前は豊か

な国だった。２０年前はとても豊かな国で、ラテンアメ

リカで最も豊かな国と言われていた。 

 

しかし、現在は食べ物が無い。薬も水もない。ベネズエ

ラで起きていることは信じられないことだ。我々はベネ

ズエラ情勢を注意深く観察している。現状は全く受け入

れられない。」 

と補足した。 

 

「元フロリダ州知事                   

  マドゥロ政権のロビイング会社に警告状」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.410」で、マドゥロ政

権が、米国の経済制裁を緩和させるために米国のロビイ

ング会社（弁護士事務所）と契約を結んだとの記事を紹

介した。 

 

米国でのベネズエラ問題の扱いは非常にセンシティブ

で特にフロリダ州でのリアクションはとても大きい。 

 

この報道を受けて、元フロリダ州知事で現在は下院議員

を務めるリック・スコット議員は、契約会社である

「Amsterdam ＆ Partners LLP」に対して警告状を送っ

た。 

 

警告状では、制裁により米国の法人はマドゥロ政権と契

約を締結することが禁止されており、支払いを受け取る

ことも禁止されていると指摘。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98bac92f90088a5ecc74b3a0cce15962.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98bac92f90088a5ecc74b3a0cce15962.pdf
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即時、マドゥロ政権との契約を破棄するよう求めている。

また、独裁政権の声を代弁する事務所と会うことは出来

ず、今後「Amsterdam ＆ Partners LLP」と取引を行う

ことはないと補足している。 

 

なお、スコット議員は、マドゥロ政権とのロビイング契

約を辞退した「Foler ＆ Lander」にも似たような警告

状を送っていた。 

 

 

（写真）リック・スコット議員ツイッターより抜粋 

“「Amsterdam ＆ Partners LLP」への警告状” 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「TNK ロスネフチの原油輸出を代行」           

 

２月１８日 米国政府は、PDVSA に代わり同社の原油

取引を代行しているロシアの「Rosneft Trading」に制裁

を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.408」参照）。 

 

「Bloomberg」は、この状況に対応する形で制裁を受け

ていない「TNK Trading International SA」が、今後２

カ月間（１，４３０万バレル）は PDVSA の原油を輸出

すると報じた。 

 

「Bloomberg」曰く、この対応策によりマドゥロ政権は

直近の資金の流れを維持できるという。 

 

「TNK Trading International SA」は、「Rosneft」が１

７年１２月に買収した会社。 

 

ただし、米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオ

ット・エイブラムス担当官は、 

「もし、Rosneft や他の会社が OFAC の制裁を回避する

ために計略をするのであれば、新たな制裁が科されるだ

ろう。」 

と述べており、「TNK Trading International SA」につい

ても新たな制裁対象になる可能性はありそうだ。 

 

「ロスネフチ・PDVSA 増産に向けた協定を締結」                  

 

PDVSA と Rosneft が合弁会社「Boqueron」で採れる軽

質油の産油量を増産することで合意した。 

 

「Coiled Lift」と呼ばれる新たな技術を導入し、原油を

産出するという。このシステムを導入することで人手が

必要だった作業の９０％を代行できるという。 

同計画は２０２６年までの計画で、実現にはしばらく時

間がかかりそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
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「ポラールとマドゥロ政権の密約」                  

 

米国紙「New York Times（以下、NYT）」は、ベネズエ

ラ最大の食品メーカー「Polar」の代表であるロレンソ・

メンドーサ社長とマドゥロ政権との間で密約があると

報じた。 

 

内容は、企業へのコントロール方針を見直すこと。 

経済が混乱している状況下でマドゥロ政権が生き残る

ためには民間セクターの活動が不可欠で、そのためにこ

れまでのような企業を敵視する方針を極力抑えている

という。 

 

実際にマドゥロ政権は、外貨管理制度を停止し（制裁で

停止せざるを得なかった部分はある）、従来よりも価格

統制を緩めた。ドル建てでの取引を認めた点も一例と言

えるだろう。 

 

また、これまで食料不足、医薬品不足の原因について民

間セクターの投機行為のせいだと企業を攻撃していた

が、最近は食料不足・医薬品不足の責任を米国の制裁の

せいだと主張しており、民間セクターを攻撃することは

だいぶ少なくなった。 

 

「NYT」によると、１８年にシリア・フローレス大統領

夫人と Polar のロレンソ・メンドーサ社長が面談し、そ

こでポラールを敵視しないことで合意。 

これまで義務付けていた統制価格での政府への売却義

務を辞めたという。 

 

また、ポラール側はこれまで労働法に則り、経営側の意

志で従業員を解雇することはほぼなかったが、最近は経

営側の意志による解雇が増えているという。 

ポラール労働組合のジョニー・マグダレーノ代表は、

「NYT」に対して、マドゥロ政権と何らかの合意があっ

たに違いないと指摘している。 

 

「PDVSA 販売・供給役員が軍人に交代？       

 ～ケベド総裁の総裁権限は事実上はく奪か～」           

 

２月１９日 マドゥロ大統領は、PDVSA の緊急事態を

宣言。同社を改革するための委員会を発足した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.409」参照）。 

 

２月２４日 「ロイター通信」は、関係者からの情報と

して、PDVSA が販売・供給部門の役員に、石油セクタ

ーの経験が全くない陸軍将校を抜擢したと報じた。 

 

どうやら匿名の PDVSA 内部関係者がケベド総裁を含

む PDVSA 幹部による汚職をマドゥロ大統領に密告し

たようで、それが原因で PDVSA 幹部らは役職を解任さ

れる可能性があるという。 

 

また、現地メディア「Konzapata」は、マドゥロ大統領

は既にケベド総裁の PDVSA 総裁としての権限を奪っ

たと報じた。 

 

「Konzapata」によると、今回の PDVSA 改革は与党ナ

ンバー２のディオスダード・カベジョ制憲議長の力を落

とすことが目的だという。 

 

確かに、ケベド総裁はカベジョ制憲議長と親交が深い人

物でカベジョ制憲議長がケベド総裁を擁護している可

能性がありそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年２月２４日～２月２５日報道            No.４１１   ２０２０年２月２６日（水曜） 

5 / 7 

 

２０２０年２月２５日（火曜）              

政 治                         

「カーニバル行事で軍部と衝突・１２名拘束」        

 

カラカス「Paseo Los Proceres」のカーニバル（謝肉祭）

イベントの最中に若者と軍部が衝突。１２名の若者が拘

束された。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると若者から軍部に対し

て、石やペンキを投げ始めたという。 

 

これに軍部が反応し、催涙弾を発砲。取り締まりを始め

たという。 

 

 

 

（写真）Ei Pitazo 

“カーニバルイベントで軍部と衝突した若者グループ” 

 

 

「アレアサ外相 国連で制裁非難」           

 

２月２５日 アレアサ外相は国連人権委員会に出席。 

 

米国政府による経済制裁について 

「米国の制裁は一方的で、大量破壊兵器のようなもの。

米国は戦争の手段を軍用機、戦艦などではなく、金融ブ

ロックによる国内経済崩壊に切り替えた。米国は経済テ

ロリストだ。」 

と主張。 

 

「ベネズエラでは米国政府の経済制裁によって死者が

出ており、この制裁は国際法を違反した行為であること

はもちろん、最悪の人権侵害行為である。」 

と非難した。 

 

また、制裁によりベネズエラが受けた経済被害は１，２

００億ドルを超えると主張し、この犯罪行為を黙認する

国際社会、国連人権委員会のスタンスは間違っていると

方針転換を求めた。 

 

経 済                       

「カーニバル ラグアイラの観光売上伸び悩み」            

 

２０２０年のカーニバル期間が終了した。 

 

経済混乱の中、引き続き売り上げは伸び悩んだようだ。 

 

「Union Radio」は、バルガス州のビーチ「La Guaira」

のレストランに取材したところ、売り上げは伸び悩んだ

という。 

 

メニューの料金は BsS.２５万～BsS.７０万（約３ドル～

９ドル）で抑えたが、多くの観光客は自分で料理を用意

しており、レストランでの外食は控えていたという。 
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「経済のドル化は給料格差を生む」         

 

経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏は、経済のドル

化について、２０２０年も引き続き広がると予想。 

 

民間セクターだけでなく、公的セクターもドル建ての料

金徴収が増えるとの見解を示した。 

 

ただし、経済ドル化が必ずしもベネズエラ経済の生活向

上に資するわけではないと指摘。 

 

特にベネズエラ労働人口の２０％を占める公的セクタ

ーでは、多くの労働者が最低賃金で働いており、彼らは

今後も月６ドルほどの給料で生活しなければいけない

と述べた。 

 

民間セクターは公的セクターと比べて良い賃金条件を

求めることが出来るが、十分な生活水準を維持できる給

料を得ることは難しいとした。 

 

また、経済のドル化と為替レートの歪みがほぼ解消した

ことによりベネズエラは以前よりは外国投資を受け入

れられる構造になったが、制裁リスクによりベネズエラ

に投資をする企業はわずかで外国からの投資も期待で

きないとした。 

 

社 会                       

「期限切れパスポートが通用する国」            

 

ベネズエラの移民問題は引き続き国際社会にとって大

きな問題となっている。 

 

パスポート用の紙不足からマドゥロ政権のパスポート

発行が遅れていることに加えて、マドゥロ政権をベネズ

エラ政府と認めていない国がマドゥロ政権の発行した

パスポートを正式なものと認識できない問題もある。 

 

このような状況下でパスポートの有効期限が切れたま

ま外国に滞在しているベネズエラ人は多い。 

 

そのため、期限切れのパスポートを有効なものとみなす

近隣諸国もいくつかある。 

 

現在、有効期限切れのパスポートで入国が可能な国はコ

ロンビア、アルゼンチンの 2 カ国。 

 

米国、カナダ、エクアドル、ペルーは有効期限切れのパ

スポートを有効なものとして入国することが出来るが、

別途ビザの提示を必要としている。 

 

なお、パナマ、コスタリカは、有効期限切れのパスポー

トを身分証明書として国内で使用することを認めてい

るが、入国に当たっては有効期限切れのパスポートでは

入国できない。 

 

「アルーバ航空 非難民申請宣誓書サイン義務化」         

 

ベネズエラ移民に寛容な国もあれば、受け入れに積極的

ではない国もある。 

 

ベネズエラから近いオランダ領アルーバは、小さな島で

ベネズエラからも近いこともあり、ベネズエラからの移

民受け入れに消極的だ。 

 

最近、アルーバ航空は、ベネズエラ人乗客に対して「非

難民申請宣誓書」（アルーバに到着してから難民申請を

しないことを約束する宣誓書）のサインを求めるように

なったという。 

 

ベネズエラ人乗客がこの宣誓書をツイッターに投稿。ア

ルーバ政府の人権侵害行為だと非難し、情報が拡散して

いる。 
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この報道について、アルーバ政府は「この宣誓所はアル

ーバ政府が支持したものではない」と説明。 

ベネズエラ人の難民申請を拒むわけではないと釈明し

た。 

 

とは言え、政府側の指示無くアルーバ航空が独自にこの

ような宣誓書を作成するとは考えにくく、直接的ではな

くても何らかの指示があったと考えるのが自然だろう。 

 

 

（写真）@Bram Ebus 氏ツイッター 

“問題となった非難民申請宣誓書” 

 

「墨→米のベネズエラ人不法移民 ８５０名」         

 

移民専門家の John De la Vega 氏は、メキシコ国境から

米国に入ろうして捕まったベネズエラ人は少なくとも

８５０名存在すると述べた。 

 

 

違法な手段で米国に入国しようとする理由について、

「正規の手続きは時間がかかりすぎるため」と指摘した。 

 

「国連報告 ベネズエラ人の３人に１人は空腹」         

 

国連世界食糧プログラムは、ベネズエラの食糧事情に関

する調査報告を公表した。 

 

ベネズエラ国内の８，３７５名にアンケートを実施し、

食生活について調査を行った。 

 

調査の結果、９３０万人（約３人に１人）が空腹に苦し

んでいるとの結果が出た。彼らの多くはユカ芋などの根

菜類、レンズ豆などの豆類で飢えを凌いでいるという。 

 

なお、食事情は地域によって異なるようで、アマゾナス

州、デルタ・アマクロ州、ファルコン州などは比較的職

事情が良いという。 

 

他、アンケート回答者（複数回答可）の７４％は、生き

延びるために食品のバリエーションを減らしていると

回答。 

また、６０％は食事の量を減らしていると回答。 

３３％は労働の見返りに給料ではなく、食べ物をもらっ

ていると回答。 

２０％は生活のために家族の資産を売却したと回答し

た。 

 

なお、ベネズエラでは物不足が叫ばれて久しいが、最近

では物があっても買えない状況だという。 

 

アンケート回答者の７０％は、商品は店舗で探すことが

できるが、商品が高すぎて買えないと回答している。 

 

以上 


