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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 米国政府と協議する意思を表明” 

 

 

２０２２年３月７日（月曜） 

 

政 治                     

「米国政府 マドゥロ政権との協議認める 

～自由選挙・露問題と引き換えに原油取引再開～」 

「米国 グアイド政権への通知なしに協議を実施」 

「ロサレス・スリア州知事 米国の協議を支持」 

「マドゥロ政権 与野党協議の再開に意欲示す」 

「マドゥロ政権 協議後に対露スタンスが変化」 

経 済                     

「マドゥロ政権 ロシアに預金引き出しを打診」 

社 会                     

「燃料のドル化で医療従事者が抗議行動」 

２０２２年３月８日（火曜） 

 

政 治                    

「米国共和党議員 バイデン政権の方針非難 

～民主党議員からも難色を示す意見～」 

「ドゥケ政権 マドゥロ政権への対応は米国案件」 

「第一正義党 与野党協議再開を求める」 

経 済                    

「SENIAT １２の銀行で所得税納税求める」 

「ロシアのウクライナ侵攻でパン価格高騰か」 

社 会                    

「子供を１５０ドルで渡そうとし逮捕」 

「マイアミ企業家 ベネズエラ取引仲介で有罪」 
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２０２２年３月７日（月曜）             

政 治                       

「米国政府 マドゥロ政権との協議認める       

 ～自由選挙・露問題と引き換えに原油取引再開～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.724」で、米国政府高

官とマドゥロ政権が協議を行ったとの記事を紹介した。 

 

３月７日 米国バイデン政権のジェン・サキ報道官はこ

の記事の内容が事実であることを認めた。 

 

サキ報道官の説明によると、米国からは政府代表として

ファン・ゴンサレス氏（バイデン政権のベネズエラ問題

担当者）とベネズエラ米国大使を務めているジェーム

ス・ストーリー大使ら一行が参加。 

 

ベネズエラ側からはマドゥロ大統領とデルシー・ロドリ

ゲス副大統領が出席したという。 

 

また、協議の内容について 

「エネルギー保障問題を含めて様々なテーマについて

話し合いを行った。また拘束されている米国人の健康状

況についても議論した。」と説明。 

 

協議の具体的な内容は明らかにされていないが、報道に

よると、バイデン政権はマドゥロ政権に対して、 

「自由な大統領選の実施」 

「外国企業による産油活動と原油輸出を円滑にするた

めの石油産業の大規模な改革」 

「ロシアのウクライナ侵攻に対する非難」 

を求めたという。 

 

また、米国政府はマドゥロ政権がロシアと距離を置くこ

とを条件に、マドゥロ政権の SWIFT 使用を一時的に許

可することも提案したという。 

 

一方、マドゥロ政権側は 

「原油輸出を妨害する全ての制裁の解除」 

「マドゥロ政権関係者への制裁解除」 

「CITGO の返還」を求めたという。 

 

米国はロシアからの原油輸入を禁止する制裁を発動。 

その不足分をベネズエラからの原油で補おうとしてい

るとの指摘も報じられている。 

 

「米国 グアイド政権への通知なしに協議を実施」         

 

米国系メディア「ABC」は、バイデン政権とマドゥロ政

権の協議について、「バイデン政権はグアイド政権には

事前に知らせていなかった」と報じた。 

 

また、「ロイター通信」も同様の記事を報道。 

 

バイデン政権がグアイド政権に対して、マドゥロ政権と

の協議実施を知らせたのは米国の交渉団がベネズエラ

の大統領府に向かっている途中だったという。 

 

なお、急進野党系記者カルラ・アンゴラ氏によると、バ

イデン政権は１カ月以上前からマドゥロ政権との協議

を計画していたという。 

 

この指摘が事実であれば、ロシアがウクライナに侵攻す

る前から協議の計画は水面下で動いていたということ

になる。 

 

また、アンゴラ氏によると、米国の交渉代表団はマドゥ

ロ大統領との協議後にグアイド政権の交渉担当（ヘラル

ド・ブライ氏ら）と面談したという。 

 

そこでグアイド政権は、「自由で公平な選挙の道筋が立

たないうちに制裁を解除するのは間違いだ」との意見を

米国側に伝えたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c51af958e5a876ed509d4bce6951898f.pdf
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「ロサレス・スリア州知事 米国の協議を支持」         

 

前述の通り、グアイド政権はマドゥロ政権と米国政府と

の協議を快く思っていない。 

 

しかし、「主要野党」＝「グアイド政権」という構図は

既に崩れており、主要野党が、バイデン政権とマドゥロ

政権の協議を望んでいないかと言われれば別という状

況になっている印象だ。 

 

バイデン政権とマドゥロ政権が協議を行ったとの報道

を受けて、主要野党の一角「新時代党（UNT）」のマニ

ュエル・ロサレス党首（スリア州知事）は、UNT の党

会議で米国とマドゥロ政権との協議を歓迎する意向を

示した。 

 

「（米国とマドゥロ政権の協議について）私は正しいイ

ニシアティブだと考えている。この試みが良い結果を生

むと私は確信している。 

 

ここ数年の政治方針を見直す必要がある。しがらみやジ

レンマを乗り越えて、現状に合った戦い方を検討する必

要がある。 

 

仮にこの協議が法的に（外国企業による）ベネズエラの

石油産業への投資を可能にし、スリア州や全てのベネズ

エラ国民の商業活動の障害を減らすことに役立つので

あれば、私はこの試みを称賛する。」と述べた。 

 

バイデン政権との協議に先立ち、主要野党「第一正義党

（PJ）」「行動民主党（AD）」、UNT 出身の知事が、今回

マドゥロ政権との話し合いに参加したジェームス・スト

ーリー大使と協議を行っていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.724」）。 

 

 

 

これはグアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」を

仲間はずれにした会議と考えることもできるだろう。 

 

かなり前から AD と PJ は、グアイド政権のスタンスと

距離を置いていた。 

 

２０２４年の大統領選に向けた野党統一候補擁立の動

きもあり、主要野党内でグアイド政権下ろしの流れが動

き出しているのかもしれない。 

 

「マドゥロ政権 与野党協議の再開に意欲示す」                  

 

３月７日 マドゥロ大統領は、より広範囲なグループに

よる与野党協議が実現するのであれば、協議を再開させ

る意思があることを示した。 

 

「全ての政治セクターを含んだ対話を再開しなければ

いけない。メキシコの協議は攻撃を受けた。しかし、我々

は対話が必要であることを世界に伝える。」 

との見解を示した。 

 

また、マドゥロ大統領は、米国政府代表団と協議を行っ

たと認め、「米国の協議団に対して、外交的な尊重を前

提に、世界に貢献する用意があるとの意思を伝えた。 

 

我が国、近隣地域の平和と人々の幸福にプラスになるテ

ーマであれば対話を進展させる。」と述べた。 

 

なお、前述の通り、米国のサキ報道官は、マドゥロ政権

側で協議に参加した人物として、マドゥロ大統領とデル

シー・ロドリゲス副大統領の名前を挙げていたが、マド

ゥロ大統領はホルヘ・ロドリゲス国会議長とシリア・フ

ローレス大統領夫人の名前を挙げた。 

 

そして、ホルヘ・ロドリゲス国会議長に対して、米国と

の協議の内容を国民に説明することを許可した。 
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「マドゥロ政権 協議後に対露スタンスが変化」         

 

米国政府との協議を受けてか、マドゥロ政権のウクライ

ナ問題に対するスタンスに微妙な変化が見える。 

 

３月７日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、 

「マドゥロ政権はいかなる武力紛争にも反対する。 

平和的な手段で問題を解決し、二度と戦争をおこしては

いけない」との見解を示した。 

 

つまり、ウクライナで武力を行使するロシアを非難して

いるようにも理解できる。 

 

もちろん「ロシアがウクライナ侵攻を始めた理由は、西

側諸国による過度なロシアへの圧力であり、ロシアの立

場を理解する」とのスタンスは変わっていないが、武力

の行使には一定の線引きを設けたと言える。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 ロシアに預金引き出しを打診」           

 

「ロイター通信」は、マドゥロ政権がロシア政府に対し

て同国に預けている PDVSA と国防省の預金を移動さ

せるよう求めたと報じた。 

 

本稿「米国政府 マドゥロ政権との協議認める」で紹介

した通り、米国政府はマドゥロ政権に対して、SWIFT の

使用を一時的に認めることを提案したという。 

 

この提案を受けて、マドゥロ政権はロシアから資金を動

かす可能性を探っているという。 

 

ロイター通信によると、特に多くの資金が預けられてい

るのはロシアの「Promsvyazbank」だという。 

 

 

 

社 会                        

「燃料のドル化で医療従事者が抗議行動」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.724」で紹介した通り、

マドゥロ政権は補助金入りの安価なガソリン販売を減

らしており、現在多くのガソリンスタンドは国際価格

（１リットル０．５ドル）でガソリンを販売している。 

 

この流れを受けて、カラカスで医療従事者が抗議行動を

起こした。 

 

医療従事者の多くは車での移動を余儀なくされており、

これまでは優先的に補助金入りのガソリン給油を受け

ることが出来た。 

 

国際価格のガソリンを給油するのであれば、給料よりも

ガソリン代の方が高いということにもなり得るだろう。 

 

 

（写真）８００Noticias 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c51af958e5a876ed509d4bce6951898f.pdf
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２０２２年３月８日（火曜）              

政 治                       

「米国共和党議員 バイデン政権の方針非難      

     ～民主党議員からも難色を示す意見～」        

 

バイデン政権のマドゥロ政権との協議方針（特にエネル

ギー分野での制裁緩和を検討すること）は、共和党系の

一部政治家から強い非難を受けている。 

 

特にベネズエラ問題に急進的なスタンスを掲げている

共和党系の政治家として知られているのは、リック・ス

コット議員、マルコ・ルビオ議員（共にフロリダ州選出）。 

 

リック・スコット議員は 

「ホワイトハウスは、マドゥロ政権が数千人の人々に残

虐な抑圧をかけ、６００万人の難民を生み出したことを

忘れたようだ。 

 

マドゥロは麻薬密売人を支援し、コロンビアとラテンア

メリカを不安定化させるために活動をしている。」 

とコメント。バイデン政権の方針に疑問を呈した。 

 

マルコ・ルビオ議員は 

「麻薬密売独裁者に対して恥ずべき提案をした。 

 

バイデン政権とマドゥロとの秘密裏の会合は、マドゥロ

の外交的躍進を意味する。 

 

これは、民主主義に対する裏切りであり、マドゥロ政権

に反対する野党を危険にさらす行為でもある。 

 

協議をする価値などあるだろうか？ベネズエラで産出

できる原油は考慮に値するべき量ではない。」 

とコメントした。 

 

 

 

マドゥロ政権との協議は民主党系議員からも難色の声

が出ている。 

 

民主党のボブ・メンデス議員は 

「ニコラスマドゥロは我々の地域にとって癌であり、延

命させるべきではない。 

 

仮にバイデン政権がベネズエラ産原油を調達すること

を本当に検討しているのであれば、ラテンアメリカの人

道危機と不安定化を長引かせることになる。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

「ドゥケ政権 マドゥロ政権への対応は米国の案件」           

 

現在、米国と並んでマドゥロ政権と強く敵対する国の代

表と言えばコロンビア。 

 

コロンビアのドゥケ大統領は、米国政府がマドゥロ政権

と協議を行ったことについて、 

「このテーマは米国が熟考するべきテーマだ。 

米国は本件について我々と認識を共有してきた。 

それはマドゥロを独裁者と呼ぶことだ。」 

とコメント。あまり多くを語らなかった。 

 

また、同国マルタ・ルシア・ラミレス副大統領は、 

「米国政府の認識を聞くことが重要だ。なぜならロシア

のウクライナ侵攻を受けて、直近の１５日間で地政学リ

スクは大きく変わったためだ。我々は問題を秤にかけな

ければいけない。」 

との見解を示した。 
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「第一正義党 与野党協議再開を求める」         

 

３月８日 「第一正義党（PJ）」は、米国政府とマドゥ

ロ政権の協議について意見を公表。 

 

出来るだけ早く与野党協議を再開する必要性を説いた。 

要旨は以下の４点。 

 

１．第一正義党は民主主義の回帰とベネズエラ国民の苦

しみを緩和するため与野党協議の再開を支持する。 

 

２．マドゥロ政権に対して、８月１３日に合意した枠組

みの与野党交渉を出来るだけ早く再開することを求

める。 

 

３．メキシコでの再協議を通じて、自由で公平で競争性

のある大統領選を実施するための選挙条件、人権の

尊重などについての仕組みの改善を求める。そのた

めには欧州連合の選挙監視団が報告したような制度

の改善が不可欠である。 

 

４．欧米など１９カ国が与野党協議の再開を求める声明

文を発表したことに感謝の意を示す。 

 

また PJ のリーダーであるエンリケ・カプリレス元知事

も自身のラジオ番組で与野党協議の再開を求めた。 

 

筆者の認識では、グアイド議長（VP）が野党のトップに

いる限り、マドゥロ政権はまともに対応する意志を示さ

ない。 

 

２０２２年に入ってからの流れを見る限り、米国と PJ

はグアイド暫定政権に見切りをつけ、VP 以外の主要野

党（AD と UNT）とともに新たな方針に舵を切ろうと

している印象がある。 

 

 

問題は PJ、AD、UNT がどこまで他の野党勢力と協調

できるか。穏健野党や独立野党を排除し、３党で野党の

方針を決めようとするのであれば、進展は難しいのかも

しれない。 

 

経 済                       

「SENIAT １２の銀行で所得税納税求める」            

 

ベネズエラの所得税支払いの期限が迫ってきた。 

 

ベネズエラでは基本的に個人が前年に得た収入を申告

し、税金支払いシステムが算出する金額を当年３月末ま

でに「徴税庁（SENIAT）」に申告し、税金を納める必要

がある。 

 

実際のところ、真面目に年間所得を申告している人は少

数で、多くの人が適当な数字を書いているのが実態だ。 

 

過去ベネズエラ政府は原油収入で十分な歳入を確保で

きていたため、所得税を徴収することにあまり意欲を示

してこなかった。 

 

しかし、原油収入が期待できなくなり、政府が徴税手段

を増やしている昨今では、所得税の過少申告はこれまで

よりもリスクが高いのかもしれない。 

 

なお、納税は SENIAT が許可した金融機関で支払うこ

とになっている。現在、納税が出来る金融機関は以下の

通り。 

 

Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de 

Venezuela, Banco Occidental de Descuento, Banco 

Provincial, Banesco, Banco Activo, Banco Nacional de 

crédito, Banco Exterior, Banco Caroní, Banco Fondo 

Común, Banco Mercantil. 
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「ロシアのウクライナ侵攻でパン価格高騰か」         

 

「ベネズエラパン製品工業連合会（Fevipan）」のトマス・

ラモス・ロペス代表は、ロシアのウクライナ侵攻により、

小麦の供給が世界的に縮小し、パンの価格が高騰するか

もしれないとの見解を示した。 

 

ウクライナは世界の小麦輸出の１２％、ロシアは同１

６％を占めているという。 

 

「小麦の価格が高騰すれば、その価格は当然ながら最終

価格に反映する。パン屋は値上げを余儀なくされるだろ

う。また在庫が減ることにもなどるだろう。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

ベネズエラは米も食べるが、パンもよく食べる国民で小

麦不足は国民生活に大きな影響を与えるだろう。 

 

ただし、ベネズエラとロシアは商業関係を続ける見通し

だ。ロシアは欧州向けの輸出ができなくなるのであれば、

その分をベネズエラに回すことは考えられる。 

ベネズエラが本当に小麦不足になるのかは個人的には

確信を持てない。 

 

社 会                       

「子供を１５０ドルで渡そうとし逮捕」            

 

ベネズエラ国軍（国家防衛隊）は、ララ州バルキシメト

市で自身の子供を１５０ドルで売ろうとしていた女性

（１８歳）を人身売買の罪で逮捕したと発表した。 

 

彼女にこのような悲劇が起きた理由は経済問題が理由

であり、政治問題ではない。経済制裁でベネズエラの収

入源を奪った米国政府がベネズエラの人道危機をマド

ゥロ政権だけの責任と訴えるのは明確な誤りだろう。 

 

 

 

（写真）ベネズエラ国防省 

 

「マイアミ企業家 ベネズエラ取引仲介で有罪」         

 

米国マイアミの企業家 Jorge Nobrega 氏がマドゥロ政権

からの支払いを受け取ったことを理由に有罪判決を受

けた。 

 

Nobrega 氏は、米国の制裁を回避するためにポルトガル

の銀行に口座を開設し、PDVSA から３５０万ドルを受

け取ったという。 

 

Nobrega 氏は PDVSA とタイの「Tipco」との取引の仲

介役を担っていたという 

 

「Tipco」は PDVSA と長年取引をしており、以前から

同社が PDVSA の制裁回避の手助けをしていたと報じ

られている。 

 

AP 通信によると、２０２０年から米国が「Tipco」と

PDVSA との取引関係を捜査しているようだが、現在の

ところ Tipco は訴えられていない。 

 

以上 


