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（写真）Maduradas ”バイデン政権 国内外の強い批判を受け、マドゥロ政権との協議を一時休止？” 

 

 

２０２２年３月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権外相 EU 外交委員長と協議 

～欧米との協議意志を改めて強調～」 

「亜裁判所 カベジョ PSUV 副党首の拘束を指示」 

経 済                     

「ドゥケ大統領 米国への原油輸出拡大を提案」 

「ロドリゲス副大統領 債務再編交渉の意志表明」 

「アンソアテギ州レチェリアで原油漏れ」 

「制裁対策法、炭化水素法の変更意思あり」 

社 会                     

「スクレ州 CLAP 食料品の横流しで逮捕」 

22 年 3 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「バイデン政権 マドゥロ政権との交渉を休止？ 

～民主党内含めて強烈な反対意見～」 

「グアイド政権 米国の制裁緩和方針に異議」 

「PSUV 副党首 El Nacional 本社でメディア教育」 

「ロシア 米国とマドゥロ政権との対話を歓迎 

～米国は自身の方針の誤りを認めた～」 

経 済                    

「米国との協議でロシア企業の活動に支障？」 

社 会                    

「国会で働く従業員の新給与 最大３００ドル」 
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２０２２年３月１１日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権外相 EU 外交委員長と協議      

     ～欧米との協議意志を改めて強調～」       

 

３月１１日 マドゥロ政権のフェリックス・プラセンシ

ア外相は、トルコで開催された「Antalya 外交フォーラ

ム（Foro Diplomático de Antalya）」に出席。 

 

同フォーラムで EU のジョセップ・ボレル外交委員長と

協議を行った。 

 

同協議にて、プラセンシア外相はロシアのウクライナ侵

攻について 

「我々はロシアの同盟国でロシアの大統領を尊重して

いる。プーチン大統領は国際社会の一員として、人々に

とって最も良い選択を取ると確信している」とボレル外

交委員長に伝えた。 

 

また、米国とベネズエラの協議についても意見交換を実

施。 

「我々は数年前から米国のエネルギー企業と協議を続

けている。彼らにベネズエラを離れるよう求めたことは

ない。米国が自国主権と我が国の正当性を認めることを

望んでいる。もし彼らが我々を尊重するのであれば、エ

ネルギー分野でも多くの協力ができるはずだ。」 

と呼びかけたという。 

 

欧州連合とロシアの関係は急速に悪化しており、エネル

ギー取引の停止も視野に入っている。 

 

欧州はロシアに代わるエネルギー供給先を探す必要が

あり、米国が経済制裁を緩和しさえすれば欧州とベネズ

エラの取引が再開すると考えられている。 

 

 

「亜裁判所 カベジョ PSUV 副党首の拘束を指示」         

 

３月１１日 アルゼンチン・フフイ裁判所のマリア・ア

レハンドラ・ゴンサレス判事は、マドゥロ政権のナンバ

ー２で、ベネズエラ与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」の副党首を務めるディオスダード・カベジョ

氏の拘束を指示した。 

 

拘束を指示した理由は、国際的な麻薬取引に関与してい

るとの理由からの米国の拘束要請だという。 

 

アルゼンチン紙「Clarin」によると、カベジョ PSUV 副

党首はアルゼンチン北部フフイを経由してボリビアへ

移動することを計画しており、移動途中で逮捕するよう

指示したという。 

 

なお、アルゼンチンと米国は刑事犯罪協力法を締結して

おり、今回の逮捕指令はこの法律の枠組みで行われたも

のだという。 

 

経 済                        

「ドゥケ大統領 米国への原油輸出拡大を提案」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.726」で紹介した通り、

コロンビアのドゥケ大統領が訪米し、バイデン大統領と

協議を行った。 

 

在米コロンビア大使館は、同日の協議の内容について発

表。ドゥケ大統領はバイデン大統領に対して、ロシアの

原油輸入禁止を補うためにコロンビア産原油の米国向

け輸出を増やす提案を行ったと説明した。 

 

「現在のコロンビアはベネズエラよりも原油供給能力

が高い。コロンビアはベネズエラよりも原油供給国とし

て貢献することができる」と説明。ベネズエラとの原油

取引再開を抑えたい考えが透けて見えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf
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現在、コロンビアの産油量は日量８９万バレル超で、日

量１００万バレルを目指している。 

 

そして、ベネズエラが経済制裁を受けたことで、ベネズ

エラの原油輸出減少分の多くをコロンビアが代替して

おり、現在コロンビアは米国の原油輸入全体の３％を占

めているという。 

 

マドゥロ政権に否定的だが、経済制裁にも否定的な見解

を示しているベネズエラ人経済学者ルイス・オリベロ氏

は、コロンビアの対ベネズエラ方針について 

「ベネズエラへの制裁が続き、金融取引が止められてい

ることがコロンビアの利益になっている。」と指摘。 

 

コロンビアはグアイド暫定政権をベネズエラの正当な

政府と認識している点について 

「この認識には将来がない（グアイド暫定政権では政権

交代はできない）ことを理解しているため、コロンビア

は現在の政治スタンスを維持している」 

と指摘している。 

 

「ロドリゲス副大統領 債務再編交渉の意志表明」         

 

３月１１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、トルコ

で 開 催 さ れ た 「 Antalya 外 交 フ ォ ー ラ ム （ Foro 

Diplomático de Antalya）」に出席。 

 

債権保有者に対して、債務履行の意志を強調。 

また、債務再編の交渉意思を表明した。 

 

ベネズエラの国債・PDVSA 社債は、米国がベネズエラ

に金融制裁を科した約２カ月後の１７年１１月にデフ

ォルトに陥った。 

 

マドゥロ政権は「デフォルトした理由は米国の金融制裁

にある」と主張。 

 

債権者との交渉を求めており、支払い意思自体は示し続

けている。 

 

１７年１１月、マドゥロ政権はデフォルトを宣言したが、

米国が経済制裁さえしなければマドゥロ政権がデフォ

ルトすることはなかっただろう。 

 

また、債務再編交渉が止まっている理由も米国政府がマ

ドゥロ政権との債務再編を禁止しているから。 

 

感情を抜きにして、経済的な視点から客観的に見るとベ

ネズエラが現在のような悲惨な状況になっている責任

の大部分は米国にあるのが実態と言える。 

 

「アンソアテギ州レチェリアで原油漏れ」                  

 

アンソアテギ州ウルバネタ市のマニュエル・フェレイラ

市長は、同市レチェリアの海域（Los Canales 海岸）で

原油漏れが起きていると訴えた。 

 

ウルバネタ市のレチェリアは海に面しており、この場所

は富裕層が住む地域として知られている。 

なお、同市には Playa Lido と Playa Cangrejo という海

岸があるが、現在のところ２つの海岸では原油漏れは確

認されておらず、PDVSA が原油漏れを解決するまでは

予防措置として両海岸を封鎖するという。 

 

（写真）マニュエル・フェレイラ・ウルバネタ市長 
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「制裁対策法、炭化水素法の変更意思あり」                  

 

与党国会エネルギー委員会の委員長を務めているウィ

リアム・ロドリゲス委員長は、 

「経済妨害対策法のエネルギーに関する規定の大部分

を新たな炭化水素法に移行する方向で検討を進めてお

り、新たな変更について大方の合意は形成できている」

と説明した。 

 

「経済妨害対策法」とは、米国の経済制裁に対抗するた

め、既存の法律の枠組みを逸脱した権限を大統領に与え

る法律。 

 

野党が国会多数派を占めていた２０１８年当時、制憲議

会（野党多数派の国会の権限を強制的に奪った組織）が

制定させた。 

 

本来、立法権の機能を有していない制憲議会が作成した

法律ということで、合法性に懸念がある。 

 

そのため欧米など西側グループに属する国の企業が「経

済妨害対策法」の枠組みでベネズエラに参入することは

かなり困難になっている。 

 

ウィリアム・ロドリゲス委員長は、 

「経済妨害対策法の枠組みで、中国・カタール・メキシ

コの企業がベネズエラに参入した。しかし、エネルギー

産業の発展にはより広範囲な投資が必要だ」 

と説明。 

 

欧米諸国からの投資に期待する意思を見せた。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「スクレ州 CLAP 食料品の横流しで逮捕」              

 

３月１１日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

自身のツイッターで「スクレ州政府で CLAP の配給に

まつわる汚職が発覚した」と投稿。汚職に関与したとさ

れる６名を逮捕したと発表した。 

 

CLAP はマドゥロ政権が行っている社会支援プロジェ

クトの１つで、安価な価格で基礎食料品（パスタ・米・

豆類・トマトソースなど）のセットが購入できるプログ

ラム。 

 

サアブ検事総長の説明によると、スクレ州では CLAP の

食料品セットを載せた大型トラックが、そのまま民間の

倉庫に移動し、食料品が保管されていたという。その保

管量は３万キロを超えていたとしている。倉庫で保管さ

れた食料品は CLAP で配られることなく、一般スーパ

ーで通常価格で売られていたと思われる。 

 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 
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２０２２年３月１２日～１３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「バイデン政権 マドゥロ政権との交渉を休止？     

     ～民主党内含めて強烈な反対意見～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.726」でも紹介したが、

バイデン政権とマドゥロ政権の交渉は、マドゥロ政権と

の対峙を望むグループからの強い反発を受けている。 

 

バイデン政権への批判の度合いは異なるが、米国フロリ

ダ州選出議員、フロリダ州知事、「米州機構（OAS）」の

アルマグロ事務局長、コロンビア政府などあらゆるとこ

ろからバイデン政権に対して交渉停止を求める意見が

出ている。 

 

米国メディア「Miami Herald」がベネズエラ野党関係者

から入手した情報によると、バイデン政権は先週の協議

で「Chevron」のベネズエラでの活動について話をした

という。 

 

マドゥロ大統領は Chevron がベネズエラ国内で活動す

るための特別な待遇を約束。当然 Chevron 側もこの話

に関与しており、活動再開について発表する準備が整っ

ていたという。 

 

しかし、今回の報道とその後のバイデン政権への非難を

受けて、バイデン政権はこの動きを一時保留。 

 

タイミングを見計らっているのか、現時点で進展の見通

しは立っていないという。 

 

他方、マドゥロ政権は米国との協議に積極的で、３月９

日には拘束していた米国籍の囚人２名を解放している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.726」）。 

 

 

 

「グアイド政権 米国の制裁緩和方針に異議」           

 

米国紙「Wall Street Journal（以下 WSJ）」は、グアイド

暫定政権がバイデン政権に対して、原油取引に関する制

裁緩和について異議を唱える書簡を送ったと報じた。 

 

WSJ の記事によると、グアイド議長が Mr Brian という

人物に宛てた書簡には 

「ベネズエラは原油価格を下げられるほどの産油能力

を有しておらず、制裁緩和は数百万人の難民を生み出し

た独裁政権に褒賞を与えることになる」 

との懸念が書かれているという。 

 

制裁緩和を求めるベネズエラ人経済学者フランシスコ・

ロドリゲス氏は、WSJ の記事の内容が事実かどうかグ

アイド暫定政権にきちんとした説明をするよう求めた。 

 

グアイド暫定政権（大衆意思党（VP））とドゥケ政権の

外交スタンスは以前から近かったが、ここに書かれてい

る内容はドゥケ大統領が述べたこととほとんど同じ内

容と言える。 

 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf
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「PSUV 副党首 El Nacional 本社でメディア教育」           

 

ベネズエラの野党系メディアの代表格と言えば「El 

Nacional」だが、現在「El Nacional」はベネズエラに国

内に本社がない。紙媒体の新聞発行もしておらず、コロ

ンビアを拠点にウェブニュースを配信している。 

 

「El Nacional」は、与党ナンバー２のディオスダード・

カベジョ PSUV 副党首の麻薬取引関与を報じたことで

カベジョ副党首から名誉棄損で訴えられ、敗訴。 

 

賠償金支払いを拒否したため、カラカスにあった「El 

Nacional」本社を差し押さえられ、現在は正式にカベジ

ョ氏の資産になっている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.713」）。 

 

差し押さえた「El Nacional」本社について、カベジョ

PSUV 副党首は、メディア教育施設「コミュニケーショ

ン国際大学」にすると発表。 

 

３月１５日からメディア大学としての活動を開始する

とした。カベジョ副党首の説明によると、既に２００名

の受講生が決まっているという。野党メディアの拠点を

与党系記者の活動拠点に変えるというカベジョ副党首

なりの皮肉なのだろう。 

 

 

 

「ロシア 米国とマドゥロ政権との対話を歓迎      

    ～米国は自身の方針の誤りを認めた～」         

 

３月１２日 在ベネズエラ・ロシア大使を務める Sergey 

Mélik-Bagdasárov 大使は、ベネズエラ国営放送「VTV」

のインタビュー番組に出演。 

 

マドゥロ政権と米国バイデン政権が制裁緩和に向けた

協議を行っている件について、ロシア政府の見解を表明

した。 

 

バイデン政権とマドゥロ政権の交渉は、ロシアのウクラ

イナ侵攻とそれに伴う原油調達不安を受けたものと考

えられている。 

 

米国は経済制裁緩和の見返りとして、ロシアを非難する

よう求めていると報じられており、両国の協議はロシア

にとって無関係ではない。 

 

Bagdasárov 大使は、同協議について「米国政府がベネズ

エラの正当な政府がマドゥロ政権であることを認めた

ことを意味する」と指摘。 

 

また、「これまで米国がベネズエラに対して行ってきた

外交政策が間違いだったことを認めたことを意味する。」

との見解を示した。 

 

他、「ロシアは米国とベネズエラの政治関係が正常化す

ることを歓迎する」と発言。 

 

対話を通じて問題を解決することを支持すると述べた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
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経 済                       

「米国との協議でロシア企業の活動に支障？」            

 

米国系メディア「Bloomberg」は、バイデン政権とマド

ゥロ政権との協議を受けて、ロシア企業のベネズエラで

の活動に支障をきたす可能性があると報じた。 

 

「Bloomberg」によると、現在「Roszarubezhneft」とい

うロシア系の会社がベネズエラのエネルギー分野で

PDVSA と５つの合弁会社を持っており、各社４０％の

株式を保有。同社はベネズエラで日量１２万バレルの原

油採掘に関与しているという。 

 

しかし、米国はマドゥロ政権との協議を通じてマドゥロ

政権とロシア政府との経済関係を希薄化させようとし

ており、マドゥロ政権も米国との協議に関心を示してい

る。 

 

この流れを受けて「Roszarubezhneft」のベネズエラでの

活動が縮小する可能性を指摘した。 

 

社 会                       

「国会で働く従業員の新給与 最大３００ドル」            

 

３月１５日から最低賃金が０．５ペトロになる。 

 

これを受けて、与党国会で働く事務職員の新給料が改定、

発表された。 

 

国会の清掃や監視員など「作業員」としての職務につい

ている人の給料は、その勤続年数や能力に応じて月額

BsD２２１．７６～BsD.５０４。つまり、ドルに換算す

ると約５０ドル～１００ドル。 

 

「事務職」に属する人の給料は月額 BsD.２３６．８８

～BsD.５１９．１２。つまり、約５３ドル～１１５ドル。 

 

「技術職」に該当する職員の給料は月額 BsD.６０９．

８４～８２１．５２。つまり、１３５．５ドル～１８２．

５６ドル。 

 

経済分析・調査など国会の求める案件の調査を行う「専

門職」の給料は BsD.９１７．２８～１，２１８．９６。 

つまり２００ドル～３００ドルとなる。 

 

加えて、食料補助が BsD.４５（約１０ドル） 

経済戦争賞与として、基本給の８０％が追加で支給され

るという。 

 

ベネズエラの一般的な事例からすると、悪くない待遇と

言えそうだ。 

 

 

（写真）canalpatriadigital 

 

以上 


