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（写真）グアイド議長ツイッター “２月５日 グアイド議長とトランプ大統領の会談が実現” 

 

 

２０２０年２月５日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 米国で国賓待遇を受ける 

～トランプ大統領、ペンス副大統領らと面談～」 

「マドゥロ大統領 米国の姿勢を非難」 

経 済                     

「マドゥロ政権 複数の経済政策を発表 

～関税自由化、外貨建て証券発行を許可～」 

「米政府 石油企業のベネズエラでの活動を懸念」 

「専門家 エネルギー分野の民営化を支持」 

社 会                     

「経済のドル化を享受できるのは国民の５％」 

２０２０年２月６日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 アルマグロ事務局長と面談 

～ペロシ下院議長、ポンペオ国務長官と面談～」 

「ロドリゲス副大統領 西首相と電話会談？ 

～レオポルド・ロペス党首の保護に苦情～」 

「CITGO 役員 再び収容所に戻る」 

「OAS 人権委員会 コロンビアへ移動」 

「故チャベス元大統領の娘 久しぶりに登場」 

経 済                    

「SUDEBAN Master、Visa 代用案を協議」 

「OPEC プラス 日量６０万バレルの追加減産か」 
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２０２０年２月５日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 米国で国賓待遇を受ける          

 ～トランプ大統領、ペンス副大統領らと面談～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.402」で、グアイド議

長が米国議会に出席し、トランプ大統領から賞賛を受け

たとの記事を紹介した。 

 

この一件でトランプ大統領とグアイド議長の対面は終

わったかに見えたが、翌日グアイド議長とトランプ大統

領が面談を行った。 

 

 

 
（写真）グアイド議長ツイッター 

グアイド議長は国賓として扱われ、当日はトランプ大統

領の他、ペンス副大統領、ペンス副大統領の息子、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、米州開発銀行（BID）の代表、国際開発庁

（UASID）代表らと会談した。 

 

後述するが、翌日にも米国の主要政治家らと会談を行っ

ており、ベネズエラ大統領として米国から明確にサポー

トを受けているという雰囲気を作ることができただろ

う。 

 

トランプ大統領との面談を終えたグアイド議長は 

「トランプ大統領は、我々に対して『あなたがたは、米

国の絶対的な支援を受けている。我々はあなたがたを助

ける』と明言した。我々は共同で自由と米州の安全を守

る戦いを続ける。」 

とコメントした。 

 

なお、余談だがトランプ大統領とグアイド議長が面談し

ている前の机に飛行機の模型が置かれている（１ページ

目の表紙写真を参照）。 

 

このような模型が置かれるのは、通常では無いことのよ

うで、この飛行機が意図するものは何だろうとネットで

話題になっているようだ。 

 

「マドゥロ大統領 米国の姿勢を非難」         

 

トランプ大統領とグアイド議長の会談を受けて、マドゥ

ロ大統領は、米国政府の姿勢を非難した。 

 

「ダニエル・トランプはベネズエラの政治対立をより深

刻な問題にしようとしている。米国の誠実な人々は、ト

ランプの違法な内政介入主義を辞めさせるよう訴えて

ほしい。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7d5ad09ae450d44844cabd76821dd36.pdf
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トランプは倫理観がなく、ベネズエラの平和と繁栄を脅

かす存在だ。 

 

昨日（下院議会で行った一般教書演説で）、トランプは

ベネズエラを倒壊させると言及した。他国をつぶすのが

自由の国の方針でよいのか。ベネズエラは何物にもつぶ

されない。」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 経済政策を発表          

  ～関税自由化、外貨建て証券発行を許可～」           

 

２ 月 ５ 日  マ ド ゥ ロ 大 統 領 は 、 中 小 企 業 組 合 や

「Fedeindustria（与党寄りの経済団体）」らと会談。 

 

同イベントで経済政策を発表した。 

 

主な発表は４点。 

 

１点目は、関税法の一部改定。 

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラ国内の企業が輸出を拡大

するために輸入関税の税率を改定すると発表。 

 

内容は、国内で生産している商品については関税率を上

げ、国内で生産が不足している商品については関税率を

下げるというもののようだ。 

 

国内生産に必要な財は輸入がしやすいよう関税率を引

き下げ、生産を拡大させることで輸出を増やすと説明し

た。 

 

具体的な品目は不明だが、関税率が変化する財は２，０

００種類以上だという。 

 

 

２点目は、貿易委員会の組織。 

 

ベネズエラ国内の産品を外国に輸出するための方策を

検討するための委員会のようだ。ただし、ベネズエラに

は「BANCOEX」と呼ばれる輸出促進機関があり、この

組織との違いについては明らかにされていない。 

 

３点目は、外貨建て証券の発行。 

 

マドゥロ大統領は、民間企業が外貨建ての証券を発行す

ることを許可した。外貨建ての証券を公募できることに

なることで、企業が自活できるようになると述べている。 

 

ただし、現時点では発行のための手続き細則が整ってお

らず、証券監督局（SUNAVAL）など管轄省庁に対して、

４８時間以内に発行に必要な手続きを定めるよう命じ

た。 

 

４点目は、「Cartera Única Nacional」の代表決定。 

 

１月２９日 マドゥロ大統領は制憲議会に出席。その際

に 民 間セ ク タ ー の活 性化 の ため に 「Cartera Única 

Nacional」を組織すると発表していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.400」）。 

 

マドゥロ大統領は、「Cartera Única Nacional」の代表に

ミゲル・ペレス・アバッド氏を任命した。 

 

ミゲル・ペレス・アバッド氏は国営銀行「ビセンテナリ

オ銀行」の頭取。「Fedeindustria」の代表を務めたこと

もあり、一時は経済担当副大統領を務めたこともある。 

 

彼自身は民間出身者で、彼が経済担当副大統領を務めた

時はこれまでの経済方針が大きく変わるとの期待もあ

った。しかし、方針転換を良く思わない政治グループが

アバッド氏の引きずりおろしを計画し、半年ほどで解任

された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
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「米政府 石油企業のベネズエラでの活動を懸念」         

 

２月５日 米国の政治記者 Jorge Agobian 氏は自身のツ

イッターに、米国政府高官との電話インタビューについ

て投稿。 

 

米国政府高官（匿名）は、マドゥロ政権と取引を継続し

ていると石油企業を注視していると言及したという。 

 

（米国政府高官の発言） 

「ロスネフチ、リライアンス、レプソル、シェブロン、

これらの企業は米国で活動をしている。 

 

私は独裁政権を直接、間接的にサポートする彼らのベネ

ズエラでの活動を注視している。 

 

我々には、まだマドゥロ政権へ圧力をかける策がある。

今後、圧力を深化させる。彼ら石油企業の活動は、明ら

かに我々の懸念材料だ。 

 

特にロスネフチのベネズエラでの活動については懸念

を感じている。」 

と述べたという。 

 

この発言は、トランプ大統領がグアイド議長と面談する

直前に確認した情報のようだ。 

 

「専門家 エネルギー分野の民営化を支持」         

 

現地経済メディア「El Estimulo」が、技術者、経済専門

家ら１７８名を対象にアンケート（ベネズエラのどの産

業を民営化するべきか？）を行ったところ、多くの専門

家がエネルギー分野は民営化する必要があると回答し

た。 

 

 

 

以下はアンケートの結果。 

 

「石油・ガス・電力」全ての分野での民営化を支持した

のは７２．２％。 

 

「石油・ガス（電力除く）」の民営化を支持したのは２．

２％。 

 

「電力・ガス（石油除く）」の民営化を支持したのは７．

９％。 

 

「電力・石油（ガス除く）」の民営化を支持したのは７．

３％となっている。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“民営化についてのアンケート調査結果” 
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なお、少し前から PDVSA がベネズエラで事業を継続す

る合弁会社に対してオペレーションの権限を委譲して

いると報じられている。 

 

最近では、PDVSA がロスネフチ、レプソル、エニなど

に対して合弁会社の株式５１％超を保有しないか提案

していると報じられた（「ベネズエラ・トゥデイ No.399」

参照）。 

 

社 会                        

「経済のドル化を享受できるのは国民の５％」           

 

急進野党系の経済調査会社「Econometrica」のエンケル・

ガルシア氏はインタビューを受けて現在のベネズエラ

の経済情勢について語った。 

 

同氏によると、カラカスでは自動車を販売する代理店が

少しずつ増えているという。 

 

２０１５年～１９年にかけて現地での自動車組み立て

台数は著しく縮小した。在庫も無くなり、この間自動車

代理店は閉店状態が続いた。 

 

しかし、１９年からは徐々に外貨建てての取引が一般化

してきたこともあり、自動車を買い控えていた層が購入

するケースが増え、自動車代理店が再開し始めていると

いう。 

 

現在、販売されている自動車の価格帯は１台当たり２万

～１０万ドル。 

 

これらの自動車購入や、高級レストランでの外食なども

ベネズエラでは可能だが、この水準の生活をできるのは

全体の約５％に過ぎず、ほとんどの国民は貧困に苦しん

でいるという。 

 

 

２０２０年２月６日（木曜）               

政 治                        

「グアイド議長 アルマグロ事務局長と面談       

 ～ペロシ下院議長、ポンペオ国務長官と面談～」        

 

トランプ大統領、ペンス副大統領との面談に続き、グア

イド議長は主要政治関係者らと会談した。 

 

２月６日にグアイド議長が会談したのは、米州機構

（OAS）のアルマグロ事務局長、米国のポンペオ国務長

官、ペロシ下院議長ら。 

 

ポンペオ国務長官とは、１月下旬にコロンビア、２月に

は世界経済フォーラムでも面談したので、この２週間ほ

どで３度面会していることになる。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
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（写真）グアイド議長ツイッター 

“グアイド議長 主要政治家らと会談（上からポンペオ

国務長官、ペロシ下院議長、アルマグロ事務局長）” 

 

今回の面談により、米国で面談するべき人物とは全て面

談したと言えそうだ。 

 

恐らく、近日中にグアイド議長はベネズエラに帰国する

ことになるだろう。 

 

ポンペオ国務長官は、 

「もしグアイド議長が帰国後に拘束されるようなこと

があれば、必要な行動を取る」 

とマドゥロ政権をけん制した。 

 

グアイド議長自身も、「すぐに帰国する」と明言。 

 

また、「近いうちに行動を起こす」とコメントしている。 

 

今回の外遊でどのような方針が定まったのか（あるいは

特に定まっていないのか）は定かではないが、圧力を強

化する方針だけは変化はなさそうだ。 

 

本稿「米政府 石油企業のベネズエラでの活動を懸念」

でもある通り、マドゥロ政権と取引する外国のエネルギ

ー企業らに圧力をかけるというのが一番考えられそう

な対策ではないか。 

 

 

「ロドリゲス副大統領 西首相と電話会談？      

  ～レオポルド・ロペス党首の保護に苦情～」           

 

トランプ大統領がグアイド議長と面談したことで、目立

ってしまった国がある。 

 

スペインだ。グアイド議長はスペインを訪問したものの、

同国では外相と面談するにとどまり、サンチェス首相と

の会談は実現しなかった。 

 

サンチェス政権は左派政党「ポデモス」と連立を組んで

おり、ポデモスの党首であるパブロ・イグレシアス党首

はサンチェス政権の副大統領を務めている。 

 

グアイド議長との面談もイグレシアス副大統領が見合

わせるよう要請したと報じられている。 

 

グアイド議長と面談しなかったことに加えて、同じ時期

にデルシー・ロドリゲス副大統領がスペインに立ち寄り、

同国の交通相と面会したことも問題となっている。 

 

更にスペイン紙「ABC」は、サンチェス首相とロドリゲ

ス副大統領が電話会談を行ったと報じ問題が大きくな

っている。 

 

「ABC」によると、スペイン政府関係者から入手した情

報のようだ。 

 

会話は短いものだったようだが、ロドリゲス副大統領の

要請は２点。 

 

「グアイド議長と面談すれば、我々の関係は崩れる」と

「在ベネズエラ西大使館に保護されている大衆意志党

（VP）レオポルド・ロペス党首をスペインに追放して

ほしい」 

という内容だったという。 
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非公式ではあるが、米国のポンペオ国務長官は、報道の

事実を確認するためスペイン外相に電話会談を求めて

いると報じられている。 

 

「CITGO 役員 再び収容所に戻る」           

 

１９年１２月に２年前からマドゥロ政権に拘束されて

いた CITGO の元役員ら６名が自宅軟禁措置に切り替

わっていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.381」参照）。 

 

しかし、２月６日に同役員らの家族がマドゥロ政権に再

び拘束され、収容所に入れられたと訴えた。 

 

彼らが再び拘束されたのは２月５日。 

トランプ大統領とグアイド議長が面談した直後だとい

う。 

 

家族らは、トランプ大統領とグアイド議長が面談したこ

とによるマドゥロ政権の復讐だと訴えている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“再びの拘束を訴える CITGO 役員らの家族” 

 

 

 

 

 

「OAS 人権委員会 コロンビアへ移動」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.402」で、米州機構（OAS）

の人権委員会ミッション団が経由地のパナマでコパ航

空に搭乗を拒否されたとの記事を紹介した。 

 

その後、同ミッション団はコロンビアのボゴタに移動。 

そこで亡命したベネズエラ人らと面談し、ベネズエラの

人権問題の調査を行った。 

 

同ミッション団は、今後ベネズエラとの国境ククタに移

動し、現地調査を続ける予定のようだ。 

 

「故チャベス元大統領の娘 久しぶりに登場」         

 

２月６日 故チャベス元大統領の娘で国連大使代行を

務めていたマリア・ガブリエラ・チャベス氏（以下、マ

リア氏）が、カベジョ制憲議長が司会を務めるテレビ番

組に出演した。 

 

２月４日は、故チャベス元大統領らが、カルロス・アン

ドレス・ペレス政権に対してクーデターを起こした日で、

記念日を祝うためのイベントだった。 

 

 

（写真）Con el Mazo Dando（カベジョ制憲議長のテレ

ビ番組）より 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7d5ad09ae450d44844cabd76821dd36.pdf
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マリア氏は、現在マドゥロ政権と敵対しているラファエ

ル・ラミレス元 PDVSA 総裁（元ベネズエラ代表国連大

使）と関係が強く、マドゥロ政権と一線を置いており、

ここ１年ほどメディアに登場することはほとんどなか

った。 

 

マリア氏は、故チャベス元大統領がクーデターに失敗し、

投獄されていた頃に彼がマリア氏に宛てて書いた直筆

の手紙を読み上げ、故チャベス元大統領をしのんだ。 

 

経 済                       

「SUDEBAN Master、Visa 代用案を協議」            

 

２月６日 ベネズエラ銀行監督局（SUDEBAN）幹部ら

は、財務省および全国金融機関役員らと面談し、「ナイ

グアタ・プロジェクト（Proyecto Naiguata）」について

協議した。 

 

「ナイグアタ・プロジェクト」とは、VISA や MASTER

カードを使用することなく、決済を行うシステムを構築

するためのプロジェクトだという。 

 

同会合で、SUDEBAN のアントニオ・モラレス局長は、

金融機関らに VISA、MASTER に依存しない決済手段の

確立を急ぐよう指示。 

 

また、現在のところ「ナイグアタ・プロジェクト」の進

捗率は７５％と説明。近いうちに同プロジェクトが動き

出すとコメントした。 

 

１９年８月 米国政府は、ベネズエラの一部の国営銀行

へ の 制 裁 を 発 動 し た 。 こ の 制 裁 に よ り 軍 人 銀 行

「BANFANB」の口座では「Master Card」は使用でき

なくなっている。 

 

 

 

米国政府は「Banco Biecentenario」「Banco de Venezuela」

など一般人の口座が多い銀行については制裁の適用を

除外しており、これらの銀行は現在も Master Card、Visa 

Card が使用できる（「ベネズエラ・トゥデイ No.340」

参照）。 

 

ただし、制裁ライセンスには２０年３月２２日の期限が

設けられており、延長されなければ口座保有者は

Master や Visa の決済システムを利用できなくなる。 

 

「OPEC プラス 日量６０万バレルの追加減産か」         

 

２月４日から２日間の日程で石油輸出国機構（OPEC）

加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「OPEC プラ

ス」の専門委員会会合が実施されていた。 

 

同委員会は、減産規模を暫定的に日量６０万バレル拡大

することを提案。ロシア側の承認待ちの段階だという。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済減速懸

念が高まり、原油価格は急激に下落している。 

 

OPEC 関係筋によると、全ての当事国が同意すれば減産

が即実施され、２０年６月まで継続される見通しのよう

だ。 

 

（２月６日付けの報道では、ラブロフ外相が日量６０万

バレルの減産を支持したとの報道もあれば、ロシアが難

色を示しているとの報道もあり、直近でどちらが正確な

情報かは判断できなかった。） 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c5dc81372d76ca1969ede6a12ca6452.pdf

