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（写真）野党派国会 “３月４日議題、Rosneft と PDVSA が交わした CITGO 株式４９．９％の担保契約を破棄” 

 

 

２０２０年３月４日（水曜） 

 

政 治                     

「スペイン オスロ対話の再開を提案」 

「マドゥロ政権側弁護士 

～憲法違反でリック・スコット議員を訴え～」 

「グアイド議長に拳銃を向けた与党支持者の証言」 

「スーパーチューズデー バイデン候補リード」 

経 済                     

「野党国会 ロスネフチとの契約を解除 

～CITGO 株式を担保とした債務を反故に？～」 

「最高裁 PDVSA への債務未払会社の資産没収」 

「CAF ベネズエラ債務回収のため株購入」 

２０２０年３月５日（木曜） 

 

政 治                    

「野党国会 ３月７日に国家紛争書を公表」 

「米国 ベネズエラ大統領令を１年延長」 

「ブラジル 在ベネズエラ外交官の撤退を発表」 

経 済                    

「税法改定についての続報」 

「ベネズエラの石油事業者代表 汚職で逮捕」 

「PDVSA ２つの合弁会社が活動再開を検討」 

「ジョニーウォーカー ベネズエラに店舗開設」 

社 会                     

「国家自由報告書 ベネズエラは自由なし」 
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２０２０年３月４日（水曜）             

政 治                       

「スペイン オスロ対話の再開を提案」         

 

３月４日 スペインのアランチャ・ゴンサレス・ラジャ

外相は、スペイン議会の壇上でベネズエラに対する政府

の方針を発表。 

 

「（ベネズエラ問題について）スペインは、交渉の再開

に貢献したいと考えている。」 

と述べ、交渉を通じてベネズエラ問題を解決しようとす

るコンタクトグループの拠点となる意思があると発言。

１９年に暗礁に乗り上げたオスロ対話の再開を呼びか

けた。 

 

また、２０年１月にデルシー・ロドリゲス副大統領がス

ペインに入国したという報道の事実を認め、ロドリゲス

副大統領のスペイン渡航について事前にマドゥロ政権

側から通知されていたことも認めた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.403」参照）。 

 

欧州連合で承認された制裁により、ロドリゲス副大統領

は欧州域内への入国が禁止されている。 

 

形式上、欧州連合とスペイン議会（連立与党が多数派を

占める）は、この問題をこれ以上追及しないことで合意

していた。 

 

しかし、スペイン野党がこの問題の追及を続けており、

依然としてこの問題はスペインのメディアを騒がせて

いた。 

 

ロドリゲス副大統領の入国の事実を認めたことは、スペ

イン政府が EU で承認した制裁を違反したことを認め

たことになる。 

 

「マドゥロ政権側弁護士                 

 ～憲法違反でリック・スコット議員を訴え～」         

 

米国による経済制裁を緩和するためにマドゥロ政権が

契約したロビイング会社「Amsterdam & Partners」（弁

護士事務所）は声明を発表。元フロリダ州知事で現在は

下院議員を務めるリック・スコット議員を非難した。 

 

リック・スコット議員は、フロリダ知事だった当時から

マドゥロ政権を強く非難するスタンスを示しており、

「Amsterdam & Partners」に対して、マドゥロ政権への

支援を停止するよう圧力をかける警告状を発出してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.411」参照）。 

 

「Amsterdam & Partners」は声明で、リック・スコット

議員は、マドゥロ政権側の訴えを起こす権利を奪ってお

り、米国憲法に違反していると反論。「Amsterdam & 

Partners」の訴えは国際司法委員会に提出された。 

 

 
（写真）Amsterdam & Partners による告訴状 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ef34c139fb0e99b617b2fc915fcb38a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ef34c139fb0e99b617b2fc915fcb38a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27805d4c28f8084a81aab31e89dad970.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年３月４日～３月５日報道               No.４１５   ２０２０年３月６日（金曜） 

3 / 8 

 

「グアイド議長に拳銃を向けた与党支持者の証言」                  

 

３月４日 ディオスダード・カベジョ制憲議長は、自身

のテレビ番組「Con el Mazo Dando」に出演。 

 

２月２９日にララ州バルキシメトで起きた事件につい

て、グアイド議長に向けて拳銃を向けた人物を拘束した

と発表。拘束した人物の証言を公開した。 

 

拘束された人物の証言によると、彼は「カラカス」とい

うあだ名の人物で、野党側から金銭を受領し、問題を引

き起こしたという。 

 

「バルキシメト市の事件が起きる前日、ある人物から仕

事があると提案を受けた。町の人を脅す仕事という内容

だった。 

 

翌日、朝早くに指定された場所に行き、２００ドルを受

け取った。問題を起したら追加で２００ドルを支払うと

の提案を受けていた。 

 

そして、抗議行動に参加している人を脅し、グアイドに

向かって拳銃を向けた。」という内容だ。 

 

また、カベジョ制憲議長はグアイド議長の報道担当であ

るエドゥアルド・ロドリゲス記者を名指しで批判。ベネ

ズエラ社会を混乱させるため、ロドリゲス記者が今回の

フェイクニュースをでっちあげたと訴えた。 

 

 

「スーパーチューズデー バイデン候補リード」         

 

３月３日 米国大統領選の民主党候補指名争いの重要

イベントとなるスーパーチューズデーが実施された。 

 

１４州で民主党指名候補の予備選が実施され、中道ジョ

ー・バイデン前副大統領が計１０州で勝利。 

 

党候補として指名を受けるためには各州の一般代議員

３，９７９名の半数を超える１，９９１名の獲得が必要。 

 

現在のところ、バイデン氏の獲得代議員数は、５０９名

で首位。２位が、サンダース上院議員で４４９名。３位

がエリザベス・ウォーレン上院議員で３７名。 

 

実質、バイデン候補とサンダース候補の一騎打ちの形と

なっている。 

 

なお、立候補が遅れたブルームバーグ元 NY 市長につい

てはスーパーチューズデー後に指名候補争いからの離

脱を表明。バイデン候補を支持すると表明した。 

 

スーパーチューズデーが実施されるまでは、サンダース

上院議員が最も獲得代議員数の多い候補だったが、同日

のイベントでトップが逆転した。 

 

なお、共和党はトランプ大統領の再出馬でほぼ確実。 

 

サンダース上院議員は「民主社会主義」と名乗っており、

マドゥロ政権にも寛容な政策を示すと報じられている。 

 

仮にサンダース上院議員が民主党の指名候補となった

場合、トランプ大統領はベネズエラ問題を掲げてサンダ

ース議員と対峙することになるだろうが、バイデン前副

大統領が指名候補となった場合、ベネズエラに関する議

論は下火になるかもしれない。 
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経 済                        

「野党国会 ロスネフチとの契約を解除        

 ～CITGO 株式を担保とした債務を反故に？～」           

 

３月４日 野党国会は、PDVSA とロスネフチの合意に

ついて議論。CITGO 株式４９．９％を担保に得た１５

億ドルの融資契約を破棄すると宣言した。 

 

同契約は２０１６年に「Rosneft」と PDVSA との間で

交わされた契約。「Rosneft」は PDVSA に対して、１５

億ドルを融資（正確には原油代金の前払いとして支払い）

し、仮に融資の返済が履行されない場合は CITGO 株式

４９．９％をもって回収することが出来る約束となって

いた。 

 

本件について、「Rosneft」と PDVSA の契約は、事前に

国会の承認を経ておらず、憲法違反との見解を示してい

る。 

 

グアイド議長は 

「違法なものは解約する。マドゥロは違法行為によりベ

ネズエラを担保に入れた。我々は、国を立て直すため、

国家の資産を保護するための手段を考える。」 

と述べた。 

 

「最高裁 PDVSA への債務未払会社の資産没収」                  

 

ロイター通信は、マドゥロ政権側の最高裁判所が

PDVSAに支払いをしていない海運会社に対して資産没

収を命じたと報じた。 

 

PDVSA と取引をしている海運会社は、石油ターミナル

の使用量を支払うことになっているが、その支払いが滞

っているという。 

 

 

 

２月１７日 国家海運局（INEA）は、カラカス地方裁

判所に対して、「PDVSA の資産を不当に毀損した」とし

て、６つの海運会社の資産差し押さえを求めていた。 

 

また、差し押さえを求めた翌週、政府関係者が訴えを受

けた海運会社に乗り込み書類などを押収したという。 

 

現段階では、６つの海運会社がどこかやいくら支払いが

滞っているのかは確認されていない。 

 

「CAF ベネズエラ債務回収のため株購入」                  

 

３月４日 「アンデス開発公社（CAF）」役員会は、融

資返済能力に問題を抱えるラテンアメリカ各国の

「Serie B（シリーズ B）」という株式を自動購入すると

決定した。 

 

このラテンアメリカ国の中には、ベネズエラも含まれる。 

 

CAF が「Serie B」を自動購入することにより、ベネズ

エラ政府は、返済期日が満了している３６０万ドルを

CAF へ返済したことになり、CAF から新たに融資を得

られる可能性があるという。 

 

経済専門家のアレハンドロ・グリサンティ氏

（「Ecoanalitica」のリサーチャーで、元バークレイズ銀

行のベネズエラ債券の担当調査員）は、 

「今回の株式購入はベネズエラ経済の再建を阻害する

もので許容できない」 

とネガティブな見解を示している。 

 

今回の決定が報じられる前日、フリオ・ボルヘス PJ 幹

事長が本取引をツイッターで投稿。CAF の姿勢を非難

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.414」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42b8edf8dd0815d02d33708f868717b2.pdf
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２０２０年３月５日（木曜）              

政 治                       

「野党国会 ３月７日に国家紛争書を公表」        

 

かねてよりグアイド議長が呼びかけている３月１０日

（火曜）の抗議行動の実施日が迫ってきた。 

 

３月５日 ファン・パブロ・グアニパ国会第１副議長は、

同日の抗議行動の移動ルートを３月７日に発表すると

宣言。 

 

グアニパ第１副議長は、 

「これはベネズエラ社会全体の戦いだ。 

議員、政党だけではなく労働組合、教育機関、学生など

全てのベネズエラ国民による闘争だ。」 

と支持者に動員を呼びかけた 

 

現在のところ出発地点は明確に示されていないが、グア

ニパ第１副議長によると、抗議行動はチャカオ市のフラ

ンシスコ・デ・ミランダ通りを起点に出発し、国会議事

堂に向かう。 

 

また、３月７日には「国家紛争書（Pliego Nacional de 

Conflicto）」という文書を発表し、その文書は３月１０

日に国会で承認される予定だという。 

 

ただし、「国家紛争書（Pliego Nacional de Conflicto）」

がどのような内容の文書でどのような意味があるのか

は明らかにされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「米国 ベネズエラ大統領令を１年延長」           

 

３月５日 米国政府は、米国議会に対して「米国安全保

障上、極めて危険なベネズエラ脅威宣言（ベネズエラ大

統領令）」を１年間延長するよう要請した。 

 

「ベネズエラ大統領令」は、２０１５年に当時のオバマ

政権下で承認されたもので、米国政府がベネズエラに制

裁を科す際の根拠となる法令。 

 

トランプ政権もこの大統領令を毎年更新しており、２０

年も１年間延長することになる。 

 

トランプ政権は、 

「ベネズエラ大統領令１３６９２号に関連する状況は、

改善されていない。ベネズエラは引き続き米国の国家安

全保障上、極めて重大な脅威となっている。」 

との声明を発表。 

 

ベネズエラの人権問題と民主主義を回復させるために、

引き続きマドゥロ政権に圧力をかける方針を示した。 

 

「ブラジル 在ベネズエラ外交官の撤退を発表」         

 

３月５日 ブラジル政府は、在ベネズエラ・ブラジル大

使館および領事館の外交官を撤収すると発表した。 

 

ブラジルのボルソナロ政権は、２０１９年からグアイド

議長をベネズエラの暫定大統領と認識するスタンスを

示しており、マドゥロ政権の正当性を認めていない。 

 

両国の関係は、１９年以前から冷え切っており１７年１

２月にマドゥロ大統領は在ベネズエラ・ブラジル代表大

使（ルイ・ピレイラ大使）に国外追放を命じていた。 
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ただし、「外交官の撤退」がブラジル大使館の閉鎖を意

味しているわけではなさそうだ。 

 

３月６日時点では、ベネズエラから撤退をしたのは大使

館職員２名、カラカス領事館職員１名、ガイアナ市領事

館の領事１名と報じられている。 

 

また、ブラジルとベネズエラの国境の町「サンタ・エレ

ナ・デ・ウアイレン」の副領事も撤退が噂されているが、

引き継ぎ業務などで実際の撤退には２カ月ほどかかる

見通しと報じられている。 

 

経 済                       

「税法改定についての続報」               

 

マドゥロ政権は１月に消費税法の改定を発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.400」参照）。 

 

「外貨建て」、「ペトロ以外のデジタル通貨建て」の取引

などに追加で税金を科すことになったが、現時点でも施

行詳細はよく分かっていない。 

 

３月５日 経済系メディア「Bancaynegocios」は、直近

で確認されている消費税法改定に関する情報を報じた。 

 

以下は消費税法改定に関する「Q＆A」。 

 

Q：追加の消費税は誰が支払うのか？ 

A：「ボリバル通貨」、「ペトロ」以外の手段で決済をする

全ての消費者が対象。 

 

Q：不動産などの購入時はどうなるか？ 

A：アパート、戸建て、自動車、二輪車など動産・不動

産を購入する際にも追加税を支払う必要がある。 

 

 

 

Q：個人事業主、専門職なども追加税を徴収するか？ 

A：「外貨」・「ペトロ以外のデジタル通貨」で支払いを受

け取る場合、専門職なども追加税を上乗せした請求書を

発行しなければいけない。 

 

Q：いつの時点で追加税を支払う必要があるか？ 

A：消費者は商品の購入時に支払うことになる。商品を

販売する側は商品の価格とは別に追加税の金額を分け

て請求書を発行しなければいけない。 

 

Q：適用される税率は？ 

A：適用される税率はまだ公開されていない。 

２０年３月２７日に公開される見通しで、税率は５％～

２５％が基本となっている。 

 

Q：公開日から有効になるのか？ 

A：改定された消費税法によると、官報公布日から６０

日後に有効になると定められている。従って、２０年３

月３０日（月曜）から有効となる見通し（ただし、こう

いった期日は守られないことが多い）。 

 

Q：どのように施行状況を確認するのか？ 

A：徴税庁（SENIAT）が、法令が適切に執行されてい

るかを確認するメカニズム作成している。適正に執行さ

れていないことが判明した場合、販売業者は罰則を受け

ることになる。 

 

「ベネズエラの石油事業者代表 汚職で逮捕」         

 

３月５日 検察庁は、PDVSA の資材に関する汚職を働

いたとして、PDVSA 関係会社「ベネズエラ潤滑油・触

媒会社（Vassa）」のオスカル・ラファエル・アポンテ代

表を逮捕したと発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
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検察庁は、本件について 

「PDVSA およびベネズエラ政府は、国家と石油産業を

守るため PDVSA 関係会社「ベネズエラ潤滑油・触媒会

社（Vassa）」のオスカル・ラファエル・アポンテ代表を

逮捕する。 

 

同容疑者は、自身の役職を利用し、PDVSAの戦略物資、

資材を第三者に売却することで不当に利益を得ていた。

同時に販売情報を偽装することで、汚職行為を隠してい

た。 

 

従って、検察庁は刑法で同容疑者を調査することを決定

した。」 

と発表している。 

 

「PDVSA ２つの合弁会社が活動再開を検討」         

 

ロイター通信は、PDVSA が５月か６月を目途に合弁会

社「Petrocedeño」と「Petromonagas」の原油生産を再

開することを検討していると報じた。 

 

「Petrocedeño」は、「TOTAL（仏）」が３０．３２％と

「Statoil（ノルウェー）」が９．６８％、PDVSA が６０％

の株式を所有する合弁会社。 

 

「Petromonagas」は、「CNPC（中国）」が４０％、PDVSA

が６０％の株式を所有する合弁会社。 

 

両社はしばらく操業を停止していた。 

 

ただし、ロイター通信によると、米国の制裁により商品

の販売先が確保できず、産油量を意図的に減らす必要が

生じているという。 

 

 

 

 

「ジョニーウォーカー ベネズエラに店舗開設」         

 

２０年２月、スコッチ・ウィスキーのブランド「ジョニ

ー・ウォーカー」は、ベネズエラの首都カラカス・エル

アティージョ市「La Miralla 地区」に第１店舗を開設し

た。 

 

「Diageo Venezuela」（Diageo は、英国の酒造企業）と

の提携による出店だという。 

 

「Diageo Venezuela」によると、同店では 

「ジョニー・ウォーカーのブラックラベル（１８年）」、 

「ジョニー・ウォーカーのゴールドラベル・リザーブ」、 

「ジョニー・ウォーカーのブラックラベル」 

などが販売されるという。 

 

ベネズエラ人はウィスキーを好む国民性で、経済が良か

った景気が良かったころは多くの人が高級ウィスキー

を飲んでいた。 

 

経済低迷により消費量が減ったと思われるが、外貨建て

の取引が普及したことで為替リスクが減ったため、商機

が戻ったと判断したのかもしれない。 

 

 
（写真）Voce.com.ve 

“エル・アティージョ市にオープンしたジョニー・ウォ

ーカー第１店舗” 
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社 会                       

「国家自由報告書 ベネズエラは自由なし」            

 

非政府団体「フリーダム・ハウス」は、毎年、世界各国

の自由度ランキングを更新している。 

 

３月５日 「フリーダム・ハウス」は、２０２０年の自

由度ランキングを公表。 

 

ベネズエラは、「事実上、民主主義と自由が存在しない

国」にカテゴライズされた（ランキングと言ってもカテ

ゴライズされているだけで、順位は明記されていない）。 

 

自由度は１００点満点で評価されるが、ベネズエラの総

合評価は１６点。１９年度版では１９点だったので、昨

年よりも評価が下がったことになる。 

 

複数項目ある中で、ベネズエラの評価が比較的高かった

のは、「政治権」で１００点満点中４０点。「市民の自由」

が６０点。 

 

「政府（マドゥロ政権）」の評価は、１００点満点中２

点と低い。「フリーダム・ハウス」は、一部の社会セク

ターの選挙権が喪失しており、政府が機能していないと

評価した。 

 

 

 

（写真）フリーダム・ハウスより抜粋 

 

以上 


