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（写真）米国国務省 Twitter “米国政府 マドゥロ政権とエネルギー分野の制裁緩和について協議” 

 

 

２０２２年３月４日（金曜） 

 

政 治                     

「野党系知事ら 米国大使と面談 

～経済制裁の緩和を要請～」 

「マドゥロ大統領 欧米への原油輸出を求める」 

経 済                     

「中銀 ２２年２月のインフレ率は２．９％」 

「与党国会 制裁の経済被害は１９４０億ドル」 

「FEDEX ベネズエラ向け配送を一時停止」 

「観光業 カーニバル特需は期待を下回る」 

社 会                     

「地下鉄・水道等インフラ メンテナンス実施」 

22 年 3 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「米高官 ベネズエラでマドゥロ政権と協議 

～原油不足をベネズエラでカバー？～」 

「急進野党 マドゥロ政権との協議を非難」 

「マドゥロ政権 ロシアと軍事品契約？」 

「中国から医療資材６９トンが到着」 

経 済                    

「現地通貨の通貨供給量は１１．８億ドル」 

「ガソリンスタンド ５４０店舗は補助金なし」 

社 会                    

「公共インフラ世論 否定的な評価は５８．９％」 
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２０２２年３月４日（金曜）             

政 治                       

「野党系知事ら 米国大使と面談            

          ～経済制裁の緩和を要請～」       

 

３月４日 現地メディア「Efecto Cocuyo」は、コロンビ

アでベネズエラ担当大使を務めているジェームス・スト

ーリー米国大使と、２１年１１月の州知事選で当選した

野党系知事らがボゴタで面談をしたと報じた。 

 

「Efecto Cocuyo」によると、野党系知事らはストーリ

ー大使に対して、経済制裁の緩和を求めたという。 

 

特に石油産業、建設業界、農業、畜産業、自動車、保険、

機械製造業などの分野で外国からの投資呼び込みを再

開する手段について検討を求めたという。 

 

加えて、電力・水道のメンテナンスのために必要な「ア

ンデス開発公社（CAF）」の融資再開を求めたという。 

 

同面談に参加したのは、スリア州のマニュエル・ロサレ

ス知事、バリナス州のセルヒオ・ガリド知事、コヘーデ

ス州のホセ・アルベルト・ガリンデス知事の３名。 

 

また「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス氏

も同席したという。 

 

野党系で言えば、ヌエバエスパルタ州のミゲル・ロドリ

ゲス知事もいるが、同氏は参加していない。 

 

面談に参加したロサレス知事は、UNT の党首。 

セルヒオ・ガリド知事は、行動民主党（AD）の党員。 

ガリンデス知事は、第一正義党（PJ）の党員。 

 

 

 

この３名は主要野党に属しているが、面談に参加してい

ないロドリゲス知事は独立野党の「隣人の力（FV）」に

所属している。 

 

つまり、主要野党に所属する３名の知事だけが米国大使

と面談したことになる。 

 

主要野党は、反マドゥロ勢力の団結を呼びかけているが、

実際の対応は言葉とは異なるということだろう。 

 

なお、３名の知事は主要野党の中でも穏健なスタンスを

掲げており、マドゥロ政権と不要な緊張を煽らない印象

はある。 

 

加えて、同席したスターリン・ゴンサレス氏は、主要野

党の中でも PJ のカプリレス氏と並んで経済制裁の緩和

を求める人物と認識されている。 

 

筆者の理解では、大使との面談はセレモニーであり、面

談する前に既にどのような話が挙がるかはおおよそ同

意がされている。 

 

特にベネズエラは米国の外交政策にとってセンシティ

ブな問題でもあるため、当日合ってみるまで何を言われ

るか分からないような面談はしないはずだ。 

 

つまり、ストーリー大使が、経済制裁緩和の申し入れを

聞くことに同意したから３名の知事と面談することに

なった可能性は高く、米国が経済制裁緩和に乗り出す前

兆なのかもしれない。 
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「マドゥロ大統領 欧米への原油輸出を求める」         

 

３月３日 マドゥロ大統領は大衆らを前に演説を実施。 

 

その中で米国や欧州、アジアへの原油輸出を行う意思が

あると主張。世界的に不足の懸念が高まっているエネル

ギー供給を補う意思があると強調した。 

 

「ベネズエラには原油がある。この国で産油活動を行い

たい投資家、原油の購入を希望する者は米国でも欧州で

もアジアでも歓迎する。 

 

原油採掘、ガス開発のためのベネズエラの門戸は解放さ

れている。米国も含めて全ての国のエネルギー安定に寄

与する準備がある。」と言及した。 

 

「米政府高官 ベネズエラでマドゥロ政権と協議」にて

後述するが、３月５日に米国政府高官がベネズエラを訪

問し、マドゥロ政権とエネルギー分野に関する意見交換

を行った。 

 

マドゥロ大統領の発言は、この協議を意識したものだっ

たのだろう。 

 

経 済                        

「中銀 ２２年２月のインフレ率は２．９％」           

 

３月４日 ベネズエラ中央銀行は、２２年２月のインフ

レ率を公表した。 

 

同月のインフレ率は先月比２．９％増。 

６カ月連続の１桁台のインフレとなる。 

 

また、先月比２．９％増という数字は２０１４年２月以

来、最も低いインフレ率で８年ぶりだという。 

 

 

なお、２０２２年に入ってからの累計インフレ率は９．

８％、２１年３月～２２年２月までの１２か月分の累計

インフレ率は３４０．４４％となっている。 

 

なお。分野別で最もインフレが激しかったのは「通信」

で先月比２３．１％増、次に「教育」で同１７・５％増

となっている。 

 

なお、生活に不可欠な「食料・ノンアルコール飲料」に

ついては同１．１％増、「医療」は同０．８％増と比較

的落ち着いている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「与党国会 制裁の経済被害は１９４０億ドル」                  

 

与党国会で野党議員として活動するホセ・ブリト議員

（旧国会調査委員会の代表）は、国会にて２０１６～２

０年までの野党多数派の国会がベネズエラに与えた被

害総額は１，９４０億ドルに上ると説明した。 

 

なお、ブリト議員は、２０１９年まで「第一正義党（PJ）」

に所属する議員だったが、CLAP 取引への関与などを理

由に除名され、現在は「ベネズエラ第一党（PV）」の議

員として活動している 

 

ブリト議員は、主要野党を中心とする４４２名がベネズ

エラの資産を簒奪したと指摘。 
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また、主要野党がお金を配ることによって買収した工作

員を含めれば簒奪の共犯者は１６００人になると訴え

た。 

 

特に AD のラモス・アジュップ幹事長、PJ のフリオ・

ボルヘス前幹事長、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・

ロペス党首を名指しで非難。 

 

UNT のロサレス党首については、コロンビアにあるベ

ネズエラの国営化学公社「 Pequiven 」傘下の

「Monomeros」を巡る汚職への関与を指摘した。 

 

同委員会に所属するウグベル・ロア議員は、野党国会が

行った経済攻撃をまとめた調査報告書を「行政監督長」

に提出すると補足。彼らの犯罪行為に法の裁きを適用す

るよう求めると述べた。 

 

「FEDEX ベネズエラ向け配送を一時停止」         

 

国際配送サービスを行う「FedEx」が、ベネズエラへの

国際輸送サービスを一時的に停止したと報じられ、話題

になっている。 

 

ベネズエラ人のフランシスコ・ポレオ記者が、Fedex の

サービス一時停止アナウンスの通知文をソーシャルメ

ディアで投稿し、拡散されている。 

 

同通知文によると、ベネズエラ以外にロシア、ウクライ

ナ、アフガニスタン、向けの配送サービスを停止してお

り、これらの国への輸送は受け付けていないという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Francisco Poleo 記者 

 

「観光業 カーニバル特需は期待を下回る」                  

 

３ 月 ４ 日  「 ベ ネ ズ エ ラ ５ つ 星 ホ テ ル 連 盟

（AVECINTEL）」のオルドリッチ・エンリケ代表はイ

ンタビュー番組「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

先日終了した「カーニバル」について、今年のカーニバ

ルは我々が期待していたよりも低調だったとの見解を

示した。 

 

一方で、「ヌエバエスパルタ州、ファルコン州、カラボ

ボ州などで多くの動員があった」と指摘。「十分受け入

れられる結果だった」ともコメント。ある程度は状況が

改善したとの見解を示した。 

 

また、「カーニバル期間中にベネズエラ国内の観光を盛

り上げようとする政府の姿勢が見えた」と指摘。その姿

勢が観光業界に一定のプラスの影響を与えたと評価し

た。 

 

他、施設の改修を自己資金で行うことは困難で、観光業

界は融資を欲していると発言した。 
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社 会                        

「地下鉄・水道等インフラ メンテナンス実施」           

 

３月４日 ネストル・リベロール電力相（公共事業担当

副大統領）は、カルメン・メレンデス・カラカス首都区

長と共に、カラカス首都区のインフラの改修工事を行う

と発表した。 

 

具体的に言及された分野は、電力（火力発電所）、水道

インフラ（Sistema Tuy）、カラカス地下鉄（Metro）な

ど。また、リサイクルを推進するための教育施設の設置

も検討するとした。 

 

カルメン・メレンデス・カラカス首都区長は、財相や大

統領府担当相、国防相などを歴任した与党重鎮の一人。 

 

２１年１１月にカラカス首都区長に就任したが、その後

旧市街地にスポーツ施設を新設するなど比較的精力的

に動いている印象。それまでカラカス首都区長を務めて

いたエリカ・ファリアス氏より前向きな動きがある。 

 

メレンデス氏は、軍出身でマドゥロ政権最重鎮の１人で

もあるので、予算を引っ張りやすいのかもしれない。 

 

２０２２年３月５～６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「米高官 ベネズエラでマドゥロ政権と協議     

    ～原油不足をベネズエラでカバー？～」        

 

３月５日 米国メディア「The New York Times（NYT）」

は、米国政府高官がベネズエラへ訪問し、マドゥロ政権

と協議を行うと報じた。 

 

この情報は、匿名の内部関係者からの情報だという。 

 

 

NYT によると、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世

界的なロシア包囲網が強化されており、ロシア経済が不

安定化しており、米国政府はこの機会を活かそうと考え

ているという。 

 

内部関係者によると、欧米は、ロシアの原油・ガス輸出

に制裁を科すことを検討しており、米国の共和党・民主

党の両党はその代替としてベネズエラの可能性も検討

しているという。 

 

同協議に参加した人物として名前が挙がっているのは、

共和党の Scott Taylor 氏。また、米国国務省の関係者、

２０２０年にマドゥロ政権が米国でのロビー活動を委

託した Robert Stryk 氏も同行しているという。 

 

この報道の翌日の３月６日 ロイター通信は、米国政府

高官とマドゥロ政権の協議が３月５日に行われたが、合

意に至らなかったと報じた。また、現在のところ次の協

議予定も定まっていないという。 

 

とはいえ、１回の協議で合意に至る可能性など最初から

ないので「合意に至らなかった」というのは当然とも言

える。 

 

重要なのは与野党協議の最重要課題である経済制裁緩

和について、米国政府がマドゥロ政権との直接交渉に乗

り出したという事実だろう。 

 

なお、報道を見る限り、具体的にどのようなやり取りが

交わされたのかは判明していない。 
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「急進野党 マドゥロ政権との協議を非難」           

 

エネルギー分野の制裁緩和に向けた動きを批判的にと

らえるグループも存在する。 

 

米国のマルコ・ルビオ議員（共和党）は、バイデン政権

がマドゥロ政権と制裁緩和に関する交渉を行ったこと

を強く非難。 

 

「バイデンは、マドゥロ政権と仲良くするための合意を

結びたいと考えており、その口実としてロシアを使って

いる。 

 

米国でより多くの原油を産出する代わりに、独裁で犯罪

者の原油で代用しようとしている。これでは原油調達先

が別の殺人者にとって代わるだけだ。」 

と主張した。 

 

また、急進野党のリーダーで「ベネズエラ主導党（VV）」

の党首マリア・コリナ・マチャド氏は、 

 

「ベネズエラは米国の国家安全保障上の脅威であり、中

国、イラン、ロシアの軍人がいる。ベネズエラは反米国

主義のプラットフォームになりつつある。 

 

マドゥロがいる限り、ベネズエラは決して米国にとって

信頼できる原油供給国にはならない。PDVSA は支払い

能力がなく、融資を得ることも出来ない。ロシアの金融

網に引っ掛かっている。 

 

更に現在ベネズエラで産出されている原油は中国に輸

出されている。そして一部はキューバに輸出されている。 

 

マドゥロはロシア、中国、イランの仲間であり、この関

係を断つためには、民主主義ルールを尊重し、マフィア

が繁栄する道は存在しないことを証明する必要がある。 

 

マドゥロが約束を守ると信じることはマジックリアリ

ズム（起こり得ない話）と言える。 

 

ベネズエラ人は決して自由を諦めることはない」 

と主張した。 

 

「マドゥロ政権 ロシアと軍事品契約？」         

 

３月５日 「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス前

幹事長は、コロンビア系メディア「El Espectador」に記

事を投稿。 

 

マドゥロ政権がロシアと新たな軍事合意を締結したと

訴えた。 

 

ボルヘス氏によると、マドゥロ政権はロシアから新たに

「Ｓ－４００」というミサイルと「ＡＫ－１０３」とい

う銃を製造する工場を建設する合意を結んだという。 

 

この合意は世界の不安定化につながると指摘した。 

 

なお、この情報はベネズエラ国防省内にいるベネズエラ

の未来を懸念する有志から得た情報だと補足。国防省内

に情報提供者がいると説明した。 

 

「中国から医療資材６９トンが到着」         

 

３月６日 ベネズエラ保健省は、中国から６９トンの医

療資材が到着したと発表した。 

 

具体的にどのような医療資材が到着したのかは明らか

にされていない。 

 

保健省の発表によると「中国からの医療資材の到着はこ

れで４２回目」だというが、いつから数えて４２回目な

のかは不明だ。 
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経 済                       

「現地通貨の通貨供給量は１１．８億ドル」            

 

ベネズエラ中央銀行は２月第４週目の通貨供給量を公

表。 

 

２月下旬時点でベネズエラの通貨供給量は５１億１，２

２２万ボリバルとなった。現在の公定レート（１ドル

BsD.４．３２６６）で換算すると約１１．８億ドルに相

当する。 

 

これは２０２１年末から約２カ月で２１．５７％増加し

たことを意味するという。 

 

一方、ベネズエラ国内で預金されている外貨は総額１１

億８，０７０万ドルでほぼ同額の外貨預金があるという

ことになる。 

 

「ガソリンスタンド ５４０店舗は補助金なし」         

 

ベネズエラは今でも政府による補助金が入った価格（給

油可能の量に限度あり）で販売されるガソリンと補助金

なしのガソリンが販売されている。 

 

しかし、マドゥロ政権が補助金入りガソリンを給油でき

るガソリンスタンドを減らしていると報じられた。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、約１００

のガソリンスタンドが補助金なしのガソリン価格（０．

５ドル／リットル）に代わったという。 

 

 

同メディアによると全国１６８０あるガソリンスタン

ドのうち、補助金なしの価格のガソリンだけを給油して

いるのは現在５４０店舗だという。 

 

 

社 会                       

「公共インフラ世論 否定的な評価は５８．９％」            

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、全国１

２の州の主要都市で公共サービス（水、電力、家庭用ガ

ス、通信、ゴミ廃棄）の状況に関するアンケート調査を

実施した。 

 

まず、公共サービス全般に関する評価について「ネガテ

ィブ（否定的）」と評価したのは全体の５８．９％。 

前回の調査（２０２１年末）は６５．６％だったので、

約７ポイントの改善が見られたという。 

 

評価が悪かったのは、タチラ州のサンクリストバル市

（７０．８％が「ネガティブ」と評価）、メリダ州のメ

リダ市（同６７％）、バリナス州のバリナス市（同４８．

８％）だった。 

 

逆に評価が良かったのは、ヌエバエスパルタ州のポルラ

マル市（同１５．５％）、ファルコン州のプントフィホ

市（２１．１％）、スリア州のマラカイボ市（２２．６％）

となった。 

 

同調査の詳細については次号の「ウィークリーレポート」

で紹介したい。 

 

以上 


