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（写真）グアイド議長ツイッター “８月６日 リマで５８カ国がベネズエラ問題について議論” 

 

 

２０１９年８月５日（月曜） 

 

政 治                     

「欧州連合 外交政策委員長が交代 

～対話による解決方針が維持される見通し～」 

「スジュ氏 人権侵害主犯格２１人を CPI に訴え」 

「マドゥロ支持者はベネズエラ人のうち２％」 

経 済                     

「米国政府 米国内のベネズエラ政府資産を凍結 

～マドゥロ政権と取引する企業も二次制裁～」 

「米国域内の PDVSA 資産 債権者も触れられず」 

社 会                     

「FAO ベネズエラ国民の２１．２％は栄養不足」 

２０１９年８月６日（火曜） 

 

政 治                    

「米ボルトン大統領補佐官 対話での解決を否定 

～グアイド政権は与党との対話を継続～」 

「リマグループ会合 制裁による解決を期待」 

「マドゥロ政権 米国の制裁を非難」 

経 済                    

「国会 対外債務は１６００億ドル超」 

「ラグアイラ港 取引はほぼ停止」 

「Chevron 次のライセンス更新は困難」 

社 会                     

「手生産品の摂取で６２０名が死亡」 
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２０１９年８月５日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合 外交政策委員長が交代             

  ～対話による解決方針が維持される見通し～」       

 

８月５日 欧州議会は外交政策委員長としてスペイン

外相のジョセップ・ボレル氏を任命した。 

 

これにより現在、欧州連合の外交委員長を務めているフ

ェデリカ・モゲリーニ氏は任期を終え、１１月に交代す

ることになる。 

 

ベネズエラ問題について、ボレル外相は明確に対話での

解決を志向している。 

 

現在、欧州外交委員長を務めているフェデリカ・モゲリ

ーニ氏も同じスタンスを示しており、ベネズエラ問題に

対する EU のスタンスは変わらないと思われる。 

 

なお、スペインのサンチェス政権の前のラホイ政権の時、

スペインは米国側のスタンスに同調していた。しかし、

ラホイ政権からサンチェス政権に代わったことで、スペ

インが対話での解決を志向するようになり、その影響で

モゲリーニ外交政策委員長も対話路線に傾倒した。 

 

この経緯を踏まえると、サンチェス政権の外相であるボ

レル外相は、モゲリーニ外交政策委員長よりも対話での

解決を志向している人物と思われる。 

 

後述するが、対話での解決を否定し、制裁による政権交

代を目指す米国政府の方針と衝突しており、両地域の対

立が起きる可能性もありそうだ。 

 

 

 

 

「スジュ氏 人権侵害主犯格２１人を CPI に訴え」         

 

グアイド政権が任命した在チェコ・ベネズエラ大使を辞

任した人権活動家のタマラ・スジュ氏は、マドゥロ政権

内で拷問を行っている主犯格として２１名のリストを

国際司法裁判所（CPI）に提出した。 

 

マドゥロ大統領 

デルシー・ロドリゲス副大統領 

アイサミ経済担当副大統領 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

など軍部出身ではない人物も入っているが、 

 

上記の４名以外は 

パドリーノ・ロペス国防相 

ネストル・リベロ―ル内務司法平和相 

レミヒオ・セバジョ COFANB 総司令官 

など軍部出身の人物が羅列されている。 

 

「マドゥロ支持者はベネズエラ人のうち２％」                  

 

アンケート調査会社「Pronosctico」が１９年１月６日～

６月１５にかけて行ったアンケート調査によると、自身

を「マドゥリスタ（マドゥロ大統領支持者（支持者とい

うよりも信者に近い））」だと認識した回答者は全体の

２％しかいなかったと報じた。 

 

また、自身を「チャビスタ（故チャベス大統領支持者）」

だと認識している回答者は全体の１０．５％にとどまっ

たとしている。 

 

他方、自身を野党支持者と認識しているのは全体の２８．

５％。 

 

「Frente Amplio-MUD」を支持していると回答したの

は全体の１０．７％だったとしている。 
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最も多い回答は与党も野党も支持しない「無党派」で全

体の４１．５％だった。 

 

政党別の支持率では、「どの政党も支持しない」が５９．

２％と半数以上を占めた。 

 

個別の政党で最も支持が多かったのは与党のベネズエ

ラ社会主義統一党（PSUV）で１２．８％。 

 

次いで、グアイド議長が所属する大衆意志党（VP）が１

０．９％。 

 

カプリレス元ミランダ州知事らが所属する第一正義党

（PJ）が５．２％。 

 

ラモス・アジュップ氏が所属する行動民主党（AD）が

４％。 

 

マリア・コリナ党首のベネズエラ主導党（VV）が１％と

の結果が出ている。 

 

政治家個人への支持では、最も多かったのはグアイド議

長で３０．３％。 

 

次いで、マリア・コリナ・マチャド VV 党首が１５．９％。 

 

マドゥロ大統領が１２％。 

 

レオポルド・ロペス VP 党首が９．３％だった。 

 

「ベネズエラの混乱の責任は誰にあるか」との問いに対

して、マドゥロ大統領と回答したのは全体の７０．４％

で圧倒的多数。４．３％は起業家、４％は野党、３．２％

は帝国主義国との回答だった。 

 

 

 

 

経 済                        

「米国政府 米国内のベネズエラ政府資産を凍結     

  ～マドゥロ政権と取引する企業も二次制裁～」           

 

昨日、今日のニュースは、ほとんど本件に関する報道で

占められていた。 

 

８月５日 米国政府は、ベネズエラ政府に対する追加制

裁を発動。米国域内にあるベネズエラ政府の資産をすべ

て凍結することを決定した。 

 

ベネズエラ政府の関係組織も含めて、ベネズエラ政府と

の取引は禁止される。 

 

米国のボルトン大統領補佐官は、ベネズエラ政府を支援

している企業は外国の企業であったとしても米国域内

の資産差し押さえの二次制裁を科す可能性があると言

及した。 

 

ただし、今回の制裁はあくまでベネズエラ政府への制裁

であり、ベネズエラの民間企業、個人は引き続きドル決

済を継続することが出来るとしている。 

 

また、仮に取引相手がベネズエラ政府であったとしても

食料や医薬品など人道目的の取引については制裁の対

象から除外するとしている。 

 

詳細については、「ウィークリーレポート No.109」を参

照されたい。 

 

とは言え、今回の制裁を受けて早くもベネズエラでの事

業を停止する企業も出ている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/085a5879bb22ab1d753fabcff7773a44.pdf
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ドイツでインターネットのドメイン売買を仲介する

「SEDO」という会社は、今回の制裁を受けて、全ての

ベネズエラ国内でのサービス提供を停止すると発表し

た。 

 

ドメイン提供相手がマドゥロ政権関係者なのかどうか

を判断することが無理なため、ベネズエラでの取引を全

て停止する決断に至ったと思われる。 

 

 

（写真）SEDO 

“ベネズエラの顧客に対してサービス停止を通知” 

 

 

 

 

 

「米国域内の PDVSA 資産 債権者も触れられず」         

 

８月５日 米国政府が新たに科した制裁について、グア

イド政権が任命したイグナシオ・エルナンデス会計監査

総長が説明した。 

 

エルナンデス会計監査総長は説明の中で、 

「米国にある PDVSA の資産は、CITGO も含めてブロ

ックされる。」 

と述べた。 

 

ベネズエラ政府、PDVSA は外国企業への未払金や接収

賠償金など多額の負債を抱えている。 

 

Crystallex、Conoco Phillips など一部の企業および一部

の債券保有者は、債権回収のため CITGO 資産の売却を

試みており、これらの試みは今回の制裁により米国政府

のライセンスが無い限り不可能になったと言えそうだ。 

 

先だって、エルナンデス会計監査総長は、「Crystallex が

CITGO資産を売却するためには米国政府のライセンス

が必要」と主張していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.325」

参照）。 

 

彼の発言から想像するに、グアイド政権の関係者は、今

回の制裁が発表される前から制裁の内容について把握

していたのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfe8cc36b6fbcfc5e28885d6bae0f68e.pdf
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社 会                       

「FAO ベネズエラ国民の２１．２％は栄養不足」            

 

国連の下部組織「食糧農業機関（FAO）」のホセ・シル

バ代表はテレビのインタビュー番組でベネズエラの食

料事情について言及。 

 

FAO が２０１６年～１８年にかけて行った調査では、

ベネズエラ人の栄養不足率は２１．２％だったと述べた。 

 

２０１２年～１４年にかけて行った調査では栄養不足

率が６．８％だったため、この数年で著しく悪化したと

説明した。 

 

また、米国が制裁を科したことにより食料を含めて基本

的ニーズを満たせない状況が加速する恐れがあるとの

見解を示した。 

 

２０１９年８月６日（火曜）             

政 治                       

「米ボルトン大統領補佐官 対話での解決を否定     

   ～グアイド政権は与党との対話を継続～」        

 

米国がベネズエラ政府への追加制裁を発動した翌日、ペ

ルーでリマグループ主導の会合が開催された。 

 

同会合に出席した米国のボルトン大統領補佐官は、ノル

ウェー政府の仲裁による与野党交渉の模索について 

 

「マドゥロ政権はこれまでも対話を利用して時間を稼

いできた。対話の意志があるふりをするが、本当は交渉

の意思は無い。これまでの古い独裁政権のやり方は通用

しない。対話の時期は終了した。」 

と述べた。 

 

 

また、「マドゥロ政権への支援を続ける外国の企業は米

国でビジネスを続けられないリスクがある。」 

と述べた。 

 

他、「もはやマドゥロ政権が数十億ドルの債務を返済す

ることはできない。マドゥロ政権への支援を辞めるべき

だ。」と中国、ロシアに対して助言を述べた。 

 

ボルトン大統領補佐官は対話での合意の可能性につい

て強く否定しているが、グアイド議長は制裁発動後もマ

ドゥロ政権と対話を続ける意志を示している。 

 

ただ、この期に及んでマドゥロ政権との交渉を継続する

べきではないとの急進野党の非難は強く、抗議の声も散

見され始めている。 

 

「リマグループ会合 制裁による解決を期待」           

 

８月６日 ペルーで５８カ国の外交関係者が集まり、ベ

ネズエラ問題について議論した。 

 

リマグループは、マドゥロ政権を支持するキューバ、ロ

シア、中国、トルコらにも参加を呼びかけたようだが、

最終的にマドゥロ政権を支持する国はほとんど参加し

なかった。 

 

マドゥロ大統領をベネズエラの大統領と認識している

国で、同会合に参加したラテンアメリカ圏の国はメキシ

コとウルグアイだけだったようだ。 

 

米州地域以外から出席した国は、日本、バチカン、フラ

ンス、スペイン、ドイツ、英国、オーストラリア、韓国、

イスラエル、アラブ首長国連邦、南アフリカなど。 
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同会合では、米国が新たに科したベネズエラ政府への制

裁について議論。メキシコ、ウルグアイを交えてのセッ

ションと、それ以外の国だけのセッションに分けられた

と報じられている。 

 

通常だとこのような国際会議は最後に共同声明が発表

されるが、今回については見解が異なる国が参加してい

ることもあり、共同声明は発表されなかった。 

 

他方、参加国の多くは「制裁がベネズエラの問題解決に

資することを期待する」との方針を示したと報じられて

いる。 

 

また、ペルーのポポリシオ外相は会合後に記者会見で与

野党交渉について見解を聴かれると、 

「我々は交渉がマドゥロ政権の都合の良いように悪用

されないか懐疑的な見方をしている。」 

と米国に追随するスタンスを示した。 

 

 

（写真）アルゼンチン外務省ツイッター 

“８月６日のリマグループ主催会合＠ペルー” 

 

 

「マドゥロ政権 米国の制裁を非難」         

 

当然ながら、今回の米国の追加制裁について、マドゥロ

政権は猛反発している。 

 

アレアサ外相は、米国がこれまでの路線を変えることな

く自国の利害を押し通すために制裁を科し、ベネズエラ

国民を苦境に立たせていると非難した。 

また、国連に対して米国の横暴な振る舞いを非難するよ

う協力を求めた。 

 

また、マドゥロ政権側の国連代表大使を務めているサミ

ュエル・モンカーダ氏は、記者会見を開き「米国は自国

のことを世界の王だと考えている。」と今回の制裁につ

いて非難した。 

 

また、記者から給料の支払いについて聞かれると、 

「私は１年以上前から米国の口座が凍結されており、口

座で給料は受け取っていない」と説明。 

 

どのような手段で給料を受け取っているのかを聞かれ

ると、「我々には活動を続ける必要があり、説明すると

米国政府に嫌がらせを受ける」として具体的な給料の受

け取り手段については述べなかった。 

 

経 済                       

「国会 対外債務は１６００億ドル超」            

 

８月６日 国会はベネズエラの対外債務について議論。 

 

ルイス・ステファネッリ議員は、ベネズエラの経済専門

家らによる調査結果を報告。 

 

「ベネズエラの債務は少なく見積もって１，３００億ド

ル。多く見積もると１，９８０億ドルにのぼる可能性も

ある。 
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平均として１，６００億ドル程度になると考えている。」 

と述べた。 

 

また、現在ベネズエラの公的債務でデフォルト状態にな

い債券債務は、PDVSA２０だけでそれ以外の債務は全

てデフォルト状態にあるとした。 

 

「ラグアイラ港 取引はほぼ停止」         

 

運搬重機商工会の Emigdio Palumbo 代表は、ラグアイ

ラ港で稼働しているコンテナ輸送車は１００台しかな

いと述べた。 

 

以前は２，５００台のコンテナ輸送車が稼働していたと

しており、その時期と比べると現在のラグアイラ港はほ

ぼ停止状態にあるとした。 

 

Palumbo 代表は、公定レートでもボリバルの価値が著

しく減少しており、ボリバル建てで収入を得ている会社

はドル建てでみた実質的な収入が減ってしまうと主張。 

 

他方、タイヤなど運搬業に必要な商品の代金はドル建て

で売られるため、コンテナ運搬車をメンテナンスすると

赤字が出るようになってしまっていると述べた。 

 

「Chevron 次のライセンス更新は困難」         

 

７月２６日に米国政府はベネズエラで事業を行う米国

石油事業者に対する制裁ライセンスを更新した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.323」参照）。 

 

今回のライセンス更新により Chevron などライセンス

対象企業は１９年１０月２５日までベネズエラで事業

活動を継続できるようになっている。 

 

 

 

本件について「S＆P Global Platts」は、トランプ政権が

中国、ロシア、インドに対してマドゥロ政権との取引を

停止させるよう求めるのに対して、米国企業へはライセ

ンス更新していると指摘。 

米国政府は今後、マドゥロ政権に更なる圧力をかけるこ

とを決めため、１０月のライセンス更新の可能性は低い

と報じた。 

 

なお、もちろん１０月時点でマドゥロ政権が崩壊してい

たとすれば問題なく事業が継続出来るだろう。 

 

社 会                       

「手生産品の摂取で６２０名が死亡」            

 

非営利団体「市民行動」の Edison Arciega 代表は、２０

１８年６月～１９年６月までの間に、有毒な食品を摂取

したことで６２０人が死亡したと訴えた。 

 

有毒な食料の多くは手生産品で、具体的にはベネズエラ

の伝統酒「コクイ」、とうもろこし粉、バター、マヨネ

ーズなどが挙げられるとした。 

 

特にコクイを摂取して死亡するベネズエラ人は多く、６

２０名のうち８０％はコクイを摂取したことによる死

亡としている。 

 

また、治療には３００ドルほど必要になると言及。現在

のベネズエラで治療費に３００ドルを支払える国民は

決して多くないだろう。 

 

コクイはベネズエラの伝統酒の一つであり、お土産に購

入する人もいるかもしれないが、注意した方が良さそう

だ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56b1d4a0f846e3abfe6e67ffe0a07bbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56b1d4a0f846e3abfe6e67ffe0a07bbb.pdf

