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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “PDVSA 改革委員会にアイサミ経済担当副大統領を任命” 

 

 

２０２０年２月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「Bloomberg 米国政府 与野党に権力分散を提案 

～マドゥロ大統領の辞任が要件～」 

「グアイド議長 アンデス共同体への再加盟宣言」 

「ファルコン党首 米国もロシアも重要」 

「カーニバル賞与を給付 

～２月２１日は臨時のカーニバル休暇～」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 石油産業改革委員会を組織 

～委員会トップはアイサミ経済担当副大統領～」 

「Rosneft Trading への制裁で原油価格上昇」 

２０２０年２月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「リマグループ会合 自由選挙の実施求める 

～米国による Rosneft への制裁は触れず～」 

「与党派国会 CNE 役員候補出そろう」 

「GDCIM グアイド議長の叔父の家宅捜索」 

経 済                    

「Trafigura Rosneft Trading との取引を停止」 

「Ecoanalitica ６４％は外貨建て取引」 

「２０年１月の物価は先月比５８．３％増」 

社 会                     

「スイス 汚職ほう助で Julius Bear 銀行に制裁」 
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２０２０年２月１９日（水曜）             

政 治                       

「Bloomberg 米国政府 与野党に権力分散を提案    

       ～マドゥロ大統領の辞任が要件～」       

 

「Bloomberg」は、トランプ政権がマドゥロ大統領の辞

任を条件に、制裁緩和と一部の与党と野党の間で権力分

散を提案していると報じた。 

 

２月１７日 米国は、マドゥロ政権に資金的な支援をし

ているとの理由でロシアの「Rosneft Trading」に制裁を

科した。 

 

同制裁はベネズエラ経済に影響を与えることはもちろ

ん、米露の関係、米国の経済にも影響を及ぼす。 

 

「Bloomberg」が米国政府関係者から入手した情報によ

ると、この制裁の効果が本格的に出る前に問題を解決し

たい意思もあるようだ。 

 

この提案に対して、与党側は回答を出していないという。 

 

実は似たような提案は１９年に行われた与野党交渉で

も行われていた。 

 

一時は与党側もマドゥロ大統領の辞任を検討し、現在ミ

ランダ州知事を務めているエクトル・ロドリゲス氏が、

大統領の再選挙に出馬する可能性が報じられていた。 

 

しかし、交渉は暗礁に乗り上げた。 

 

交渉が暗礁に乗り上げた理由は、基本的にマドゥロ大統

領が自身の退陣を望まなかったことに加えて、与党側の

求めが米国に受け入れられなかったためとされている。 

 

 

与党側の求めは、「経済制裁の解除」と、「米国の経済制

裁によりマドゥロ政権が被った政治・経済的な被害が収

まった頃に選挙を実施する（つまり、経済制裁解除後に

一定の期間を開けてから選挙を実施する）」というもの。 

 

米国政府はこの提案に難色を示し、合意に至らなかった。 

 

マドゥロ政権が追い詰められ、米国側の提案を検討する

かどうかは、ロシアが今回の制裁を受けて、どのように

ベネズエラと付き合うか次第だろう。 

 

「グアイド議長 アンデス共同体への再加盟宣言」         

 

２月１９日 コロンビアのドゥケ大統領は、ベネズエラ

のアンデス共同体（CAN）入りを望むと発言。 

 

この発言の後、グアイド議長はベネズエラの CAN 再加

盟を発表した。 

 

グアイド議長によると、ベネズエラの CAN 再加入につ

いては、ドゥケ大統領およびエクアドル、ペルー、ボリ

ビア代表の了解も得ているという。 

 

グアイド議長は 

「ベネズエラは、アンデス共同体（CAN）の繁栄と、自

由で平和な地域の確立のために CAN に再加盟する。」 

と宣言した。 

 

CAN は、９６年に創設されたアンデス地域の国際グル

ープ。ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーの４

カ国で構成される。地域間の政治・経済関係の強化、加

盟国間の出入国管理の協調などを目的としたグループ。 

 

ベネズエラは、コロンビアとペルーの対米 FAT 締結が

CAN を崩壊に至らしめたとして，０６年２月に CAN か

らの脱退を表明。１１年には CAN を脱退していた。 
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グアイド議長が CAN に再加盟した目的は、出入国管理

の協調が目的とされる。 

 

CAN には、「アンデス統合システム（SAI）」と呼ばれる

加盟国民の越境管理システムがあり、このシステムにベ

ネズエラ国民も加わることで移民手続き、その他関連業

務を円滑にすることが目的とされる。 

 

「ファルコン党首 米国もロシアも重要」                  

 

２月１９日 穏健野党に属し、１８年５月の大統領選に

出馬した発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首

は、米国政府が「Rosneft Trading」に科した制裁を受け

て自身の見解を示した。 

 

「米国もロシアも、ベネズエラの悪夢を終わらせるため

の平和で安定した交渉による問題の解決に必要な存在

だ。 

 

交渉で自由選挙を実現することはとても難しいことだ

ろう。しかし、ベネズエラ問題を適切に解決するために

は必要な行為だ。」 

と与野党の間に立つコメントをした。 

 

「カーニバル補助金を給付                

   ～２月２１日は臨時のカーニバル休暇～」                

 

２月２４～２５日は、ベネズエラでは「謝肉祭（カーニ

バル）」で国民の祝日となる。 

 

マドゥロ大統領は２月１９日～２９日にかけて「祖国カ

ード」保有者を対象にカーニバル補助金を給付すると発

表した。 

 

支給額は３０万ボリバル。現在の為替レートが１ドル約

BsS.７．５万なので、約４ドルということになる。 

 

マドゥロ政権は引き続き「祖国カード」保有者を対象に

補助金を給付しており、２０２０年に入ってから補助金

の給付はこれで４回目になる。 

 

また、２月２０日の話になるが、マドゥロ大統領は自身

のツイッターで２月２１日（金曜）を国民の休日にする

と発表。 

 

同発表により、２月２１日～２５日まで５日間の連休が

出来たことになる。 

 

なお、ベネズエラでは今回のように突然、祝祭日を設け

ることは多々ある。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“２月２１日を国民の祝日にすると発表” 
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経 済                        

「マドゥロ大統領 石油産業改革委員会を組織     

 ～委員会トップはアイサミ経済担当副大統領～」           

 

２月１９日 マドゥロ大統領は「エネルギー・炭化水素

産業緊急事態宣言」を発令。 

 

国内のエネルギー産業を守るために抜本的な改革を断

行すると発表した。 

 

また、同改革を実行するために「PDVSA 改革委員会」

を組織し、その代表としてタレク・エル・アイサミ経済

担当副大統領（工業・生産相を兼務）を指名した。 

 

マドゥロ大統領は、２０２０年の目標として、「日量２

００万バレルを増産する」としているが、マドゥロ政権

下で実現することはどのような手段を用いても不可能

だろう。 

 

なお、アイサミ経済担当副大統領の指名について、米国

国務省の Mchaek Kozak 氏（西半球問題担当官）は、 

「マドゥロ政権は、タレク・エル・アイサミ氏をエネル

ギー産業の改革担当に任命した。これは海賊を海軍総督

に任命したことを意味している。 

 

アイサミ氏は、米国移民管理捜査局（ICE）のお尋ね者

になっている人物だ。 

 

国際社会はマドゥロ麻薬国家を倒壊させるために一層

の圧力をかけなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

また「ベネズエラ・トゥデイ No.404」でも紹介してい

たが、少し前からマニュエル・ケベド PDVSA 総裁（兼

石油相）が解任されるのではないかとの噂が流れている。 

 

 

マドゥロ大統領は、「緊急事態に対応するために抜本的

な改革を行う。」と発言しており、これは既存の PDVSA

総裁の実行力不足を暗に認識しているように見える。 

 

今回の発言を受けて、ケベド総裁解任の可能性が更に高

まったと言えそうだ。 

 

なお、「PDVSA 改革委員会」のトップに指名されたタレ

ク・エル・アイサミ氏はアラブ系で中東のテロ組織との

関係や麻薬取引の噂が絶えない人物である。 

 

一方、アイサミ氏を知る人物の話では非常に賢い人との

評価もある。 

 

１８年に経済担当副大統領として、中央銀行と共に為替

制度改革（並行レートと公定レートの一致）や通貨単位

切り下げ（デノミ）を行い、先月比１００％超が常態化

していたベネズエラ経済のインフレ進行を多少なりと

も緩和させた人物ではある。 

 

全くの経済音痴というわけではなく、ケベド総裁よりは

話ができる（米国の制裁もあり、交渉して良いかどうか

は疑問があるものの）人物かもしれない。 

 

 

（写真）タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領イン

スタグラム 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f172c39a4ee645e1e03178e2cc988366.pdf
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「Rosneft Trading への制裁で原油価格上昇」                  

 

２月１９日 原油価格が上昇。 

 

リビアの政治的な緊張に加えて、米国政府による

「Rosneft Trading」への制裁が影響したと報じられてい

る。 

 

２月１９日の北海ブレントの先物（20 年４月）取引価

格は前日比１．３７ドル（２．４％）増の１バレル５９．

１２ドル。 

 

WTI 先物価格（２０年３月）も同１．２４ドル（２．

４％）増の５３．２９ドルとなった。 

 

先物取引の会社「Price Futures Group」の Phil Flynn 氏

は、 

「米国政府はベネズエラ産原油の輸出を支援している

ことで Rosneft に制裁を科した。これが原油価格上昇の

一因となっている。」 

と述べた。 

 

２０２０年２月２０日（木曜）              

政 治                       

「リマグループ会合 自由選挙の実施求める       

  ～米国による Rosneft への制裁は触れず～」        

 

２月２０日 マドゥロ政権を強く非難する米州の国で

構成するリマグループ１５カ国（ボリビアとハイチが加

入）およびオブザーバー国のエクアドル、ドミニカ共和

国は会合を実施。ベネズエラ問題について協議した。 

 

会合後、リマグループ加盟国は声明を発表。 

 

 

 

改めてグアイド議長がベネズエラの正当な暫定大統領

であるとの認識を示し、自由で民主的な大統領選を実現

するよう求めた。 

 

また、経済混乱の責任はマドゥロ政権にあると主張し、

マドゥロ政権の人権侵害を非難した。 

 

なお、中立的なスタンスを示し、マドゥロ政権との対立

を避けてきたアルゼンチン政府もリマグループ会合に

出席し、連名で今回の声明を発出している。 

 

ただし、２月１８日に米国政府が「Rosneft Trading」に

科した制裁については声明で全く触れられることはな

かった。 

 

リマグループは、反マドゥロ政権国の集まりで、且つ親

米国家の集まりではあるが、反ロシア政府の集まりでは

ない。米露の政治的な対立に巻き込まれるのを避けるた

めに敢えて触れなかったということだろう。 

 

ただし、リマグループ会合に出席していたフリオ・ボル

ヘス氏（第一正義党の幹事長）は、 

「リマグループ加盟国は、ロシア政府がマドゥロ政権へ

の支援を辞めるよう働きかけるだろう。」 

と述べた。 

 

「与党派国会 CNE 役員候補出そろう」           

 

与党派国会の選挙管理委員会（CNE）役員選定委員会は、

CNE 役員候補者の募集期間を終了し、選定プロセスに

移ると発表した。 

 

最終的な CNE 役員候補者は７３名。６８の団体から推

薦を受けたと説明している。 
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なお、先週は野党派国会が CNE 役員候補者の選定を終

了させ、選考プロセスに入っている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.407」参照）。 

 

ベネズエラは３権分立ではなく、５権分立となっている。 

 

行政（政府）、立法（国会）、司法（最高裁判所）に加え

て、選挙（CNE）、民衆（基本的には検察庁）の５つ。 

 

仮に CNE が２つ出来れば、検察庁を除いて全ての公権

力が与野党で分裂されることになる。 

 

「GDCIM グアイド議長の叔父の家宅捜索」         

 

グアイド議長がベネズエラに帰国した際に、飛行機に同

乗していたグアイド議長の叔父のファン・ホセ・マルケ

ス氏が DGCIM に拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.406」参照）。 

 

２月２０日 DGCIM の職員らはマルケス氏の自宅を

捜索し、パソコン、電話、家族の身分証明書などを押収

した。 

 

なお、マルケス氏の弁護士を務めるジョエル・ガルシア

氏は家宅捜査中にマルケス氏の自宅に駆け付け、

DGCIM がマルケス氏の家に武器を置くのを防ぐこと

ができたと訴えている。 

 

経 済                       

「Trafigura Rosneft Trading との取引を停止」            

 

米国政府が「Rosneft Trading」に制裁を科したことで早

くも同社取引への影響が報じられている。 

 

スイス系のエネルギー関連取引会社「Trafigura」は、

「Rosneft Trading」との取引関係を停止すると発表した。 

 

「Trafigura」の広報担当は、TASS の取材に対して 

「我が社は、米国政府による Rosneft 関係者への追加措

置を重く受け止めている。 

 

Trafigura は、制裁規則を適切に遵守し、定められた期

間内に契約を停止する。」 

と述べた。 

 

米国政府は、「Rosneft Trading」との取引を禁止したが、

今回の制裁以前に「Rosneft Trading」と契約を締結して

いる企業に対しては、契約を終了させるために９０日間

の猶予期間を設定している。 

 

同期間内に「Trafigura」は「Rosneft Trading」との契約

を停止することを示唆している。 

 

「Ecoanalitica ６４％は外貨建て取引」         

 

ベネズエラで外貨建て取引が普及している点について

はこれまで再三紹介してきた通り。 

 

給料についても実質ドル建てで支払われるケースが増

えている（「ウィークリーレポート No.136」参照）。 

 

ベネズエラの現地経済調査会社「Ecoanalitica」は、２月

９～１４日にかけて１０の都市で１．６万件の取引の調

査を実施。 

 

その結果、取引の６４％は外貨建てで行われていた。 

また、６４％のうち、半分超（５５．７％）はドルを使

用していた。 

 

また、外貨建ての取引の普及度は地域によっても差があ

り、コロンビアに近いタチラ州の州都サンクリストバル

では、約９２％の取引が外貨建てだったという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f3723259cc8302e076d0ea68383d2a1e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f3723259cc8302e076d0ea68383d2a1e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a91b7d81dd4d7391f92430b4f76e8101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a91b7d81dd4d7391f92430b4f76e8101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7adfa8d43349d43afd529a26224dc53.pdf
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「２０年１月の物価は先月比５８．３％増」                  

 

２月２０日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、２０年１月の基礎食料費（５人

家族が通常の食生活を送るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年１月の基礎食料費は

BsS.２，４１３万９，１２８．４４。先月から５８．３％

増加した。 

 

１９年１２月のインフレ率は先月比４６．８％だったの

でやや物価上昇スピードが加速したことになる。 

 

野党国会は２０年１月のインフレ率を先月比６５．４％

増と発表しており、CENDAS-FVM の数字と近い（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.406」参照）。 

 

以下は１９年１月～２０年１月までの基礎食料費の推

移。 

 

 

 

社 会                       

「スイス 汚職ほう助で Julius Bear 銀行に制裁」            

 

スイスの金融監督局は、同国の金融機関「Julius Baer 銀

行」に対して、PDVSA および国際サッカー連盟（FIFA）

の汚職取引をほう助したとして制裁を科した。 

 

「Julius Baer 銀行」は、２０１６～１７年にかけて複数

のベネズエラ人の取引を違法性を認識しながら仲介し

ていたという。 

 

他にも１４年に「Julius Baer 銀行」は汚職の疑いのある

ベネズエラ人顧客の７，０００万ドルの送金を調査を行

うことなく実行したという。 

 

スイスの金融監督局は、「Julius Baer 銀行」のコンプラ

イアンスが徹底されるまで、金額の大きい金融取引を禁

止すると発表した。 

 

以上 
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（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千BsS） （単位：％）


