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（写真）エンリケ・マルケス議員 “電力危機対策のための CAF・国連の融資承認について国会で議論” 

 

 

２０１９年１２月６日（金曜） 

 

政 治                     

「トランプ政権 グアイド議長支持を停止？ 

～米国独自の方法でマドゥロ政権崩壊目指す～」 

「ABC 急進野党による与党との交渉を報じる」 

「政府 CITGO 役員らの国内口座を凍結」 

経 済                     

「UNT CAF による融資承認を検討 

～電力ビジネスは動き始める可能性が浮上～」 

「PDVSA 民間部門に鉱区コントロール委ねる？」 

社 会                     

「日本人ベネズエラ旅行者の投稿が BBC 記事に」 

2019 年 12 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 ２０年の議長再任に意欲」 

「西ボレル外相 EU 外交政策委員長に就任」 

「Hercon ７３％が野党に憤慨」 

経 済                    

「Rosneft PDVSA の代わりに契約交渉」 

「ブラジルで GOLD の密売ネットワークを摘発」 

「CITGO ９カ月で２．７億ドルの収入 

～債務７０％の借り換えに成功～」 

社 会                     

「南米の優等生チリ 学業でもトップ」 
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２０１９年１２月６日（金曜）             

政 治                       

「トランプ政権 グアイド議長支持を停止？        

 ～米国独自の方法でマドゥロ政権崩壊目指す～」       

 

米国メディア「Bloomberg」は、トランプ政権がグアイ

ド政権への支持を停止し、独自の方法でマドゥロ政権の

崩壊を目指そうとしていると報じた。 

 

「Bloomberg」が入手した関係筋からの情報によると、

先週ホワイトハウスの高官がベネズエラ問題について

議論。グアイド政権の汚職問題などを受けて、グアイド

議長が失脚する可能性について論じたという。 

 

また、米国政府は今までのようなベネズエラ野党との協

力関係がなくなったとしても、独自の手段でマドゥロ政

権崩壊のためにこれまで以上に圧力を強化することを

検討しているという。 

 

具体的には、マドゥロ政権の支援国であるロシアを取り

込み、キューバに更なる圧力をかけることを検討してい

るようだ。 

 

数日前には、米国がウクライナへの政治干渉を停止する

見返りにロシアがベネズエラへの政治干渉を停止する

（「庭」の管理を元に戻す）という交渉が米露の政府間

で持たれているとの報道もあった。 

 

また、インドとベネズエラの原油取引もマドゥロ政権を

存続させる一助となっており、米国政府はインドとベネ

ズエラとの取引についての対応も検討しているという。 

 

他、「Bloomberg」は、グアイド政権とマドゥロ政権が権

力分割で合意をしようとしていたが米国政府はこの案

を拒絶したと報じた。 

 

しかし、関係筋によると、米国政府はマドゥロ政権の高

官にはほぼ全員制裁を科しており、PDVSA へも制裁を

科し、金融市場からマドゥロ政権を締め出す制裁をかけ、

諸外国にもマドゥロ政権と取引しないよう呼びかけて

きた。 

 

それでも、マドゥロ政権は外国企業と取引を続けており、

今後どのような手段で有効な圧力をかけることが出来

るか不透明だという。 

 

また、１２月７日 米国国務省ラテンアメリカ部門担当

のミハエル・コサック報道官は、２０年にグアイド議長

が国会議長にならなかった場合の米国のスタンスにつ

いて表明した。 

 

「トランプ政権は 移行政権の発足を支持する。 

その移行政権に グアイド議長がおらず、チャベス派が

政権に加わっていたとしても 支持するだろう。 

 

我々は最初から明確に述べているようにチャビスタと

PSUV という政治グループがベネズエラ国民の一定数

を代表するグループであることを認識している。 

 

我々が支持しているのはベネズエラで民主的な選挙が

行われることだ。グアイド議長個人を支持しているわけ

ではなく、国会で選ばれた代表を暫定大統領として支持

している。憲法に準じていることが重要だ。」 

と述べている。 

 

９月に米国のジョン・ボルトン大統領補佐官（外交問題

担当）が解任された。その後、オブライエン氏が大統領

補佐官を引き継いでいる。 

 

担当が変わったこと、グアイド政権とマドゥロ政権が膠

着状態に入ったことなどを受けて、米国政府のスタンス

に変化の兆しが見られる。 
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「ABC 急進野党による与党との交渉を報じる」         

 

スペインのメディア「ABC」は、先日グアイド政権に解

任されたカルデロン・ベルティ元大使がカベジョ制憲議

長、パドリーノ・ロペス国防相、マイケル・モレノ最高

裁判長らと移行政権発足のために交渉をしていたと報

じた。 

 

交渉が行われていたのは１９年４月～１０月にかけて。 

 

交渉はコロンビア、スペインで行われており、カベジョ

制憲議長は故チャベス元大統領のボディーガードをメ

ッセンジャーとしてベルティ元大使らと交渉をしてい

たと言う。 

 

１９年８月には制憲議会で承認する草案が作成されて

おり、その草案には１８年５月の大統領選は憲法違反の

選挙なので、１８カ月以内に新たな大統領選を実施する

と書かれていた。 

 

しかし、マドゥロ大統領が交渉の存在に気づき交渉は暗

礁に乗り上げたという。 

 

この報道について、カルデロン元大使は大使として多く

のベネズエラ関係者と対話しており、故チャベス元大統

領のボディーガードも含まれるとコメント。 

他方、マイケル・モレノ最高裁判長、パドリーノ・ロペ

ス国防相らとの面識はないと説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「政府 CITGO 役員らの国内口座を凍結」                  

 

１２月６日 制憲議会に任命されたエルビス・アモロソ

会計監査総長は、グアイド議長が CITGO 役員に任命し

た人物の口座を凍結するよう「銀行監督庁（SEDEBAN）」

に要請した。 

また、元 PDVSA 総裁のラファエル・ラミレス氏の口座

も凍結するよう要請したようだ。 

 

罪状は、ベネズエラ政府の資産を不当に強奪し、搾取し

ているためとしている。 

 

また、今回口座を凍結された人物とベネズエラの金融シ

ステムを使用して取引をすることは禁止される。 

 

 

（写真）Reporte Ya 

“SUDEBAN に、CITGO 役員・ラミレス元 PDVSA 総

裁の口座凍結を要請するアモロソ会計監査総長” 
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経 済                        

「UNT CAF による融資承認を検討         

  ～電力ビジネスは動き始める可能性が浮上～」           

 

新時代党（UNT）のエンリケ・マルケス議員は、「アン

デス開発基金（CAF）」が提案する技術融資支援メカニ

ズム法を承認する可能性について言及した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.379」で、ベネズエラ

の電力危機に対応するために国連と CAF が３．５億ド

ルの融資を検討していると報じた。 

 

「現在、電力問題の対応に必要な予算を Corpoelec の技

術者が見積もっている段階だ。CAF も電力部門への融

資に知見がある。予算が過剰に見積もられることはない

と考えている。」 

と述べた。 

 

また、CAF の融資には国会の承認が必要だと説明。 

同時に、融資はマドゥロ政権と合意を結ぶことを意味し

ていると述べた。 

 

予算が承認されれば、当面の電力需要を賄うために２４

０メガバイトの発電機を購入する。また、メリダ州、タ

チラ州、ヌエバ・エスパルタ州、スリア州、カラカスの

電力施設で８３１メガバイト相当の発電施設を復旧さ

せるとしている。 

 

「PDVSA 民間部門に鉱区コントロール委ねる？」         

 

マドゥロ政権と野党は PDVSA と合弁会社を持つ民間

企業（非支配株主持分側）に鉱区のコントロールを任せ

ることを検討しているという。 

 

 

 

 

特に交渉をしているのは「Chevron」「Rosneft」「CNPC」

だという。 

 

民間部門に石油事業を主導させることによって、制裁の

影響を緩和させることが狙いだという。 

 

「Delta Finance」の社名で「Petrodelta」の 40％資本参

加しているオスワルド・シスネロ氏はこの提案を検討し

ているという。 

 

２０１６年当時 シスネロ氏は、ドバイの会社から増産

のために８億ドルの融資を得たと発言。 

投資が成功すれば、３年間で日量１０万バレルが増産で

きると述べていた。しかし、当時の発言の通りにはいか

ず増産には至っていない。 

 

社 会                        

「日本人ベネズエラ旅行者の投稿が BBC 記事に」            

 

英国系メディア「BBC」に日本人でベネズエラに旅行し

た澤田昂一郎氏の記事が掲載された。 

 

澤田氏がベネズエラへ旅行したいと考えたのは２０１

６年。カナイマの写真を見ていつか行ってみたいと考え、

３年後にベネズエラを訪問したようだ。 

 

（写真）BBC 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
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多くの人からベネズエラは危険な場所で、ベネズエラに

行くのは正気ではないと心配されたが、実際に行ってみ

ると素晴らしいところだったと振り返っている。 

 

ネガティブな報道が目立つベネズエラではあるが、実際

に行ってみると（ネガティブなイメージのギャップもあ

り）素晴らしい場所だと思う人は比較的多いように思う。 

 

スペイン語ではあるが、同氏のベネズエラ旅行記は

「BBC」で読むことが出来る。 

 

 

（写真）BBC “ロライマの光景” 

 

２０１９年１２月７日～８日（土・日）             

政 治                        

「グアイド議長 ２０年の議長再任に意欲」        

 

グアイド議長は「Vox.com」というメディアのインタビ

ューを受け、２０年も国会議長を継続する意欲を示した。 

 

「マドゥロが我々の同志を刑務所に入れ、迫害を続けて

いるが、議長就任に必要な票は得られる。マドゥロは国

民を殺害し、圧政を強いているが、克服できるだろう。」 

と述べた。 

 

 

 

また、「Bloomberg」が報じた「米国がグアイド政権への

支援を見直している」との記事について、 

「我々はトランプ政権から絶対的な支持を感じている。」 

と述べている。 

 

しかし、国内では昨今の汚職事件を受けてグアイド議長

を次期議長にしないような動きが出ており、今後の流れ

によってはグアイド議長が再任しない可能性も出てき

そうだ。 

 

「西ボレル外相 EU 外交政策委員長に就任」         

 

１２月１日 スペインのボレル外相が欧州連合の外交

政策委員長に就任した。 

 

１２月９日に初めて外交政策委員長の会合に出席した。 

 

ボレル委員長は、同委員会の重要項目として南米ではベ

ネズエラとボリビアを挙げた。 

 

ベネズエラについては、これまでと同様、自由選挙の実

施を求めていく姿勢を示した。 

 

他、人権侵害問題についても国際的な議論を拡大すると

しており、人権問題がある国として具体的に中国、ロシ

ア、ベネズエラ、サウジアラビア、キューバの名前を挙

げた。 

 

外交政策委員長の任期は５年間。 

途中辞任がない限り２０２４年１１月末までボレル氏

が EU の外交政策を主導することになる。 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50055821
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「Hercon ７３％が野党に憤慨」             

 

世論調査会社「Hercon Consultores」は、１２月１日～

５日にかけて１，０００名（野党支持４２１名、支持な

し３６５名、与党支持２１３名）に電話でアンケート調

査を実施。 

 

国民の政治に対する認識を調査した。 

 

調査によると、回答者の７３．１６％が「Armando.Info」

が報じた汚職問題を受けて「野党に憤慨している」と答

えた。 

 

なお、与党支持２１３名については、今回の汚職事件に

ついて９０．８３％が「滑稽」と回答した。 

 

国会は今回の汚職問題について調査委員会を組織して

おり、現在調査を行っている。 

 

調査結果は１２月１８日に発表される見通しだ。 

 

経 済                       

「Rosneft PDVSA の代わりに契約交渉」            

 

「Bloomberg」は、関係筋からの情報として、Rosneft が

ベネズエラの現地サービス事業者と PDVSA との契約

交渉を仲介していると報じた。 

 

これまで契約交渉は PDVSA 自身が行うことが一般的

だったが、ロシアの影響力が拡大するとともに契約につ

いても Rosneft が交渉窓口に立つようになっていると

いう。 

 

Rosneft はベネズエラに「Petromonagas」「Petrovictoria」

「Petromiranda」「Petroperija」「Boqueron」の合弁会社

を持っている。 

 

しかし、米国の制裁や汚職、非効率な組織運営などで産

油活動に支障が生じている。 

 

なお、以前は「Weatherford International Plc」の関係会

社だった「Precision Drilling」は現在、Rosneft の会社

になっているという。 

 

「Bloomberg」は、「Precision Drilling」が、国内事業者

に対してルーブル建ての支払いでの事業継続について

交渉していると報じている。 

 

 

（写真）Bloomberg 

“PDVSA と Rosneft 合弁会社の生産状況” 

 

「ブラジルで GOLD の密売ネットワークを摘発」         

 

ブラジル警察は、ベネズエラで採掘した GOLD をブラ

ジルで密売するグループを摘発した。 

 

今回逮捕された GOLD の密売グループはベネズエラと

ブラジルの国境に位置するロライマ県で活動。 
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２０１７年～１９年にかけて GOLD１．２トン、金額

にして５，５００万ドル相当の GOLD をアラブ首長国

連邦、インドなどに販売していたという。 

 

ブラジル警察は、GOLD の密売には公務員も協力して

いたと説明した。 

 

「CITGO ９カ月で２．７億ドルの収入        

      ～債務７０％の借り換えに成功～」             

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.379」で、CITGO が第３四

半期に大きな利益を上げたとの記事を紹介した。 

 

CITGO は１９年１月～９月までの総収入が２．７億ド

ルと発表した。特に第３四半期の収入は２億１，５００

万ドルだという。 

また、７０％の債務借り換えに成功。短期的な事業継続

を安定化させ、労働者、顧客、契約相手の信頼を取り戻

したとした。 

 

なお、CITGO 役員は、向こう２年間はグアイド政権に

配当金を支払うのは難しいと説明。利益は CITGO の再

投資に使用したいと述べている。 

 

社 会                       

「南米の優等生チリ 学業でもトップ」            

 

経済協力開発機構（OECD）は、世界各国の１５歳の学

力を図る国際学力調査を毎年行っている。 

 

調査対象は「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテ

ラシー」の３項目。 

 

以下は参加７９カ国の上位２０位の結果。 

日本は「読解力」で１５位。 

「数学的リテラシー」で６位。 

「科学的リテラシー」で５位だった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
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南米については以下の通り。 

「Lectura（読解力）」 

「Ciencia（科学的リテラシー）」 

「Matematicas（数学的リテラシー）」 

 

「読解力」ではチリが４３位と南米で最も高かった。 

「科学的リテラシー」もチリが南米でトップ。 

「数学的リテラシー」のトップはウルグアイだが、２番

目がチリ。 

 

政治・経済の安定性から「南米の優等生」と呼ばれるチ

リだが、学業の分野でも南米の優等生のようだ。 

 

 

 

 

 

 

ちなみにベネズエラは７９カ国の調査対象に含まれて

いないので、順位は存在しない。 

 

以上 


