
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月３１日～９月１日報道              No.４９２   ２０２０年９月２日（水曜） 

1 / 8 

（写真）大衆意志党 “８月３１日 マドゥロ政権 政治犯１１０名の恩赦を決定” 

 

 

２０２０年８月３１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 政治犯１１０名に恩赦 

～より多くの人を選挙に参加させるため～」 

「米政府 ベネズエラへの軍事介入に否定的 

～マチャド党首 米国の姿勢を疑問視～」 

「主要野党 急進野党・カプリレス元知事非難」 

経 済                     

「エイブラムス担当官 制裁強化の方針示す 

～米国１１５団体 制裁強化に意見書を提出～」 

「PDVSA 汚職犯 米国の捜査に協力」 

「原油貯蔵タンカー「Nabarima」沈没の危機」 

２０２０年９月１日（火曜） 

 

政 治                    

「トルコ外相 与野党対話を仲裁 

～カプリレス元知事、ゴンサレス議員参加～」 

「グアイド議長 対話再開を認めず」 

「政治犯恩赦についての外国の反応」 

「ＥＵ ロドリゲス副大統領の制裁解除を検討」 

「現職大臣８名 国会議員選に出馬」 

経 済                    

「８月 インド向け原油輸出が増加」 

「中央銀行 ２０年７月までのインフレ率公表」 

「ALAV 飛行機運航再開の目途たたず」 
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２０２０年８月３１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 政治犯１１０名に恩赦         

  ～より多くの人を選挙に参加させるため～」       

 

８月３１日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、政治的

な有罪になった１１０名に恩赦を与えると発表した。 

 

恩赦について、「より多くの人を選挙に参加させるため」

「犯罪的な妨害行為に対抗するため」と説明している。 

 

恩赦を与えられた１１０名の名前は既にリストで公開

されている。今回の恩赦を受け、複数の野党政治関係者

が収容施設から解放された。 

 

 

（写真）TVV Noticias 

“解放されたヒルベル・カロ議員、レンソ・ピエト議員” 

 

 

“ロベルト・マレロ大統領府担当官（グアイド政権）” 

なお、恩赦された政治家の全員が拘束されていたわけで

はない。 

 

例えば、「行動民主党（AD）」のアジュップ幹事長は引

き続きベネズエラで政治家として活動している。 

他、「大衆意志党（VP）」の元党員ルイス・フロリダ議員

は外国に亡命している。 

 

主だった政治家は以下の通り。 

 

・フレディ・ゲバラ元国会第２副議長（VP 所属） 

（現在、チリ大使公邸で保護されている） 

・フレディ・スペルラノ議員（VP 所属） 

・ホセ・ゲラ議員（PJ 所属） 

・ファン・パブロ・グアニパ国会第１副議長（PJ 所属） 

・ヘンリー・ラモス・アジュップ議員（AD 幹事長） 

・エドガー・サンブラーノ議員（AD 所属） 

・ルイス・フロリダ議員（元 VP 党員） 

・ロベルト・マレロ氏（グアイド政権大統領府担当官） 

・アメリゴ・デ・グラシア議員（LCR 所属） 

 

もちろん１１０名の恩赦をもって全ての野党政治家が

恩赦を得たわけではない。 

 

恩赦を受けなかった人物として、グアイド議長、レオポ

ルド・ロペス VP 党首、フリオ・ボルヘス PJ 幹事長ら

が挙げられる。 

 

また、８月２８日に自宅軟禁措置となったファン・レケ

センス議員も恩赦を受けていない（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.491」参照）。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は 

「恩赦を受けた者は１２月の国会議員選に出馬するこ

とが出来るが、出馬は強制ではない。」 

と述べている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
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「米政府 ベネズエラへの軍事介入に否定的       

   ～マチャド党首 米国の姿勢を疑問視～」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.491」および「ウィー

クリーレポート No.164」で紹介した通り、急進野党の

リーダー格である「ベネズエラ主導党（VV）」のマリア・

コリナ・マチャド党首は、外国の軍事介入による政権交

代を主張している。 

 

とは言え、実際に軍事介入が実現するかどうかは米国政

府のスタンスが極めて重要な意味を持つ。 

 

しかし、米国政府のベネズエラ問題関係者はマチャド党

首の考えに否定的な見解を示した。 

 

コロンビアでベネズエラの米国代表大使の役割を担っ

ているジェームス・ストーリー氏は、インタビュー番組

で軍事介入についての質問を受け以下の通り回答した。 

 

「中にはプランＢだけを考えている人がいるようだ。 

彼らは軍事介入という魔法が起きると考えているが、そ

の考えは害悪だ。ベネズエラではベンチから爆弾を投げ

ている人が多くいる。彼らの考えは幻想だ。一方、グア

イド大統領は政治・社会・市民の統一した行動を形成し

ようとしている。 

 

我々はグアイド大統領の提案を完全に支持している。 

政権交代はベネズエラ国内の市民団体、教会、学生らの

圧力で実現するものだ。しかし、プランＢを求める人が

いる。彼らは自分の家での課題をこなしていない。」 

 

他、米国国務省でベネズエラ問題を担当しているエイブ

ラムス担当官は、インタビューで軍事介入について質問

を受け以下の通り回答した。 

 

 

 

「マリア・コリナは自身の意見を述べる自由がある。 

私は彼女の意見を聞いてマジック・リアリズム（現実と

混同するような偽物の世界）を連想した。 

 

マリア・コリナはベネズエラの問題を解決するためにプ

ランＢを呼びかけている。 

 

誰が問題を解決するのか？外国人が解決する。 

私はこれがベネズエラの問題を解決する良識ある回答

ではないと考えている。野党は団結して動く必要があ

る。」 

 

両名のコメントは完全に軍事介入に否定的なもので、マ

チャド党首は自身の主張を実現するために最も重要な

同盟国からそっぽを向かれた形になった。 

 

このコメントについてマチャド党首は反論。 

 

「トランプ政権高官の考えは残念なものだ。 

 

彼らは我々の提案について幻想だと述べた。 

 

本当の幻想は、マドゥロ政権が武力以外のメカニズムで

政権を降りると信じさせてしまうことだ。 

 

彼らの発言はトランプ政権のこれまでの主張と矛盾し

ている。トランプ政権はベネズエラを救うと約束した。 

 

マドゥロ政権は、米州地域にとっての脅威の存在となっ

ている。南米諸国の同盟もポンペオ国務長官も言及して

いる。」 

と述べた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7de71ae463d865efe1c712f99b3fa20.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7de71ae463d865efe1c712f99b3fa20.pdf
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「主要野党 急進野党・カプリレス元知事非難」                  

 

主要野党に属するヨン・ゴイコチェア氏（VP）は、イン

タビュー番組に出演。 

 

マチャド党首、カプリレス元知事の方針を非難した。 

 

マチャド党首について、 

「彼女の発言は、米国を窮地にさらしている」 

との認識を示した。 

 

「米州相互友好条約（TIAR）の発動は、慎重かつ戦略

をもって進めなければいけない。将来的に軍事介入のオ

プションを取ることはあると思う。しかし、それは最終

手段だ。 

 

繰り返すが、私は軍事介入に否定的なわけではない。し

かし、軍事介入のオプションは慎重に扱わなければいけ

ない。今回のマチャド党首の主張はポピュリズム的で危

険なものだ。 

 

米国は現在、選挙キャンペーン中だ。マチャドの軍事介

入の呼びかけは、彼らを窮地に追い込んでいることと同

じだ。彼女は狂っている。米国は飛行機のキャプテンだ。

彼らを攻撃したら我々はどうなるか考えていない。」 

と述べた。 

 

また、カプリレス元知事がマドゥロ政権と交渉をしてい

る可能性について意見を求められると 

 

「カプリレスがマドゥロと協議をしないことを望んで

いる。マドゥロ政権との協議は賢い選択ではない。 

 

彼は統一同盟の顔だったが、現在はそうではない。 

彼は再び野党の顔になろうとしている。 

 

 

彼がマドゥロと協議をすれば、マドゥロが「我々には野

党を含んだ国会がある」と言うことが出来てしまう。」 

と警戒感を示した。 

 

経 済                        

「エイブラムス担当官 制裁強化の方針示す      

 ～米国１１５団体 制裁強化に意見書を提出～」           

 

本稿「米政府 ベネズエラへの軍事介入に否定的」の通

り、軍事介入には消極的な姿勢を示しているエイブラム

ス担当官だが、制裁について強化の方針を示している。 

 

ロイター通信は、エイブラム担当官へのインタビューを

実施。インタビューで石油分野への制裁を強化すると述

べた。 

 

「我々が科している制裁はマドゥロ政権の収入を制限

するのにとても有効に機能していると考えている。しか

し、より効果的な手段はある。近い将来、我々は現在の

制裁を更に強化するだろう。」 

と述べた。 

 

現在、最も発動が噂されている制裁は、「Eni」「Repsol」

「Reliance」など一部の外国企業による原油とディーゼ

ル燃料の代物取引の禁止だ。 

 

米国政府は、１０月を最後に前述３社と PDVSA の原油

とディーゼル燃料の代物取引を禁止させようとしてい

ると報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」

参照）。 

 

しかし、この動きに対して米国・ベネズエラの１１５団

体およびベネズエラに住む個人らが連名で、ムニューシ

ン財務長官、ポンペオ国務長官あてに検討見直しを求め

る書簡を送った。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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名を連ねている団体の中には、「Provea」「Avessoc」な

どマドゥロ政権に批判的な団体も多い。 

 

書簡では、現在ディーゼル燃料と原油の代物取引は

PDVSA の輸出の８０％の割合を占めていると指摘。 

仮にこの取引が停止した場合、極めて深刻な人道危機が

起きると書かれている。 

 

「PDVSA 汚職犯 米国の捜査に協力」         

 

「Bloomberg」は、ベネズエラ石油省の元アドバイザー

のカルメロ・ウルダネタ氏が、米国の汚職捜査に協力す

るための協議をしていると報じた。 

 

ウルダネタ氏は、１２０万ドルのマネーリンダリングに

関与したとして２０１８年にマイアミ裁判所で訴えら

れていた。 

 

ウルダネタ氏は、マドゥロ政権から追われていたようで

先週コロンビア国境を抜けたところで米国政府職員に

拘束されたという。 

 

既にウルダネタ氏は、米国へ移動しており、今後マネー

ロンダリング容疑で裁判を受けながら、汚職捜査に協力

すると報じられている。 

 

 

「原油貯蔵タンカー「Nabarima」沈没の危機」                  

 

「ベネズエラ石油労働者組合（FUTPV）」の Eudis Girot

氏は、海上で原油を保管するためのプラットフォーム

「Nabarima」がスクレ州のパリア沖で沈む寸前だと訴

えた。 

 

同プラットフォームは１３０万バレルの原油を保管で

きるという。 

 

Girot 氏が自身のツイッターで投稿した写真を見る限り、

施設内は既に原油漏れが起きており、３メートルほど浸

かっている。 

 

しかし、石油省・PDVSA は本件について公表をしてい

ない。 

 

 

（写真）@EudisGirot 氏 

 

２０２０年９月１日（火曜）               

政 治                        

「トルコ外相 与野党対話を仲裁            

 ～カプリレス元知事、ゴンサレス議員参加～」        

 

９月１日 トルコのメディア「Anahaber.com」は、トル

コの Mevlüt Çavusoglu 外相がベネズエラ訪問時にカプ

リレス元知事、スターリン・ゴンサレス議員ら野党政治

家と面談し、マドゥロ大統領との協議を仲裁したと報じ

た。 
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「Anahaber.com」の報道によると、マドゥロ大統領は、

野党関係者が選挙に参加するために野党側が提案した

全ての条件を受け入れたという。 

 

８月３０日、３１日と政治犯の恩赦が行われている。 

これらの恩赦と今回の協議が関係していることは間違

いないだろう。 

 

また、別のトルコ系メディア「Star.com」によると、ト

ルコ外相の仲介による協議には欧州連合も関与してい

るようで、欧州の外交関係者はこれまでの対ベネズエラ

政策は間違っていたとの認識を示したという。 

 

今回の報道を受けて、これまで以上にカプリレス元知事、

ゴンサレス議員らが１２月の国会議員選に参加する可

能性が高まったと言えそうだ。 

 

急進野党、主要野党の政治家らは、カプリレス元知事、

ゴンサレス議員のスタンスについて 

「マドゥロ政権の詐欺選挙にお墨付きを与えることに

なる」 

と非難している。 

 

「グアイド議長 対話再開を認めず」           

 

９月１日 グアイド議長は、カプリレス元知事らがマド

ゥロ政権と行った協議について 

「協議は一部の政治家が個人的に行ったことで、グアイ

ド政権は認識しておらず、全く支持しない」 

との見解を示した。 

 

「マドゥロ政権の協力国であるトルコの外相による交

渉は、暫定政権にも国会にも外国の同盟国にも通知され

ず、承認もされていなかった。暫定政権は、今回の協議

を認めない。 

 

 

我々は共に団結して行動するよう呼びかける。 

また、独裁政権による詐欺選挙に加担しないよう呼びか

ける。 

 

我々は自由と本当に公平な選挙を勝ち取るために戦っ

ている。」 

と主張した。 

 

「政治犯恩赦についての外国の反応」         

 

今回の政治犯１１０名の恩赦について外国の反応は

様々だ。 

 

恩赦について評価する姿勢を示したのは、国連人権高等

弁務官事務所、スペイン政府、欧州連合外交政策委員長

など。 

 

国連のバチェレ人権高等弁務官は 

「今回の措置は、多くの議員、政治アドバイザーらに裨

益する。今回の措置を民主主義の道と人権問題の改善へ

の大きな前進と評価する。」 

と述べた。 

 

また、スペイン外務省は声明を公表 

「スペインは多くの議員、亡命政治家らの恩赦を肯定的

に評価する。ベネズエラの危機は、全ての政治関係者と

国民が参加する保証された民主的な選挙以外の手段で

は解決できない。」 

との見解を示した。 

 

他、欧州連合のボレル外交政策委員長は自身のツイッタ

ーで 

「ベネズエラの多くの政治犯の解放は良いニュースだ。

この状況が進展し、自由で公平で透明な選挙が実現する

ことを願う。」 

と投稿した。 
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他方、米国国務省の報道官は恩赦について 

「今回の措置を称賛してはいけない。マドゥロ政権は憲

法に保障された権利を侵害し、不当に拘束をした。 

 

マドゥロは未だに数百名の政治犯を拘束していること

を忘れてはいけない。全ての政治犯は今すぐに解放され

なければならない。 

 

より重要なことは、ベネズエラ国民も国際社会もこれら

の行動に騙されてはいけないということだ。」 

との見解を示した。 

 

「ＥＵ ロドリゲス副大統領の制裁解除を検討」         

 

今週、欧州連合のルクセンブルク裁判所でデルシー・ロ

ドリゲス副大統領に科していた制裁を解除するかどう

かが議論される。 

 

ロドリゲス副大統領は、１７年に欧州連合の制裁を受け、

欧州域内への入国が禁止されていた。 

 

１８年９月 デルシー・ロドリゲス副大統領は、同制裁

について訴えを起こしていた。 

 

今回の野党政治家らの解放と今回の裁判所の議論が何

らかの関係があるかは現時点では明らかになっていな

い。 

 

「現職大臣８名 国会議員選に出馬」         

 

９月１日 マドゥロ大統領は現在の閣僚から８名が１

２月の国会議員選に出馬すると発表した。 

 

具体的に名前が挙げられたのは、 

情報通信相のホルヘ・ロドリゲス氏、 

コミューン相のブランカ・エクアウト氏 

 

若者・スポーツ相のペドロ・インファンテ氏 

女性相のアシア・ビジェガス氏 

エコロジー鉱物開発相のヒルベルト・ピント氏 

都市農業相のガブリエラ・ピニャ氏 

先住民相のアロア・ヌニェス氏 

刑務所相のイリス・バレラ氏の８名。 

 

なお、ベネズエラでは当選後に当選者がすぐに国会議員

を辞めて、代理議員に自身のポジションを渡すことがあ

る。 

 

ロドリゲス情報通信相など政権中枢にいる幹部は選挙

後にすぐに交代するのではないか。 

 

経 済                       

「８月 インド向け原油輸出が増加」            

 

ロイター通信は、８月のベネズエラの原油輸出について、

インド向けの輸出が増えたことで若干増加したと報じ

た。 

 

ロイター通信によると、８月にベネズエラから出向した

原油タンカーは１７隻。８月の原油・石油製品輸出は日

量４３．７６万バレルで、７月の４０万バレルからやや

増えた。 

 

特に「Reliance」の輸入が大きく寄与したと指摘。 

８月の「Reliance」向け輸出は、日量２１．６万バレル

だったとしている。２番目の輸出相手国はキューバで日

量６．６万バレル。次いで、欧州向けが６．５万バレル

だったという。 

 

また、石油製品の輸入は日量５万３，１６０バレル。 

輸入した石油製品は主に原油との代物交換をしている

ディーゼル燃料、ガスオイルとしている。 
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「中央銀行 ２０年７月までのインフレ率公表」         

 

９月１日 中央銀行は２０年６月、７月のインフレ率を

公表した。 

 

中央銀行によると、 

６月のインフレ率は２５．１％。 

７月のインフレ率は１９．６％だった。 

 

２０年１月～７月までの累積インフレ率は４９１．９％。 

１９年８月～２０年７月までの１２カ月のインフレ率

は、２，３５８．４９％となっている。 

 

 
（写真）中央銀行 

 

なお、野党国会は、 

２０年６月のインフレ率を１９．５％、 

７月のインフレ率を５５．１％と発表。 

 

２０年１月～７月までの累積インフレ率は８４３．４％。 

１９年８月～２０年７月までの１２カ月のインフレ率

は、４，０９９％と発表している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.484」参照）。 

 

 

 

「ALAV 飛行機運航再開の目途たたず」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.491」で紹介した通り、

マイケティア国際空港は運航再開に向けて航空会社お

よび関係団体らと協議を行っている。 

 

しかし、「ベネズエラ航空団体（ALAV）」のウンベルト・

フィゲラ代表は「近日中に運航を再開する兆候はない」

と述べた。 

 

また、飛行機の再開について 

「運航の再開は INAC の指示を待たなければならない。

彼らが再開日を発表する。それがいつになるのかは我々

には分からない。 

 

下手に期待をしてはいけない。当局が適切だと考える日

まで耐える必要がある。」 

と述べた。 

 

なお、２０年３月に発令した「Covid-１９国家緊急事態」

は、更新を繰り返しており、現在も緊急事態の最中にあ

る。 

 

８月の更新時は期限が定められていなかったが、９月１

０日が期限と思われる。 

 

９月中に再開があるとすれば、９月１０日以降のタイミ

ングになりそうだ。 

 

以上 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Serie desde Diciembre  2007

( BASE Diciembre 2007 = 100 )

指数 ％

2020(*)

7月 63,408,630,581.9 19.6

6月 53,033,212,824.9 25.1

5月 42,404,519,909.6 38.6

4月 30,594,008,765.7 27.5

3月 23,995,112,795.7 13.3

2月 21,174,462,628.9 21.8

1月 17,377,625,281.2 62.2
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