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（写真）米国国土安全保障省 “３月８日 バイデン政権 ベネズエラ人の「一時保護資格（TPS）」を承認” 

 

 

２０２１年３月８日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラ人の一時保護資格を承認 

～３２万人の違法滞在者に滞在許可～」 

「与党国会 与党新対話プロセスを発表」 

「トーレアルバ氏 選挙参加求める」 

「グアイド政権 女性中心の抗議行動を実施」 

経 済                     

「野党国会 ２月のインフレ率は５０．９％」 

社 会                     

「隔離週間だが地上鉄道は満員」 

「デル・ピノ元 PDVSA 総裁の裁判は公開制」 

２０２１年３月９日（火曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権のベネズエラ現状分析」 

「コロンビアは Gedeon 作戦を事前に知っていた」 

経 済                    

「Conindustria マドゥロ政権との対話意思表明」 

「ディーゼル１１月から輸入ゼロ 

～制裁制度を変えることなく、制裁緩和か～」 

「経済自由度ランキング ベネズエラ１７７位」 

社 会                     

「チャカオ市 犯罪発生数５０％減」 

「３月 マドゥロ政権の補助金支払い予定」 
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２０２１年３月８日（月曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラ人の移民保護制度を承認       

    ～３２万人の違法滞在者に滞在許可～」       

 

３月８日 米国のバイデン政権は、米国に滞在するベネ

ズエラ人に対して「一時保護資格（TPS）」を与えるこ

とを決定した。 

 

「TPS」は、旅行者ステータスなど長期滞在のステータ

スを得ることなく、米国に長期間とどまっているベネズ

エラ人の長期滞在を正式に許可するもの。 

 

これによりベネズエラ人の強制送還を減らすことが可

能になる。 

 

バイデン大統領は、大統領選の時からベネズエラ人に対

して TPS を与えることを公約に掲げており、就任から

２か月弱で公約を果たしたことになる。 

 

TPS の基本的な内容は以下の通り、 

 

・TPS ステータスを与えられたベネズエラ人は、１８か

月間、米国に滞在することが許可される（この措置が

延長される可能性は高い）。 

・非正規な手段で米国に滞在しているベネズエラ人３

２．３万人を対象に TPS を与える。 

・３月８日までに米国に入国したベネズエラ人が対象。 

・過去に犯罪履歴があるベネズエラ人は TPS を受ける

ことができない。 

・３月８日～９月５日（１８０日間）の TPS 手続き期

間が設けられる。TPS ステータス希望者はこの期間内

で申請を行わなければならない。 

・TPS ステータスを得たベネズエラ人は米国内で働く

ことができる。また、他国に旅行することも可能。 

 

ただし、TPS手続きのため「米国市民権・移民局（USCIS）」

に５４５ドルの手続き料を支払う必要がある。 

 

ナンシー・ペロシ下院議長は、今回の TPS 承認を歓迎。 

「TPS の承認は、米国がベネズエラ国民を支援し、民主

主義への回帰を求めていることの証明であり、マドゥロ

政権へのメッセージである」と主張した。 

 

また、グアイド議長、カプリレス元ミランダ州知事、カ

ルロス・ベッキオ在米ベネズエラ大使らが TSP 承認を

祝福。バイデン政権に感謝の意を示した。 

 

「与党国会 新対話プロセスを発表」         

 

与党国会は新たな対話プロセスを開始すると発表。 

 

これまでよりも広範囲なグループによる対話を行うと

した。 

 

同対話委員会の代表は、これまで通りホルヘ・ロドリゲ

ス国会議長が委員長を務めるが、新たにベネズエラで最

も大きな経済団体「Fedecamaras」が加わる。 

 

これまで穏健野党が対話委員会に加わっていたが、穏健

野党の支持率は低く、実質的には対話委員会として機能

していなかったが、「Fedecamaras」が加わったことは大

きい。 

 

ただし、対話の主役となるべき主要野党は不在で、中心

部に穴が開いたような対話委員会となっている。 

 

「大衆意思党（VP）」のグアイド政権はトランプ派の政

党で、対話を再開する意思は乏しい。 

現在はマドゥロ政権との交渉の必要性を訴えている「第

一正義党（PJ）」のカプリレス元ミランダ州知事に委員

会加入の圧力がかかっているという。 
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なお、他の主要野党でカプリレス氏と同じくマドゥロ政

権との交渉の必要性を訴えていた「行動民主党（AD）」

のラモス・アジュップ幹事長、「新時代党（UNT）」のス

ターリン・ゴンサレス議員は、ここ最近は沈黙を続けて

いる。 

 

「トーレアルバ氏 野党に選挙参加求める」                  

 

「野党統一連合（MUD）」の統括秘書官を務めたヘスス・

トーレアルバ氏は、２０２１年に予定されている全国州

知事選、市長選について、「野党がリーダーシップを取

り戻すための重要な機会だ。」と主張した。 

 

トーレアルバ氏は、２０１５年に行われた国会議員選の

際に野党を勝利に導いた最大の功労者。 

 

トーレアルバ氏は、政治家ではなくジャーナリスト。 

貧困層の生活を現地で報道するテレビ番組を運営し、人

気を得ていた。 

 

２０１５年の国会議員選で野党が圧勝した後、野党が政

権を執る可能性が現実味を帯びたため、野党各党が大統

領争いをはじめ、野党同盟である「野党統一連合（MUD）」

は分裂し、機能不全になった。 

 

この状況を受けて、MUD は解体。 

同時に MUD の執行秘書官を務めていたトーレアルバ

氏は政界から引退。 

トーレアルバ氏と並び MUD の中枢にいたラモス・アベ

レド氏なども政界から引退した。 

 

トーレアルバ氏は、２０１７年、１８年の選挙不参加を

訴える野党の方針について「悲惨だ」と評価。 

「国民が選挙を信頼できる環境を作り直す必要がある。」

と主張した。 

 

 

「ウィークリーレポート No.190」で、世論調査の結果

を紹介した通り、多くの国民はマドゥロ政権はもちろん、

グアイド政権も支持しておらず、独立候補の登場が期待

されている。 

 

経済界と１５年の選挙の功労者がタッグを組めば、多少

は先行きに期待が持てるのかもしれない。 

 

「グアイド政権 女性中心の抗議行動を実施」         

 

３月８日は「国際女性デー」。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.569」で紹介した通り、グ

アイド政権は３月８日に女性を中心とした抗議行動の

実施を呼びかけていた。 

 

マドゥロ政権も同日に女性の政治イベントを実施しよ

うとしていたが、ブラジル型変異ウイルスの感染者を確

認したとの理由でイベント中止を発表していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.570」）。 

 

グアイド政権側の方針が注目されていたが、結局中止し

なかったようだ。ただし、人はほとんど集まらなかった。 

 

映像を見る限り参加者はカラカスでも５０名いるかい

ないか。アングルを工夫して多く参加しているかのよう

に見せている写真もあるが、１９年１月～２月の大動員

を知っているだけに、その少なさは隠せない。 

 

もちろん、参加者の中には国民ではなく政治関係者がい

るはずなので、本当の意味での参加者はもっと少ない。 

 

なお、同日は天気が良かったので、参加者の集まりが悪

い理由は天気ではない。街頭での抗議行動で政権を変え

ようと主張するグアイド政権は完全に行き詰っている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/441134beb03500f3328d8c12df683e72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/504485aa408cb9ea97f55640990e5df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
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（写真）@jacksaez 

“国際女性デーに抗議行動に参加する野党支持者ら” 

 

経 済                        

「野党国会 ２月のインフレ率は５０．９％」           

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２１年２月のインフレ率を公表した。 

 

OVF によると、２１年２月の先月比インフレ率は５０．

９％。２１年１月および２月の累積インフレ率は１３４．

２％。直近１２カ月分の累積インフレ率は４，３１１％

とした。 

 

なお、分野別では、食料・飲料のインフレ率が先月比２

５．２％増。通信サービスが１６５．２％増。その他サ

ービスが３５６．８％増とした。 

 

ボリバル建ての基礎食糧費は、BsS.５億７５８万で、ド

ルに換算すると２８２ドルだったとしている。 

 

 

（写真）OVF 

 

社 会                        

「隔離週間だが地上鉄道は満員」           

 

３月８日からベネズエラは再び Covid-１９感染防止対

策のための隔離習慣に入っている。 

 

特に先週、ブラジル型変異ウイルスの感染確認を発表し

たばかりということもあり、マドゥロ大統領は改めて隔

離措置の徹底を呼び掛けた。 

 

しかし、一般市民は自身の生活があり、そのようなこと

は言っていられないようだ。 

 

隔離週間にもかかわらず、地上鉄道「La Rinconada 駅」

のホームでは多くの人が往来し、駅は人で賑わっている

と報じられた。 

 

以下は３月９日朝の「La Rinconada 駅」の様子。 
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（写真）@RobertLabo 

 

「デル・ピノ元 PDVSA 総裁の裁判は公開制」         

 

３月８日  ウィリアム・サアブ検事総長は、

「Petrozamora」の汚職に関与した１２名の PDVSA 関

係者の裁判について報告した。 

 

サアブ検事総長によると、２月８日にファン・バレット

氏、セサル・バレラ氏、エクトル・ロケ氏、ファン・カ

リジョ氏は懲役９年の判決を受けたという。 

 

また、ファン・ガンボア氏、ライベス・アスアヘ氏は懲

役７年、アドルフォ・アルテガス氏、ルイス・マルティ

ネス氏、イルト・ウルタード氏、オスワルド・ゴンサレ

ス氏、ノリス・ペロソ氏、ハルマル・グラナドス氏は懲

役５年の判決を受けたと報告した。 

 

他、PDVSA 総裁を務めたエウロギオ・デル・ピノ氏、

PDVSA 役員を務めたオルランド・チャシン氏、他グス

タボ・マラベ氏、ヘンリー・サンチェス氏、アドルフォ・

トーレス氏らは罪を認めておらず、公開裁判に移行する

ことになったと説明した。 

 

なお、「Petrozamora」の汚職問題とは別で、過去存在し

た「外貨管理委員会（CADIVI）」の輸出入管理部長を務

めていたフランシスコ・ルーゴ氏は、外貨清算の見返り

に企業から賄賂を受け取っていた罪で有罪が確定。懲役

７年８カ月の判決が出たと発表した。 

 

２０２１年３月９日（火曜）              

政 治                       

「バイデン政権のベネズエラ現状分析」        

 

「ウィークリーレポート No.190」で紹介した通り、国

民はマドゥロ政権もグアイド政権も信頼していない。 

 

マドゥロ政権は、元々支持が低く、この３年間はこの支

持率に大きな変化はない。それを踏まえると、グアイド

政権の方が深刻といえる。 

 

この状況について、バイデン政権下でラテンアメリカ政

策を担当するファン・ゴンサレス氏は、「米国政府は引

き続きグアイド政権を政府として支持する。」との見解

を改めて示したが、 

「マドゥロと同様にグアイドもアンケート結果が悪い

と認識している。私の分析では、ベネズエラ人は現在の

状況にうんざりしている。彼らは解決を求めている。彼

らは民主主義の回復を求めており、人道支援を欲してい

る。」と語った。 

 

また、対話について 

「チャベスとマドゥロは対話を時間稼ぎに使ってきた。

マドゥロ政権はこれまでバイデン政権に何度も対話再

開を求めてきた。しかし、バイデン政権は、マドゥロ政

権を正当化させるために彼と会うことはない。彼と制裁

解除について米国が交渉することはない。 

 

我々は愚か者ではない。我々はマドゥロとチャベスが野

党を分裂させるために対話を悪用してきたことを知っ

ている。米国は結果が出る対話を促進するため、今後も

マドゥロ政権へ圧力をかける。」 

と主張した。 

 

個人的には、ゴンサレス氏のベネズエラ人の感情分析は

誤っていると考えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/441134beb03500f3328d8c12df683e72.pdf
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確かにベネズエラ人は「民主主義や人道支援」を求めて

いるが、もっと根本的な話をすると「社会の安定と経済

回復」を求めている。 

 

「民主主義と人道支援」は「経済回復と社会安定」を達

成するための手段の一つであって、目的ではない。 

 

米国は「民主主義と人道支援」ではなく「経済回復と社

会安定」のために何をできるかを考えるべきだろう。 

 

「コロンビアは Gedeon 作戦を事前に知っていた」           

 

コロンビア系メディア「Noticia Uno de Colombia」は、

コロンビア国軍のファン・ダニエル・トゥルヒージョ大

尉（右の人物）の証言を報道。 

 

トゥルヒージョ大尉によると、コロンビア政府は２０２

０年５月に起きた「Gedeon Operation」の存在を事前に

知っていたと指摘。 

コロンビア政府は「Gedeon Operation」を実行した軍人

グループと関係を持っていたと訴えた。 

 

トゥルヒージョ大尉によると、「Gedeon Operation」が

実行される前の３月。コロンビア軍は Jimmy 

Montesinos という人物を拘束したという。 

 

Montesinos 氏は、３１個の携帯電話やその他武器、通

信機器などを持っており、それらの携帯は、ベネズエラ

でクーデターを実行するグループのものだと説明。 

「Gedeon Operation」の関係者だと自白したという。 

 

この証言以外に、２０年 9 月にコロンビア政府に拘束さ

れたジェシー・アルバレス氏は、２０年１月にコロンビ

ア政府関係者と連絡を取ったと主張していた。 

 

 

 

 
（写真）Noticia Uno de Colombia 報道 

 

経 済                       

「Conindustria マドゥロ政権との対話意思を表明」            

 

「Conindustria」のアダン・セリス代表は、ラジオ番組

「Union Radio」に出演。与党国会と対話を行う意思を

示した。 

 

ベネズエラには３つの大きな経済団体がある。 

最も大きな経済団体は「Fedecamaras」。「Fedecamaras」

の次に、商業系の経済団体「Consecomercio」と工業系

の経済団体「Conindustria」が並んでいる印象。 

 

「Fedecamaras」と「Consecomercio」は、マドゥロ政権

との対話を行っており、対話をしていない主要経済は

「Conindustria」のみとなっていた。 

 

今回のセリス代表の表明により、国内の主要経済３団体

は経済危機を脱却するためマドゥロ政権と対話を行う

ことになる。 

 

また、３月９日 主要経済３団体に加えて、農業団体

「Fedeagro」の代表の４名は共同で声明を発表。 

 

経済界が厳しい環境で会社を維持しながら、どのように

社会貢献を行ってきたかを説明。これからも国民のため

に活動を続けると表明。 
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国民の生活を改善させるため経済界は活動を続けると

した。 

 

 

（写真）@LuisOlavarrieta 

“経済４団体の共同声明を発表。左上から「Fedeagro」 

代表。右上が「 Consecomercio 」代表、左下が

「Conindustria」代表、右下が「Fedecamaras」代表” 

 

「ディーゼル１１月から輸入ゼロ              

 ～制裁制度を変えることなく、制裁緩和か～」         

 

３月９日 与党国会の国家経済財務委員会は、ディーゼ

ル燃料不足を解決するための方法を検討する会合を実

施すると発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.570」で紹介した通り、

ここ最近はガソリン不足に関する報道は少なくなった

一方で、ディーゼル燃料不足が目立っている。 

 

ツイッターや記事では、ディーゼル燃料を給油するため

の長蛇の列が映像で公開されており、状況悪化が深刻に

なっている。 

 

ヘスス・ファリア議員は、「ベネズエラは２０年１１月

以降、ディーゼル燃料を輸入していない。米国の経済制

裁がディーゼル燃料不足を引き起こしたことは疑いよ

うがない。」と主張。 

 

「米国がベネズエラの正常な経済運営を阻害している」

と訴えた。 

 

本件について、米国に移住し、現在はヒューストンのラ

イス大学で教授を務めているベネズエラ人経済専門家

フランシスコ・モナルディ氏は、「米国は制裁を緩和す

ることなく、ディーゼル燃料の取引を再開させることが

できる」と説明した。 

 

トランプ政権が PDVSA と取引を続けている第三国の

企業にディーゼル燃料の取引を停止させたのは２０年

中頃。 

 

当時、トランプ政権は制裁の適用範囲を拡大解釈しただ

けであり、制度的にディーゼル燃料の取引を禁止したわ

けではない。 

 

つまり、ディーゼル燃料の取引を再開させるためには、

トランプ政権が拡大した制裁解釈を元に戻せば良いだ

けである。 

 

「経済自由度ランキング ベネズエラ１７７位」           

 

米国のシンクタンク「Heritage Foundation」は、２０２

１年の経済自由度ランキングを発表。 

 

同調査によると、ベネズエラは１７８カ国中１７７位。 

 

最下位の北朝鮮の次にランクインした。 

なお、北朝鮮は１００点満点中５．２点。 

ベネズエラは同２４．７点と両者の差は大きい。 

 

また、１７６位はキューバ（２８．１点）、１７５位は

スーダン（３９．１点）となっている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
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なお、同ランキングはいくつかのテーマに分けて点数を

つけており、最も点数が高かったのは税制負担（７１．

１点）。政府支出（６１．５点）。貿易自由度（５４．８

点）。 

 

逆に評価が低かったのは、財政の健全性（０点）、投資

自由度（０点）、貨幣自由度（０点）、所有権（７．５点）。 

 

 

（写真）Heritage Foundation 

 

社 会                       

「チャカオ市 犯罪発生数５０％減」            

 

カラカス・チャカオ市のグスタボ・ドゥケ市長は、２１

年１月、２月に同市で起きた犯罪状況を説明した。 

 

チャカオ市は日系企業の拠点が多く、日本人駐在員も多

く住んでいた土地だ。 

 

ドゥケ市長によると、この２か月は前年同期と比較して

５０．２８％も犯罪発生率が減少したと発表した。 

 

犯罪別では、「強盗」が前年同期比５６．０７％減。 

「窃盗」が同３７．２５％減。 

「誘拐」が同３５．２５％減。 

だったという。 

 

 

「ウィークリーレポート No.187」でも、約３年ぶりに

ベネズエラを訪問したベネズエラ人の感じたこととし

て、「治安の改善」が挙がっていた。 

 

経済低迷により犯罪者が国外に移住。 

結果的にベネズエラ国内の治安が改善したということ

だろう。 

 

「３月 マドゥロ政権の補助金支払予定」           

 

周知のとおり、ベネズエラの公務員への賃金は極めて少

ない。彼らの多くは副業で生活費をねん出しているが、

それ以外にマドゥロ政権からの現金補助金に依存して

いる。 

 

マドゥロ政権は、３月の補助金支給予定を発表した。 

 

１つは「Bono Hogares de patria」（家族向け補助金）。 

世帯人数に応じて給付する補助金で、３名家族は BsS.

９０万（約０．５ドル）、６人家族は BsS.１８０万（約

１ドル）となっている。 

 

次は難病患者・ハンディキャップのある家族がいる家庭

向け補助金「Hose Gregorio Hernandez」。支給額は BsS.

７２万（約０．４ドル） 

 

また、妊婦向けの「Parto Humanizado」と乳幼児のいる

家庭向けの「Lactancia materna」は、ともに夫々BsS.１

２０万（０．６４ドル）。 

 

他、「Cultores populares」という補助金も支給される予

定だという。ただし、支給予定額は不明。 

 

これら補助金の支給を最大限に受けても５ドルを超え

ることはなさそうだ。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f15671cba531f5f8791abcf83a8076b3.pdf

