
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月３１日～４月１日報道              No.５８１   ２０２１年４月２日（金曜） 

1 / 8 

（写真）国営石油会社 PDVSA “稼働を停止していた２つの製油所が４月に再稼働か？” 

 

 

２０２１年３月３１日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 サアブ氏の関係会社への制裁を解除」 

「西政府 マドゥロ政権との関係修復を模索？」 

経 済                     

「ロシアと経済協力協定を締結 

～ベネズエラでインスリン工場を建設～」 

「与党国会 Fedecamaras の投資法提案を議論」 

社 会                     

「カラカスでの誘拐の７０％は MarketPlace 経由」 

「Nazareno de San Pablo 宗教イベントに信者集合」 

「メディア アプレ州の抗争を取材し軍が逮捕」 

２０２１年４月１日（木曜） 

 

政 治                    

「野党議員 グアイド政権から選挙に参加 

～野党から選挙参加を求める声が増える？～」 

「トーレアルバ氏 与野党に方針転換求める」 

「Covid-１９新規感染者 レコードを記録」 

経 済                    

「PDVSA 西部鉱区 ガスパイプ爆発を復旧」 

「地方経済団体 ７＋１４に否定的な見解」 

「PLC 製油所、El Palito 製油所が４月中に再開」 

社 会                    

「中間層の消滅 国民の８割は極貧」 
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２０２１年３月３１日（水曜）             

政 治                       

「米国 サアブ氏の関係会社への制裁を解除」       

 

３月３１日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、マ

ドゥロ政権の「テスタフェロ（政治家の資産隠しに協力

する人物）」とされるコロンビア人企業家アレックス・

サアブ氏の関係会社への制裁を解除した。 

 

制裁が解除されたのはイタリアのベローナに事務所が

ある以下の４社。 

 

AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. 

AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C. 

AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C. 

SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO 

 

これらの会社が制裁を受けたのは２１年１月１９日

（「ベネズエラ・トゥデイ No.550」）。この日はトランプ

大統領の任期最終日。マドゥロ政権への最後の置き土産

だった。 

 

トランプ政権がこれらの会社に制裁を科した理由は「マ

ドゥロ政権の原油取引を支援しているため」。 

 

１月１９日に上記４社以外に１２社、７隻の船舶、３名

に制裁を科しており、これらの制裁は解除されていない。 

 

制裁解除の発表文には、制裁を解除した理由は説明され

ておらず、制裁解除の背景を説明する記事も現状では確

認できていない。 

 

ただし、制裁を解除された４社は１月１９日に制裁を受

けた個人の１人である Alessandro Bazzoni 氏が所有す

る企業。米国政府と Alessandro Bazzoni 氏との間に何ら

かの合意があったと思われる。 

「西政府 マドゥロ政権との関係修復を模索？」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.579」で、「スペイン外務省

の Cristina Gallach ラテンアメリカ地域担当官がベネズ

エラを訪問する」との記事を紹介した。 

 

Gallach 担当官は、アレアサ外相・デルシー・ロドリゲ

ス副大統領らと協議。アレアサ外相・ロドリゲス副大統

領はともに「建設的な協議だった」との見解を示してい

る。 

 

本件について、メディアではスペインが再びマドゥロ政

権との関係修復を試みていると報じられている。 

 

２月２２日 欧州がマドゥロ政権関係者１９名に制裁

を科したことを機にスペインとベネズエラの外交関係

は悪化（「ベネズエラ・トゥデイ No.566」）。 

 

特に２月末にアランチャ・ゴンサレス外相がコロンビア

とベネズエラの国境の町ククタ（コロンビア側）をコロ

ンビア外相と視察したことを受けて、マドゥロ大統領は

「スペインとの関係を基礎から全面的に見直す」と発言

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.567」）。 

 

Gallach 担当官は、アレアサ外相、ロドリゲス副大統領

に対して、対話による問題解決を望んでいるとのスタン

スを改めて伝え、Covid-１９（新型コロナウイルス）対

策で協力する意思を伝えたという。 

 

なお、Gallach 担当官のツイッターを確認する限り、今

回の訪問では、マドゥロ政権関係者だけではなく、経済

界代表、カトリック教会、人道支援団体と面談している。 

 

経済界代表との会合には昨年末に弊社セミナーに登壇

してもらったラミロ・モリナ氏も出席していたようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dacbc6e21427133948a3d98f8d8e3dc0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
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出席している経済界代表の顔ぶれを見る限り、

「Fedecamaras（ベネズエラで最も大きな経済団体）」の

クサノ代表など対話を支持する人が多かったようだ。 

 

なお、野党政治家と面談している写真は確認できなかっ

た。野党国会の公式ツイッターを確認したが、Gallach 担

当官との面談については投稿されていなかった。 

 

現在、グアイド議長は Covid-１９に感染しており、療養

中で目立った野党関係者とは面談できなかったのかも

しれない。 

 

 

（写真）Cristina Gallach ラ米担当官ツイッター 

 

経 済                        

「ロシアと経済協力協定を締結                

  ～ベネズエラでインスリン工場を建設～」           

 

スペインからGallach担当官がベネズエラを訪問してい

る間、ロシアからも Yuri Borisov 副首相がベネズエラを

訪れていた。 

 

 

 

 

３月３０日 Borisov 副首相とアイサミ経済担当副大統

領は、金融・エネルギー・商業・軍・食料・医療など１

２の分野で協力協定を締結した。 

 

どのような合意が結ばれたのか全容は定かではないが、

１つはロシアの医療関連会社「Geropharm」が２０２６

年までにベネズエラ国内でインスリン製造工場を建設

するとの契約のようだ。 

 

「与党国会 Fedecamaras の投資法提案を議論」                  

 

与党国会（現在ベネズエラには野党国会と与党国会の２

つの国会が存在している）で野党議員として活動をして

いる Oscar Ronderos 議員は、「Fedecamaras が与党国会

に提出した投資法について与党国会で協議することが

決まった」と発表した。 

 

また、Fedecamaras が提案している民間主導のワクチン

調達について「素晴らしい提案だ。協力の意思だけが

我々の抱えている問題を解決することができる」と主張。 

 

「Fedecamaras」は、２１年１月からマドゥロ政権との

協議を開始。与党国会に対して、経済分野に関するいく

つかの提案を提出している。 

 

法律面では、行政手続きの簡素化や労働法の見直し、価

格統制法の見直しなどいくつかの提案をしているが、投

資法も含まれている。 

 

Fedecamaras は「投資法」について、 

「投資を促進し、民間企業の国内生産・輸出を促進する

ためには政府が投資の安全性を保障することが不可欠。

企業が安全して投資できる明確で永続的な規則が必要」 

と主張していた。 
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社 会                        

「カラカスでの誘拐の７０％は MarketPlace 経由」           

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」の誘拐対策グループは、

カラカスで起きている誘拐の７０％はネットでの個人

間売買を仲介する「Facebook」が提供するプラットフォ

ーム「MarketPlace」で起きていると発表。 

「MarletPlace」を通じた取引に警鐘を鳴らした。 

 

「MarketPlace」は、メルカリのようなもの。 

インターネットで個人が商品を売買する仕組みだ。 

 

誘拐犯グループは、このサイトで格安の自動車を掲載し、

購入希望者の反応を待つ。 

 

そして、購入希望者と商品引き渡しの場所について連絡

を取り、その場所で待っている購入希望者を襲い、誘拐。 

身の安全と引き換えに金品を要求する。 

 

２１年１月～３月の間に同様の手段による誘拐が３１

件報告されているとした。特に誘拐が多い地域は、カラ

カスの「Petare 地区」「Coche 地区」「El Valle 地区」だ

という。ミランダ州では「Los Valles del Tuy」がレッド

ゾーンとした。 

 

 
（写真）MarketPlace より抜粋 

 

「Nazareno de San Pablo 宗教イベントに信者集合」         

 

４月１日～２日は「セマナサンタ（聖週間）」で、ベネ

ズエラでは国民の祝日となる。 

 

「セマナサンタ」とは、キリストが亡くなってから３日

目に復活するまでの期間を祝う宗教イベントである。 

 

カラカスでは、セマナサンタに入る前に「Nazareno de 

San Pablo」と呼ばれる宗教行事が行われる。 

これは、十字架を背負ったキリスト像を信者らがかつぎ

ながら町中を練り歩くもの。そのキリスト像の後ろを信

者が行進するのが恒例行事となっている。 

 

ただし、今年は Covid-１９の影響でキリスト像が町を

練り歩くことができないため、キリスト像を乗せた車が

町を移動することになった。 

 

キリスト像を乗せた車には「国家警察（PNB）」が同行

し、キャラバンを作りカラカスの町を回った。 

 

本来であれば、大勢の集合は禁止されているが、実際は

大勢の信者が行進を見るために集まっていた。 

 

 

（写真）@Arquicaracas 
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「メディア アプレ州の抗争を取材し軍が逮捕」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.576」「No.579」で何度も紹

介しているが、３月２１日からコロンビアとベネズエラ

が国境を接するアプレ州で軍とゲリラ組織との衝突が

続いている。少なくとも１３名の軍人がこの衝突で亡く

なったと報じられている。 

 

衝突が激しいため地元住民が国境をわたりコロンビア

側に避難しており、３月３１日時点で避難民は５，００

０人を超えているという。 

 

３月３１日 この衝突を取材していたコロンビア系メ

ディア「NTN２４」の取材班２名と取材に同行していた

「Fundaredes」の活動家２名が軍部に拘束された。 

 

「NTN２４」は、コロンビア系メディアの中でも急進野

党支持系のメディアに属する。 

 

また、「Fundaredes」は、この土地の非政府系団体で今

回のアプレ州の衝突で度々マドゥロ政権に批判的なコ

メントをしていた。 

 

これらの背景から軍部が悪意ある情報を拡散している

として拘束した可能性が高い。 

 

今回の記者らの拘束について「ベネズエラ報道協会

（Apex）」は、マドゥロ政権による報道の自由の侵害と

非難。拘束から２０時間が経過しているが、彼らと連絡

が取れていないと訴えた。 

 

ただし、翌４月１日には４名は解放されたと報じられて

いる。 

 

 

 

 

２０２１年４月１日（木曜）              

政 治                       

「野党議員 グアイド政権から選挙に参加       

 ～野党から選挙参加を求める声が増える？～」        

 

与党国会で「行動民主党（AD）」の野党議員として活動

をしているホセ・グレゴリオ・コレア議員は、グアイド

政権関係者の多くが選挙に参加する意思を示している

とした。 

 

コレア議員は、以前は「行動民主党（AD）」の中では比

較的影響力のある政治家だったが、AD のアジュップ幹

事長の方針に反して、２０年１２月に行われた国会議員

選に出馬した。 

 

つまり、コレア議員は主要野党から抜けているため、信

ぴょう性には疑問が残るが、コレア議員曰く 

「スリア州では１２月の選挙に参加しなかった多くの

野党政治家が次の選挙に参加する。 

 

国民はグアイドの提示する方針では政権交代は実現で

きないと考えている。また、問題の解決は民主的なもの

であるべきだと考えている。 

 

今後、選挙不参加を求めてきたグループからも２１年に

予定されている州知事選・市長選に参加するべきとの声

が増えるはずだ。投票不参加の求めは何の結果も出さな

かったのは明白だ。」 

との見解を示した。 

 

なお、与党国会は現在、新たな「選挙管理委員会（CNE）」

役員の検討プロセスを進めている。 

本来であれば、３月中に新たな役員を決める予定だった

が、与党国会は選定作業を遅らせており、４月末までず

れ込むのではないかと報じられている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dacbc6e21427133948a3d98f8d8e3dc0.pdf
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仮に CNE 役員の任命でグアイド政権とマドゥロ政権が

合意に至るのであれば、野党が州知事選・市長選に出馬

することになるだろう。 

 

「トーレアルバ氏 与野党に方針転換求める」           

 

前項のコレア議員の発言が事実かどうかは定かではな

いが、グアイド政権に対して既存の方針を転換するよう

求める声は多くなっている。 

 

２０１５年の国会議員選で野党を勝利に導いた最大の

功労者といわれるヘスス・トーレアルバ氏は、現地メデ

ィア「Al Navio」で、マドゥロ政権の方針を非難すると

同時にグアイド政権の方針も非難。 

 

「政治家はベネズエラのことを理解できていない。 

マドゥロが望むように野党がベネズエラから消滅する

可能性はない。同様にグアイドが望むようにマドゥロが

自発的に政権を退く可能性はない。」と指摘。両者に方

針転換の必要性を訴えた。 

 

また、ベネズエラ人経済学者のルイス・オリベロ氏は、

ベネズエラ経済について「政治家が問題を解決しなけれ

ば成長はできない。」と言及。 

 

「グアイド政権が支持している経済制裁は確かにマド

ゥロ政権を厳しい状況に追い込んだ。 

 

しかし、現状を分析すると、経済制裁はマドゥロ政権よ

りもベネズエラ国民に悪影響を与えている。 

 

ベネズエラの燃料不足は深刻になったが、被害を受けて

いるのは経済界だ。また、制裁は外国企業のオーバーコ

ンプライアンスを生み、外国との取引ができない民間企

業が増えている。このオーバーコンプライアンスの影響

は極めて大きい。」と指摘。 

 

グアイド政権が掲げてきた方針が限界に達していると

指摘した。 

 

「Covid-１９新規感染者 レコードを記録」         

 

３月３１日 ベネズエラ国内の新規感染確認者数は１．

３４８名（うち１１名は外国からの入国時に感染）で、

過去最高を記録した。 

 

２０年秋には１日当たり１，０００人前後の新規感染が

常態化していたが、２１年に入ってからは同３００名～

５００名程度で推移しており、感染が落ち着いていた。 

 

しかし、マドゥロ政権が３月にブラジル型変異ウイルス

の感染者がベネズエラで出たことを発表して以降、新規

感染者数は増加している。 

 

これまでも何度か指摘した通り、新規感染者の増加はブ

ラジル型変異ウイルスが原因というより、変異ウイルス

の確認を受けて、マドゥロ政権がこれまでよりも PCRF

検査の実施回数を増やしていることが理由と思われる。 

 

最も感染者が多かった州はミランダ州で２７９名。 

次いでカラカス（２５３名）、ラグアイラ州（１６６名）

と首都圏で感染が拡大していると思われる。 
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経 済                       

「PDVSA 西部鉱区 ガスパイプ爆発を復旧」            

 

３月２０日 ベネズエラ西部で産出される軽質油「サン

タバルバラ原油」を産出するモナガス州 El Tejero の

「Pigap Ⅱ」のガスパイプラインで爆発が起き、同地域

の産油活動に影響が出ていた。 

 

４月１日 「ロイター通信」は、内部関係者からの情報

として、このガスパイプラインが修復され、同地域の産

油量が増加したと報じた。 

 

このパイプラインの爆発を受けて産油活動を縮小して

いたため、産油量は日量３万バレルほど減っていたが、

現時点では爆発前の水準に戻っているという。 

 

「ロイター通信」が関係者から得た情報によると、西部

地域の産油量は日量１６．５万バレルまで回復している

という。 

 

「地方経済団体 ７＋１４に否定的な見解」         

 

マドゥロ政権は Covid-１９感染防止策として、１週間

ごとに隔離措置（必要不可欠な業種以外の営業の禁止）

と隔離緩和措置（許可された業種は営業可能）を繰り返

す「７＋７」という感染防止策を施行している。 

 

しかし、Covid-１９感染者の増加を受けて、「７＋１４」

（隔離緩和を１週間、隔離措置を２週間）に変えること

を検討している。 

 

４月１日 ベネズエラ第２の州、スリア州マラカイボ商

工会議所は「７＋１４」の施行について反対意見を表明

した。 

 

 

 

マラカイボ商工会議所の Ezio Angelini 代表は、感染防

止策の必要性については認識していると説明。一方で、

バランスが必要で、「７＋１４」が続けば、国内産業・

商業に打撃を与えることになると指摘。 

 

特にスリア州の企業はかなり厳しい状況で、再起不能に

なると警戒を示した。 

 

また、工業集積地帯があるカラボボ州商工会の Jonathan 

Aldana 代表も「７＋１４」について 

「国内産業を麻痺させる政策だ。マドゥロ政権は国内生

産を回復させると言っているが、それとは反対の対応

を執っている。」と否定的な見解を示している。 

 

「PLC 製油所、El Palito 製油所が４月中に再開」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、ベネズエ

ラの国営石油公社「PDVSA」が４月中に「プエルト・

ラ・クルス製油所」と「エルパリート製油所」の施設を

再開させる予定であると報じた。 

 

仮に、これらの製油所が再稼働した場合、ベネズエラ国

内でガソリンを日量６．５万バレル、ディーゼル燃料を

日量８万バレル精製することができる。 

 

PDVSA の公式スケジュールによると「プエルト・ラ・

クルス製油所」は４月３日に再稼働し、「エルパリート

製油所」は４月第３週に再開を予定しているという。 

 

現在、ベネズエラ国内で稼働している製油所は、CRP コ

ンプレックスにある「カルドン製油所」と「アムアイ製

油所」だけだが、上記２つの製油所の稼働も再開すれば、

燃料不足はかなり緩和させることになりそうだ。 
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社 会                       

「中間層の消滅 国民の８割は極貧」            

 

スペイン系メディア「EFE 通信」は、ベネズエラで中間

層が消滅し、貧富の差が著しくなっていると報じた。 

 

ベネズエラの非政府系団体「Encovi」によると、現在は

８０％の国民が「貧困」よりも更に貧しい「極貧（Pobreza 

Extrema）」に分類されるという。 

 

一方、少数のグループは現在でも一定の生活水準を保つ

ことができているという。 

 

コンサルタント会社「Anova Policy Research」の調べに

よると、ベネズエラ人の可処分所得の平均は２０１０年

当時と比べて７０％ほど減少したという。 

 

また、２０１０年に存在していた「中間層」と呼ばれる

「金持ちでも貧困でもないグループ」は、大きく減少し

たと指摘。 

 

２０１０年当時、「中間層」に分類される市民は全体の

６２％だったが、２０２０年には１５．５％まで減少し

たと説明した。 

 

以下は筆者の考えだが、少数派の恵まれた人の多くは

「政治家」である。 

 

与党政治家も野党政治家も、一般大衆よりもはるかに恵

まれた環境で生活しており、彼らの主張は国民の共感を

得ることができなくなっている。 

 

以上 


