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（写真）行動民主党（ロゴ） “最高裁 グティエレス氏を代表とする AD を１２カ月延長” 

 

 

２０２１年５月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 国際非営利団体の登録作業を開始」 

「米議員団 バイデン政権に制裁方針見直し要請」 

「マチャド党首 グアイド政権の提案に異議」 

経 済                     

「CITGO２１年第１四半期の経営実績を公表 

～１．８億ドルの赤字、輸出量４５％減～」 

「PDVSA 中国の原油輸入税に困惑」 

「CENDA ２１年４月の基礎食糧費は２１８ドル」 

社 会                     

「米一次保護資格 ベネズエラ人 ３．８万人申請」 

21 年 5 月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「ラグアイラ州（旧バルガス州）知事が逝去 

～心筋梗塞による突然死～」 

「最高裁 行動民主党の認識を１２カ月延長」 

「ホセ・ゲラ議員 選挙参加の必要性を主張」 

経 済                    

「Zara、Bershka、Pull＆Bear ベネズエラ撤退」 

「マドゥロ政権 無料の衛星放送提供を検討？」 

社 会                    

「海面上昇 ベネズエラで浸水する地域は？」 

「ベネズエラでコパアメリカ開催？」 
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２０２１年５月２１日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 国際非営利団体の登録作業を開始」       

 

５月２１日 マドゥロ政権は、ベネズエラ国内で活動す

る国際非営利団体のデジタル登録を開始すると発表し

た。国際非営利団体に登録を求める理由について、「団

体の透明性の高い活動を保証するため」としている。 

 

国際非営利団体は、指定された URL より組織の情報を

登録する必要がある。 

 

先月、マドゥロ政権はベネズエラ国内で活動する非営利

団体について、活動内容、活動の裨益者、資金の源泉な

どを開示することを義務付ける政令を公布した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.589」）。今回の登録作業はその一

環と思われる。 

 

ベネズエラでは「非営利団体」の登記は簡単で、登記後

は行政側への報告もほとんど必要なかった。 

 

非営利団体が考慮するべき点は「従業員への社会保障が

適切に支払われているか？」であり、団体の収支の詳細

を政府当局に報告する義務はなかった。 

 

今回の改定は、非営利団体の活動・運営実態の監視を強

化することが目的。 

 

ベネズエラには人道支援団体「Provea」や汚職撲滅活動

を行う「Cedice」など多くの非営利団体があるが、これ

らの団体は、当然ながらマドゥロ政権に批判的な立場を

取っている。 

 

マドゥロ政権は、これらの団体について米国から資金が

流れており「政権倒壊のための活動をする組織」と非難

をしている。 

実際にマドゥロ政権に批判的な非営利団体の中には米

国政府系の基金から活動資金を得ているところも多く、

一概にマドゥロ政権の過剰反応と一蹴できないのが現

実だろう。 

 

「米議員団 バイデン政権に制裁方針見直し要請」         

 

米国上院議会で外交政策委員会のメンバーとなってい

る Chiris Murphy 議員（民主党）は、バイデン政権のブ

リンケン国務長官に対してベネズエラへの制裁見直し

を求める趣旨の書簡を送った。 

 

Murphy 議員が特に見直しを求めているのは、２０２０

年後半からトランプ政権が科した「米国以外の企業に対

しても PDVSA との原油・ディーゼル燃料の物々取引を

禁止する」という制裁。 

 

２０１９年１月に米国が PDVSA に制裁を科した後も、

PDVSA は中国・インド・ロシアなどと金融決済を最小

限に抑えた物々交換取引を継続していた。 

 

トランプ政権は、２０年前半に「ベネズエラから原油を

輸出し、外国からガソリンを輸入する」取引を禁止。 

 

その後、２０年後半には「ベネズエラから原油を輸出し、

外国からディーゼル燃料を輸入する」取引も禁止した。 

 

これらの制裁がベネズエラに与える影響は大きく、２０

年前半には深刻なガソリン不足が起きた。現在は都心部

ではガソリン不足感はやや緩和したが、地方では引き続

き深刻なガソリン不足が続いているという。 

 

ディーゼル燃料についても２０年後半に物々取引が禁

止され、現在はディーゼル燃料不足により、国内のトラ

ック輸送・農業トラクターの稼働が停止。ベネズエラ経

済に極めて深刻な被害を与えている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
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Murphy 議員は、 

「ディーゼル燃料取引に科している制裁を即座に緩和

すれば、数百万人のベネズエラ国民の生活問題を改善さ

せることができる。」 

と指摘した。 

 

また、 

「トランプ政権が強化し続けた制裁方針はマドゥロ政

権を倒壊させるための機能を果たしていない。 

むしろ制裁を理由に国内の抑圧を強化し、人道危機を悪

化させている」 

と指摘した。 

 

「マチャド党首 グアイド政権の提案に異議」                  

 

グアイド政権は「国家救済合意」を提案。与野党交渉再

開の観測が強まっている。 

 

この状況について、急進野党のリーダーである「ベネズ

エラ主導党（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は

インタビュー番組でグアイド政権の提案を拒絶した。 

 

「マドゥロと交渉の席に座ることは、交渉で解決できる

可能性があることを世界中に示唆することを意味する。 

これは馬鹿げた話であり、同時に不愉快だ。 

 

マドゥロ政権が譲歩するインセンティブは存在するの

かは重要だ。 

 

我々も交渉の必要性は認識している。しかし、交渉に当

たって４つの点について明確にしなければいけない。 

『何のために？』『どのように？』『誰と？』『誰が？』

である。 

 

 

 

 

最初の質問は『何のために？』だ。 

政権に「鳥かご（ベネズエラ）」を整頓させるために交

渉をするのか？国を解放するために交渉をするのか？ 

 

２つ目の質問は『どのように？』だ。 

人質のような弱い立場で交渉し、マドゥロに全てを譲り、

敗北するのか？あるいは社会の倫理的な力でマドゥロ

と交渉するのか？ 

 

３つ目の質問は『誰と誰が？』だ。 

誰が交渉の代表になる能力を持っているか？ 

仮に、あの犯罪組織（マドゥロ政権）と交渉をするとし

て、マドゥロは誰の利害を代表しているのかを問わなけ

ればいけない。ディオスダード・カベジョか？パドリー

ノ・ロペスか？あるいは「国民解放戦線（ELN）※コロ

ンビアのゲリラ組織」か？」 

と主張した。 

 

経 済                        

「CITGO２１年第１四半期の経営実績を公表      

   ～１．８億ドルの赤字、輸出量４５％減～」           

 

PDVSA の米国子会社「CITGO」は、２０２１年第１四

半期の経営実績を発表した。 

 

２１年第１四半期の純損失は、１．８億ドル。 

原油の輸出量は前年同期比４５．３％減少した。 

 

CITGO の Carlos Jorda 社長は 

「経営陣は２０２０年の災害に対して、慎重に支出を行

い、流動性に配慮してきた。しかし、２１年２月のウリ

（冬の嵐）は製油所のオペレーションに深刻な被害を与

え、経営が大きく悪化した。」 

と説明した。 
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嵐で相当に深刻な被害が出たようで、２１年第１四半期

中に嵐で受けた被害の復旧のために約２，１００万ドル

を支出。また、嵐を受けて必要となった追加経費は６，

０００万ドルと言及した。 

 

一方、嵐の被害があったものの製油所の稼働率は向上し、

２１年第１四半期の製油所稼働率は８３％。２０年第４

四半期が７５％だったので、８％向上したとした。 

 

また、２１年第１四半期の原油輸出量は、日量９．９万

バレル。COVID-１９による需要減と嵐により輸出が止

まったと説明した。 

 

他、２１年２月に CITGO は２０２６年満期６．５億ド

ルの私募債（年利６．３７５％）発行を行ったと説明。 

投資家からの需要は高く全て売ることに成功したとし

た。 

 

「PDVSA 中国の原油輸入税に困惑」         

 

エネルギー専門メディア「Argus」は、中国で新たに施

行される原油の輸入税に PDVSA が困惑していると報

じた。 

 

PDVSA の原油の多くは米国の制裁を回避するため、マ

レーシアなどを経由し、最終的に中国の山東省に到着し、

同地域の独立系製油所で使用されているという。 

 

しかし、中国政府は５月１４日に原油の輸入に新たな税

を課すと発表。 

 

ベネズエラの原油「Merey１６」が該当する「希釈ビチ

ューメン（diluted bitumen）」の輸入に対して、新たに

１バレル２９．６４ドルの税金を科すことになったとい

う。 

 

 

この新たな輸入税は６月１２日から施行される。 

 

「Argus」によると、PDVSA にとって今回の中国の輸

入税の改定は寝耳に水の話で、現在輸出している原油を

６月１１日までに到着させるよう働きかけているとい

う。 

 

「CENDA ２１年４月の基礎食糧費は２１８ドル」                  

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２１年

４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。 

 

CENDA によると、２１年４月の基礎食料費は先月比２

３．３％増の BsS.５２９，５９７，４５８．６６。 

先月のインフレ率は６．８％だったので、４月に入り物

価上昇が加速したことになる。 

 

なお、同様の調査を行っている「CENDAS-FVM」は、

２１年４月のインフレ率を３１．１％と発表。中央銀行

は２４．６％と発表しており、大きく変わらない印象

（「ベネズエラ・トゥデイ No.602」）。 

 

CNEDA の基礎食糧費をドルに換算すると、２１７．９

５ドル。先月は２２９．９２ドルだったので、ドル建て

にすると物価が下がったことになる。 

 

社 会                        

「米一次保護資格 ベネズエラ人 ３．８万人申請」           

 

５月２１日 米国の「市民権・移民局（USCIS）」は、５

月１６日の時点で３．８万人のベネズエラ人が「一次保

護資格（TPS）」を受けたと発表した。 
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TPS とは、当該国の情勢を理由に帰国できない外国人

に対して米国の滞在を一時的に許可する制度。TPS で

許可された外国人は米国内で正規の仕事に就くことが

可能となる。 

 

バイデン政権は、２０年の選挙キャンペーンの頃からベ

ネズエラ人に TPS を承認することを公約に掲げており、

２１年３月にベネズエラ人への TPS が正式に決定した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.571」）。 

 

TPS の申請は９月５日まで可能。 

バイデン政権は３２万人のベネズエラ人に TPS のステ

ータスを与えるとしており、今後も TPS ステータスを

持つ米国移住者が増えると思われる。 

 

なお、TPS ステータスで米国に留まっている外国人で

最も多いのは、エルサルバドル人で２４．８万人。次い

でホンジュラスが７．９万人。ハイチ人が５．５万人。 

ベネズエラ人は現時点で４番目。潜在的には最も米国で

TPS ステータス保有者が多い国になる可能性がある。 

 

２０２１年５月２２日～２３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ラグアイラ州（旧バルガス州）知事が逝去      

         ～心筋梗塞による突然死～」        

 

５月２２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ラグア

イラ州（旧バルガス州）知事を務めているルイス・ガル

シア・カルネイロ氏が亡くなったと発表した。 

 

ラグアイラ州はカラカスの玄関口「マイケティア国際空

港」がある州で、ベネズエラに来た人であれば必ず立ち

寄っている州だ。 

 

カルネイロ知事は０８年からラグアイラ州の知事を務

めていた。軍部出身で故チャベス元大統領の同期。 

 

死因は心筋梗塞による突然死だった。 

死亡が確認された５月２２日の前夜、カルネイロ知事は

いつも通り自宅で就寝。家族が朝起きて、カルネイロ知

事が亡くなっているのを発見したという。 

 

同日、Covid-１９下ではあるが大規模な葬式が執り行わ

れた。 

 

 

 

（写真）VTV8 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a26885f5d1969a894056c99ad04263.pdf
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「最高裁 行動民主党の認識を１２カ月延長」           

 

５月２２日 マドゥロ政権の最高裁は、主要野党の一角

「行動民主党（AD）」の代表をベルナベ・グティエレス

氏と認識する決定を１２カ月延長した。 

 

２０年６月 最高裁は AD のベルナベ・グティエレス氏

を AD の代表と認識する決定を下した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.459」）。 

 

AD の本来の代表は、ラモス・アジュップ幹事長だが、

アジュップ幹事長はグアイド政権と足並みを揃え、最終

的には２０年１２月の国会議員選に参加しない方針を

決めた。 

 

これに同意しなかった AD 内の党員はグティエレス氏

を代表として国会議員選の出馬を決定。最高裁はグティ

エレス氏を AD の代表と認識し、グティエレス氏率いる

AD が１２月の国会議員選に出馬することを許可した。 

 

今回は、当時の決定を１２カ月延長したことになる。 

 

ただし、最高裁は「AD 内部で代表を決めるための協議

を行うために１２カ月を設ける」としており、AD 内部

での協議が成立すればグティエレス氏が代表を退く可

能性はある。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “ベルナベ・グティエレス氏” 

 

最高裁の決定に先立ち AD のコヘーデス州代表デニス・

フェルナンデス氏は、AD 内でラモス・アジュップ幹事

長を代表にするか、ベルナベ・グティエレス氏を代表に

するかを決める投票を行うことを提案。 

 

投票が行われるとすれば、アジュップ幹事長が勝利する

だろう。 

 

なお、フェルナンデス氏は、「グティエレス氏もアジュ

ップ氏も選挙に参加することに同意している」と言及し

ており、どちらが AD の代表になったとしても AD は

州知事選・市長選に参加する可能性が高そうだ。 

 

「ホセ・ゲラ議員 選挙参加の必要性を主張」         

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、経済系メデ

ィア「Bancaynegocios」にオピニオン記事を投稿。 

 

２１年１１月に予定されている州知事選・市長選に野党

が参加する必要性があると主張した。 

 

ゲラ議員は「マドゥロ政権にとって最も望ましいのは、

野党が今の状況を維持し、選挙に参加しないこと」 

と指摘。 

 

「選挙に参加しなければ州知事・市長は大多数がマドゥ

ロ政権の関係者になる。これは我々が求める政権交代に

近づいていることを意味しているのか？」 

と疑問を投げかけた。 

 

また、選挙ボイコットを求めるグループに対して 

「頑なに選挙ボイコットを支持し、政権を強奪したマド

ゥロが全ての条件を譲らない限り、交渉を拒むグループ

がある。彼らの方針はとても魅力的ではあるが、実現不

可能だ。彼らのスタンスでは中期的に政権交代を達成す

ることはできない。」との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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筆者からすれば、遅すぎる主張という印象だが、トラン

プ政権が交代し、野党内で本心を言うことができる環境

になったのは前進だろう。 

 

経 済                       

「Zara、Bershka、Pull＆Bear ベネズエラ撤退」            

 

スペイン系メディア「El Pais」は、スペインのアパレル

会社「Inditex」のブランド「Zara」「Bershka」「Pull＆Bear」

がベネズエラから撤退したと報じた。 

 

これらの店舗の大部分は自社経営ではなく、フランチャ

イズだったという。 

 

以前「Zara」「Bershka」「Pull＆Bear」は、ベネズエラ国

内に２２の店舗があったが、５店舗まで減少。この５店

舗も今週閉店したという。 

 

以前ベネズエラの景気が良かった頃、「Inditex」は、ベ

ネズエラで大きな利益を上げていたという。しかし、経

済不況が続き、ここ数年は振るわない状況が続いていた。 

 

経済危機に Covid-１９が加わり、店を開けることも困

難になり今回の決定に至った。 

 

２００７年からは、マドゥロ政権と関係が近いとされる

カミロ・イブラハム氏が社長を務める「Phoenix World 

Trade」をフランチャイザー（本部）とするフランチャ

イズ経営にシフトし、ベネズエラ国内に１５店舗をオー

プンしたという。 

 

「Inditex」は撤退するが、同店舗の敷地は「Phoenix 

World Trade」が別の店舗をオープンするという。 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 無料の衛星放送提供を検討？」         

 

数日前からマドゥロ政権が無料で番組を視聴できるサ

ービスを開始するとの噂が流れている。 

 

筆者は専門的な知識はないのでよく分からないが、通信

分野の専門記者 Arnaldo Espinoza 氏によると、人口衛

生「IntelSAt ３５e」で「DVB-S2 システム」を用いて

サービスを提供するという。 

 

同サービスでは国内外の番組が視聴できるようで、国内

外３１チャンネルの番組が視聴できるという。 

 

社 会                       

「海面上昇 ベネズエラで浸水する地域は？」            

 

「Climate Central」は、２１００年にラテンアメリカ地

域で８つの地域が海面上昇の影響で浸水するリスクが

あると警鐘を鳴らした。 

 

ホンジュラス、ニカラグアは、浸水の高いリスクがある

としており、コロンビアもバランキージャ付近で浸水の

恐れがあるという。 

 

ベネズエラについては、スリア州のマラカイボ湖、デル

タアマクロ州のトゥクピータ湖周辺で浸水の恐れがあ

るという（下写真の赤い〇の部分）。 
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「ベネズエラでコパアメリカ開催？」         

 

５月２０日 コロンビアの Ernesto Lucena スポーツ相

は、６月にコロンビアで開催を予定している「コパアメ

リカ」を１１月に延期するよう主催である「南アメリカ

サッカー連合（Conmebol）」に申請すると発表した。 

 

この要請に対して Conmebol 側は 

「国際競技カレンダーとトーナメントのロジスティッ

ク的な都合上、コパアメリカを１１月に延期することは

不可能。」 

と即座に回答。 

 

コロンビア政府側の延期要請を棄却した。 

 

「コパアメリカ」はアルゼンチンとコロンビアで共同開

催だったようで、Conmebol 側はアルゼンチンだけで開

催できるかも検討しているという。ただし、アルゼンチ

ンは Covid-１９感染が拡大しており、先日１日の新規

感染者数が過去最大になっていた。 

 

この状況を受け、マドゥロ大統領は Conmebol に対し

て、ベネズエラは「コパアメリカ」に場所を提供する用

意があると発言した。 

 

既にスポーツ相を通じて Conmebol 側に会場（カラカ

ス、バレンシア、メリダのサッカー競技場）の提供を提

案しているという。 

 

ベネズエラの Covid-１９新規感染者は１，０００名前

後で推移しており、他国と比べて少ない方だが、PCR 検

査の実施数に改ざん疑惑があり、数字の信ぴょう性が疑

問視されている。 

 

 

 

 

 

（写真）メルビン・マルドナード・スポーツ相ツイッタ

ー 

 

以上 


