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（写真）バイデン新大統領ツイッター “米国バイデン大統領が就任、マドゥロ大統領対話求める” 

 

 

２０２１年１月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「米国バイデン大統領就任、トランプ大統領退陣 

～マドゥロ政権とグアイド政権の反応～」 

「野党政権 ワクチン購入の英口座使用を拒否？」 

「与党国会 ソーシャルメディア調査を実施」 

経 済                     

「中銀 預金準備率を８５％に引き下げ」 

「パラグアイ国会 グアイド政権との交渉内容調査」 

「Copa パナマーベネズエラ間の運航を再開」 

社 会                     

「Covid-１９隔離緩和 映画館、博物館が再開」 

２０２１年１月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「欧州議会 グアイド政権認識を求める 

ボレル外交委員長 グアイド政権認識を拒否」 

「マドゥロ政権 ガイアナ問題で国民投票 

～国際司法裁判所に裁判３カ月延期求める～」 

「カボベルデ サアブ氏を自宅軟禁措置に変更」 

「世論 グアイド政権評価、マドゥロ政権下回る」 

経 済                    

「２０年１２月の外貨預金額 ８．２億ドル」 

「プラスチック業界 稼働率は５～２０％」 

「経済学者 ２１年のベネズエラ経済を予想」 
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２０２１年１月２０日（水曜）             

政 治                       

「米国バイデン大統領就任、トランプ大統領退陣     

    ～マドゥロ政権とグアイド政権の反応～」       

 

１月２０日 米国にバイデン新政権が発足した。また、

１７年から大統領を務めていたトランプ大統領はホワ

イトハウスを去った。 

 

ベネズエラにとっては大きな節目となる。 

 

マドゥロ大統領は、演説を実施。 

トランプ大統領について 

「今日は、ダニエルトランプがいなくなった日だ。 

彼はひとりで去った。我々は彼を打ち負かした。ベネズ

エラの勝利だ。敗北者トランプよ、一人で出ていけ！ 

 

我々はベネズエラ人だ。 

ベネズエラ人の力は歴史から来ている。 

トランプは、ベネズエラに残酷な制裁を科し、４年間、

腐敗した帝国主義国の洗脳を続けた。しかし、洗脳は出

来なかった。」 

と退陣を喜んだ。 

 

また、「トランプ大統領は退陣したが、アメリカ帝国主

義国は引き続き問題がある」と指摘。 

 

「１月２０日、私は米国に根本からの反省を求める。 

そして、バイデン新政権にラテンアメリカ、特にベネズ

エラを支配するという帝国主義思想を自制するよう求

める。」 

とバイデン新政権に対して方針転換を求めた。 

 

同時に与党国会に対して、バイデン政権との関係を改善

するためのイニシアティブをとるよう要請した。 

 

一方、グアイド政権はトランプ大統領に対して感謝の意

を示した。 

 

グアイド議長はツイッターで 

「際限ない支援の意思を示してくれた米国国務省のポ

ンペオ国務長官、エイブラムス担当官、トランプ大統領

に対して、ベネズエラ人を代表して感謝の意を示す。 

米国はベネズエラの民主主義を勝ち取る戦いの同盟国

であり、彼らの行動はそれを証明してくれた。彼らはわ

が国民を尊重してくれた。」 

と投稿した。 

 

また、バイデン新政権に対して、 

「バイデン大統領、ハリス副大統領政権の成功を願って

いる。独裁者の脅威から地域を安定化させ、民主主義を

守る戦いを続けよう。ベネズエラに自由をもたらし、自

由選挙を実施しよう。」 

と呼びかけた。 

 

「野党政権 ワクチン購入の英口座使用を拒否？」         

 

マドゥロ政権とグアイド政権は、ベネズエラ中央銀行が

英国の銀行に保有している GOLD の裁量権を巡り争っ

ている。 

 

また、マドゥロ政権は以前から中央銀行が所有している

GOLD を国連の管理に置き人道支援のために使用する

と主張していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.451」）。 

 

本件に関して、ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・

ロドリゲス氏は、「グアイド政権の弁護団が、Covid-１

９ワクチンを購入するために GOLD を使用するのを拒

んだ」と報じた。 

ロドリゲス氏は、実際に弁護士事務所（Arnold ＆ 

Porter）がマドゥロ政権側の弁護士事務所（Zaiwalla ＆ 

Co.）に送った回答文を公表している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c2b2207c5840bd9a5d6338fde9483afe.pdf
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同回答文では 

「GOLD を Covid-１９ワクチン購入のために使用する

というマドゥロ政権の提案について私の顧客に見解を

確認した。 

 

私の顧客（グアイド政権）は、マドゥロ政権が人道問題

を悪化させた責任者だと考えており、残念ながらマドゥ

ロ政権が適切にワクチンを配給できると思えないため、

GOLD の使用には合意できない」 

と書かれている（下の回答文は一部。回答文は５ページ

あり、全文はロドリゲス氏のツイッターで確認できる）。 

 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

“” 

 

グアイド政権はこの報道について反論。 

「ベネズエラの生活を妨害している主犯は独裁者であ

る。彼らは米州保険機構への債務を払わず、人道団体を

迫害し、人道支援の実施を拒んでいる。」 

と主張。ワクチンがベネズエラに届くのを拒んでいるの

はマドゥロ政権だと主張した。 

 

「与党国会 ソーシャルメディア調査を実施」                  

 

１月２０日 与党国会の通信・メディア委員会は、国内

のソーシャルメディアの調査を実施すると発表。 

 

差別や暴力を促進し、分断や憎悪を生み出す趣旨の投稿

について規制する必要があるとの認識を示した。 

 

トランプ支持者が米国議会に乱入した後、ツイッター社

がトランプ大統領のアカウントを停止した。 

 

この時、マドゥロ大統領はツイッター社の対応を支持す

ると同時に、「どうしてレオポルド・ロペスやグアイド

も同じことをしているのにアカウントを停止しないの

か。」と訴え、憎悪を生み出すようなソーシャルメディ

アの投稿に規制をかけるべきだと主張していた。 

 

２０年５月２６日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」は、

マドゥロ大統領を非難する目的でマドゥロ大統領のイ

メージ図を「Whatsupp」に投稿したスリア州男性を拘

束した。 

 

このように法の執行が中立的に行われないベネズエラ

の場合、ソーシャルメディアの規制は過度な取り締まり

に発展し、かえって国内を混乱させる可能性はあるだろ

う。 
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経 済                        

「中銀 預金準備率を８５％に引き下げ」           

 

１月２０日 中央銀行は、預金準備率を９３％から８

５％に引き下げた。 

 

「預金準備」とは、国内の金融機関が中央銀行に保管し

ておく預金のこと。たくさんの金額が中央銀行に預けら

れていれば、不測の事態に柔軟に対応できるため銀行の

健全性が高まることになる。 

 

預金準備率が９５％ということは、銀行が顧客から預か

っている預金総額の９５％は中央銀行に預けておかな

ければいけないことを意味する。 

 

また、残りの５％で融資などを行うことを意味し、銀行

の融資能力を著しく規制することになる。 

 

なお、ベネズエラがここまで預金準備率を高く設定して

いるのは、銀行の健全性を高めることが目的ではない。 

並行レートの上昇とインフレを抑えることが目的だ。 

 

仮に銀行が大量に融資が可能な環境になると、市中の通

貨量が増加する。この融資の多くは外貨購入に充てられ

るため、ドル需要が増加、ボリバル通貨の価値が下落す

ることで為替レートがボリバル安になる。ボリバル価値

が下がると、インフレが促進する。 

 

これを抑えるため、中央銀行は預金準備率９３％と異常

な数字に設定していた。 

 

なお、この政策を執ったことでインフレ率はある程度落

ち着いた。２０１８年には年間インフレ率１．３万％だ

ったが、２０年は野党国会の公表値で年率３，７１３％

となっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.545」）。 

 

 

今回、預金準備率を８５％に引き下げたのは、銀行側が

この状態で事業を継続することが出来なくなっている

ためと報じられている。 

 

「パラグアイ国会 グアイド政権との交渉内容調査」         

 

１月２０日 パラグアイ国会は、パラグアイ大統領府の

ファン・エルネスト・ビジャマジョール氏を召喚。 

 

パラグアイの石油公社「Petropar」が PDVSA に負って

いる２億６，９００万ドルの債務に関するグアイド政権

との減免交渉について調査を行った。 

 

本件は、米国紙「ワシントンポスト」が報じたもので、

交渉の背景に賄賂が存在している可能性があるとして

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.544」）。 

 

ビジャマジョール氏は、グアイド政権の外国資産回復担

当を務めるハビエル・トロコニス氏と債務減免交渉を行

った事実について説明。 

 

交渉内容は報道の通り。２億６，９００万ドルを半分減

免するという内容。ただし、国際的にグアイド政権の正

当性が認められておらず、合意を正当なものにできなか

ったと説明した。 

 

問題となっている、汚職（アルゼンチン人弁護士セバス

ティアン・ビダル氏に手数料として、２，６００万ドル

を支払う）について、弁護士への手数料については、グ

アイド政権側の問題であり、自分は関与していないと説

明した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/978a4c897c36ee0e345cdfcbc9e97684.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/411d54710993d3114c9811fd3b4ae274.pdf
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「Copa パナマーベネズエラ間の運航を再開」                  

 

パナマの航空会社「Copa Airline」は、１月２３日から

カラカス（CCS）－パナマシティ（PTY）間を再開する

と発表した。 

運航は、木曜、土曜、日曜の週３便を予定している。 

 

また、１月２５日からは、パナマシティ－バレンシア

（VLN）の運航も予定している。バレンシアは月曜の週

１便だという（詳細は以下の通り）。 

 

ただし、ベネズエラに渡航する際には、渡航の７２時間

前に PCR 検査を実施し、Covid-１９に感染していない

ことを証明する必要がある（２歳以下は PCR 検査を受

ける必要なし）。 

 

 

（写真）Copa Airline 

 

社 会                        

「Covid-１９隔離緩和 映画館、博物館が再開」           

 

１月２０日 マドゥロ大統領は、Covid-１９感染防止措

置の緩和を発表。 

 

１０か月ぶりに映画館、博物館、劇場など屋内文化施設

の再開を許可した。 

 

ただし、一定の間隔をあける必要があり、収容人数は入

場可能人数の７０％以下でなければいけないようだ。 

 

屋外映画館は既に許可されていたが、屋内型の映画館は

今回初めて再開する。 

 

ただし、ここ最近ベネズエラでは、１日当たりの Covid-

１９感染者数が５００名を超えており、一時３００名前

後で落ち着いていた頃よりも感染確認者が増えている。 

 

１月２１日の新規感染確認者は５６９名。 

Covid-１９を原因とする死者は６名だった。 

これまでの感染確認者数は、合計で１２万２，２６０名

（ただし、うち９３％は回復済み）。 

死者数は合計で１，１２９名となっている。 

 

２０２１年１月２１日（木曜）              

政 治                        

「欧州議会 グアイド政権認識を求める         

 ボレル外交委員長 グアイド政権認識を拒否」        

 

１月２１日 欧州議会は、欧州連合に対して、グアイド

政権をベネズエラの正当な政府と認識するよう要請し

た。同時に、マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識せず、

与党国会をベネズエラの国会と認識してはいけないと

も要請した。 
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同決議は賛成３９１票、反対１１９票、棄権１７７票で

採択された。 

 

なお、ベネズエラ問題については、当初１月１９日に議

論が予定されていたが、２日ずれたようだ。 

 

しかし、この議論の２日前の１月１９日 欧州連合のボ

レル外交政策委員長は、グアイド政権について 

「EU は、グアイド氏をベネズエラの暫定大統領と呼ぶ

ことは無い。 

 

ベネズエラの大統領に関する認識は EU 国内で統一さ

れていない。欧州の全ての国が認識を統一させなければ、

決定はできない。」 

と言及している。 

 

「マドゥロ政権 ガイアナ問題で国民投票        

 ～国際司法裁判所に裁判３カ月延期求める～」           

 

１月２１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、自身の

インスタグラムに 

「我が国全ての国民が共同でベネズエラの領土を守る

ため、国民投票を実施する」 

と投稿。 

 

ガイアナとの領土問題を抱えている「エセキボ地区」に

関する法的対応に関する国民投票を実施するとした。 

 

現時点では、いつ、どのような国民投票が行われるのか

は不明。 

 

ただし、同日にマドゥロ政権は、国際司法裁判所に対し

て、法的措置を２１年４月まで延期するよう求めており、

それまでに国民投票を実施する可能性は高い。 

 

 

 

ベネズエラとガイアナの領土問題は、ガイアナ政府の求

めで「国際司法裁判所（CIJ）」による裁判がすすめられ

ている。 

 

しかし、ベネズエラは、両政府の直接交渉による解決を

求めており、CIJ による判決で領土問題が決着すること

を認めていない。そのため、マドゥロ政権は CIJ の召喚

にも応じておらず、CIJ の裁判はガイアナ政府だけで行

われている。 

 

そして、２０年１２月１８日 CIJ は、「ベネズエラとガ

イアナの領土問題は CIJ が判断を下す権限がある」との

判決を下しており、CIJ は両国の領土問題について判決

を下す意思を示した（「ベネズエラ・トゥデイ No.539」）。 

 

このままだと CIJ が「エセキボ地区」の領土をガイアナ

の領土と判決を出す日は遠くない。 

 

この状況から考えると、今回の国民投票は 

「ベネズエラが主張している直接交渉による領土問題

の解決を諦め、CIJ で領土問題を争うべきか」 

を国民に問うのではないだろうか？ 

 

なお、この国民投票に対して、野党がどのように対応す

るかも気になるところだ。 

 

「エセキボ地区」に関する問題は、与党と野党のスタン

スが一致している数少ないテーマだ。 

 

しかし、野党はマドゥロ政権が実施する選挙を不正選挙

と主張しており、投票の実施を受け入れることは難しい。 

しかし、この問題について投票不参加を呼びかけること

は、自国領土を守ることを妨害していることを意味する。 

 

野党としては立ち位置の難しい問題になりそうだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ae40edc71cceccd09a2c1f5201281775.pdf
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「カボベルデ サアブ氏を自宅軟禁措置に変更」         

 

１月２１日 カボベルデのバルロベント裁判所は、アレ

ックス・サアブ氏を自宅軟禁措置に変更すると決定した。 

 

これまでサアブ氏の弁護士は、サアブ氏を自宅軟禁措置

に変更するよう求めていたが、カボベルデ側は、逃亡の

恐れがあるとして、自宅軟禁を拒んでいた。 

 

また、バルロベント裁判所は、１月４日にサアブ氏の米

国への身柄引き渡しを決定しており、現在は最高裁判所

の判決を待つ段階にある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.544」）。 

 

最高裁判所の判決は、早ければ１５日後には出ると報じ

られていたが、既に１５日は経過している。 

 

今回の決定にどのような背景があるのかは不明だ。 

 

なお、１月２０日 米国でバイデン政権が発足し、トラ

ンプ政権が行ってきた対立を煽る政策を停止しようと

している。 

 

サアブ氏の米国引き渡しがマドゥロ政権との対立を加

速させることを踏まえ、米国側がスタンスを柔軟化した

可能性は考えられるだろう。 

 

「世論調査 グアイド政権評価、マドゥロ政権下回る」         

 

世論調査会社「Datincorp」は、直近の世論調査結果を

公表した。 

 

同社によると、与野党に最優先で解決してもらいたい課

題について、８４％は「経済・社会・公共サービスの改

善」と回答。「政治問題の解決」を優先してほしいとの

回答は１６％だったと報じた。 

 

また、「与野党対立は対話により解決する」との回答は

全体の６０％だった。 

 

他、政治運営の評価について、「グアイド政権を評価し

ない」と回答したのは、全体の８８％。「マドゥロ政権

を評価しない」と回答したのは８１％となり、グアイド

政権の方がマドゥロ政権よりも評価されていないとの

結果が出ている。 

 

経 済                       

「２０年１２月の外貨預金額 ８．２億ドル」            

 

金 融 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２０年１２月時点の外貨預金額について

発表。 

 

２０年１２月時点でベネズエラ国内にある外貨口座の

預金額は合計で８億１，８１９万ドルとした。 

 

これはボリバルで換算すると約 BsS.９０６兆で、市中

で流通する通貨の５９．３２％を占めるという（４０．

６８％はボリバル通貨ということになる）。 

 

ドル預金の増加は先月比３．５４％。１１月には先月比

４．６２％増だったため、増加速度が緩やかになったこ

とを意味する。 

 

なお、国内銀行で最も多く外貨預金を預かっているのは、

国営銀行「ベネズエラ銀行（Banco de Venezuela）」で外

貨預金全体の６１．９５％（５億６９０万ドル）を占め

ている。 

 

次いで、民間銀行の「Banco Nacional de Credito（BNC）」

で外貨預金全体の１０．７９％（８，８３２万ドル）と

なっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/411d54710993d3114c9811fd3b4ae274.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/411d54710993d3114c9811fd3b4ae274.pdf
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「プラスチック産業 稼働率は５～２０％」             

 

「ベネズエラ・プラスチック工業団体（Avipla）」の Khalil 

Nasser 代表は、「Union Radio」の番組に出演。 

 

石油化学公社「Pequiven」からのプラスチック製造用の

原料供給は極めて少なく、現在は輸入に依存していると

言及。 

 

２０年１１月から現在までの間に、プラスチック製品製

造用の輸入原材料の価格がドル建てで８０％上がって

おり、その結果、小売価格は２倍に上昇しているとした。 

また、２月、３月にかけて更に価格が上昇するとの見通

しを示した。 

 

Nasser 代表によると、ベネズエラ国内にはプラスチッ

ク産業に関連する企業が１，２００社存在しているが、

多くの企業の稼働率は５％～２０％程度と説明。 

 

同産業の活動が停止することで雇用に影響を与えると

警鐘を鳴らした。 

 

「経済学者 ２１年のベネズエラ経済を予想」         

 

ベネズエラ人経済学者 ビクトル・アルバレス氏は、２

０年のベネズエラ経済を振り返ると同時に、２１年の経

済見通しについて記事を投稿した。 

 

アルバレス氏によると、２０年は政治の機能不全に加え

て、米国の経済制裁と Covid-１９でベネズエラは極め

て厳しい年になったと言及。２０年の GDP 成長率は前

年比△３０％と予想した。 

 

 

 

 

 

また、原油輸出量は日量４０万バレルまで減少。マドゥ

ロ政権は公共支出を補えるだけの収入を得ることが出

来なくなったため、ボリバル通貨を発行し財政赤字を埋

めた結果インフレが促進したと指摘した。 

 

そして、２１年の経済見通しについて、外国は Covid-１

９で生じた経済低迷から回復し始めており、ベネズエラ

移民も職に就ける人が増えると予想。その結果、２１年

の仕送りは２０年よりも増えるだろうと予想。仕送り増

加がベネズエラ経済にも良い影響を与えるとした。 

 

一方、マドゥロ政権は独力で石油産業を回復させること

は出来ないため、生き残りのため規制を緩和。必要に応

じて、石油・天然ガス、鉱物や国営企業の民営化を進め、

外国投資を促進すると予想した。 

 

しかし、ベネズエラ国内の電気・ガス・水道など社会イ

ンフラの劣化は著しく、生産を阻害するため、国内産業

が競争力を持つのは困難との見方を示した。 

 

以上 


