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（写真）大統領府 “２月１９日 マドゥロ大統領 エネルギー緊急事態を１年延長” 

 

 

２０２１年２月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 エネルギー緊急事態延長 

～石油・石油化学・ガス分野の目標を示す～」 

「最高裁 コミューンに居住証明発行権を与える」 

「ロシア製ワクチン 接種後に Covid-１９陽性」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 対外債務の返済意志を強調」 

「CENDA １月の基礎食料費は２１８．５ドル」 

社 会                     

「ベネズエラ最大のスラム街ペタレで火災発生」 

21 年 2 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「欧州連合 ２月２２日に政府関係者に制裁か」 

「エクアドル選挙 一次投票の結果が確定」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 鉄道事業の予算を承認」 

「アフターサポートをしているのはトヨタだけ」 

「イラン籍タンカー ベネズエラに到着」 

「２１年１月 日量４８．７万バレル」 

社 会                    

「ペルーでベネズエラ人排斥運動が拡大」 

「PDVSA の資材窃盗で４名逮捕」 
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２０２１年２月１９日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 エネルギー緊急事態宣言延長      

 ～石油・石油化学・ガス分野の目標を示す～」       

 

２０年２月 マドゥロ大統領は「エネルギー・炭化水素

産業緊急事態宣言（以下、エネルギー緊急事態宣言）」

を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.409」）。 

 

「PDVSA 改革委員会」（別名、アリ・ロドリゲス・アラ

ケ）を発足し、同委員会の代表にタレク・エル・アイサ

ミ経済担当副大統領（現在は石油相など複数の経済系の

役職を兼務）を任命。 

 

副代表には、現在 PDVSA 総裁を務めるアスドゥルバ

ル・チャベス氏を任命した。 

 

同委員会は、PDVSA 内部の汚職摘発、ガソリン価格の

見直しなどを行ったが、発足から数カ月してその影は薄

くなった印象だ。 

 

２月１９日 マドゥロ大統領は、「エネルギー緊急事態

宣言」を１年間延長すると発表。 

 

「２０２１年末には日量１５０万バレルを産出する」と

の目標を掲げた。 

 

また、マドゥロ大統領は日量１５０万バレルという数字

について「控えめな目標だ」と補足。アイサミ石油相ら

に対して、目標を越える結果を出すよう求めた。 

 

なお、マドゥロ大統領が１年前に「エネルギー緊急事態

宣言」を発表した際には２０年末の産油量の目標を日量

２００万バレルと述べていた。 

 

 

しかし、実態は２０年１月当時の産油量は日量７５．６

万バレルだったのが、２１年１月には同４８．７万バレ

ルと大きく減産した（OPEC 公表） 

 

仮に経済制裁が全面解除したとしても日量１５０万バ

レルを達成できるとは思えない。 

 

また、マドゥロ大統領は、メキシコのエネルギー会社

「Pemex」に対してガスを供給するための合意を結ぶよ

う求めた。 

 

マドゥロ大統領は２１年中にガスの生産量を６００万

立方フィートに引き上げる（マドゥロ大統領は、現行の

２倍と述べている）と発表。 

 

プロパンガスは、深刻な不足状況にある。 

加えて、先日検察庁がプロパンガス供給に関する構造的

な汚職を摘発したばかりでメキシコへガスを輸出の前

に内部の立て直し、国内のガス供給の正常化など課題は

山積しているだろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.562」）。 

 

他、石油化学事業について石油化学公社「Pequiven」に

対して、稼働率を最大の水準まで上げるよう要求。 

「経済妨害対策法（Ley de Antibloqueo）」の枠組みで生

産拡大に必要な投資を呼び込むよう求めた。 

 

また、マドゥロ大統領は、米国の経済制裁を非難。 

 

経済制裁の影響でベネズエラの外貨収入は９９％も減

少したと主張。 

 

ガソリンやディーゼル燃料の調達を妨害し、外国からの

融資を阻害し、ベネズエラの社会を不安定化させる犯罪

行為を行っていると非難した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
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「最高裁 コミューンに居住証明発行権を与える」                  

 

最高裁は、コミューン評議会に対して居住証明書の発行

を行うことを許可した。 

 

コミューンを簡単に説明すると、小規模な行政単位であ

る。 

 

憲法上、ベネズエラに存在する行政単位は、「州」「市」

だが、故チャベス元大統領はこれらとは別に「市」を更

に細分化した「コミューン」という行政単位を組織した。 

 

故チャベス元大統領は、選挙により行政の代表（知事や

市長など）が決まる「間接民主主義」よりも、その地域

の人がその地域を直接統治する「直接民主主義」を支持

しており、その理念からコミューンが組織されている。 

 

しかし、これは選挙を行うことなく地域の代表が決まる

ことを意味する。 

 

つまり、地元住民の支持の有無に関わらず、地域の権力

者（多くは政権とコネクションがある人物）が代表を務

める可能性が高まり、行政の腐敗を招く。 

 

また、コミューンは、CLAP などマドゥロ政権のサービ

スを受けるための受け皿的な組織として機能しており、

政治的な意向を強く反映した行政単位で、野党から非難

されている組織である。 

 

コミューン評議会とは、（選挙で選ばれない）市議会議

員のようなもので、コミューン評議会が管轄地域の行政

を担っている。 

 

このコミューン評議会に対して、最高裁は居住証明書の

発行を許可したという。 

 

 

実際のところ、この「居住証明書」がどのように理解さ

れるのかはハッキリしていないが、当該地域でCLAPの

ような政府が行うサービスを受けるために必要になる

ことが予想される。 

 

マドゥロ政権に批判的な住民に対しては「居住証明書」

を発行せず、CLAP など政府が行うサービスにアクセス

できなくすることも考えられるだろう。 

 

「ロシア製ワクチン 接種後に Covid-１９陽性」         

 

ボリビアの話だが、ロシア製の Covid-１９ワクチン

「Sputonik V」を接種した医師が、接種後に Covid-１９

検査で陽性反応が出たという。 

 

ボリビアのサンタクルス保険サービス局長によると、

Covid-１９のワクチン接種後に陽性反応が出た医師の

容体は安定しているという。 

 

ベネズエラでも「Sputonik V」の接種が始まっているが、

摂取したからと言って感染しないとは言い切れないだ

ろう。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 対外債務の返済意志を強調」           

 

２月１９日 マドゥロ大統領は演説の中で対外債務に

ついて言及した。 

 

マドゥロ大統領は、現在のベネズエラの対外債務は１，

３００億ドル程度と言及。これらの支払いはトランプ政

権の妨害により止まっていると訴えた。 

 

また、「制裁は１，０００億ドルの資産を凍結し、原油

輸出やその他通常の取引を阻害している」と訴えた。 
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「ベネズエラは PDVSA 債権者に対して債務を支払う

強い意志がある」と言及。債権者に対して交渉に応じる

よう求めた。 

 

１７年に経済制裁を受けて以降、マドゥロ政権は対外債

務の支払いを停止しており、返済に関する話はほとんど

していなかった。 

 

少なくとも債務返済を履行する意志は存在しているこ

とは確認できたと言えそうだ。 

 

「CENDA １月の基礎食料費は２１８．５ドル」                  

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２１年

１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１月の基礎食料費は先月比５

９．９％増の BsS.３４９，２２３，０７４．４２。 

 

「Dolar Today」の１月の平均レート（１ドル BsS.１，

５９８，５４２）でドルに換算すると２１８．５ドル。 

 

２０年１２月の基礎食料費をドルに換算すると１９９．

８ドルだったので、ドル建てで見てやや物価が上がった

ことになる。 

 

２０年２月～２１年１月の１２カ月の累積インフレ率

は２，２３７．９％となっている。 

 

なお、右グラフの通り、２０年３月～１０月頃まではま

だインフレ率が落ち着いていたが、２０年１１月からイ

ンフレスピードが加速している。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ最大のスラム街ペタレで火災発生」           

 

ベネズエラで最も大きなスラム街と言われる「ペタレ地

区」で火災が発生。多くの住民が非難をした。 

 

カマチョ記者によると、火事はペタレのサンミゲル区で

起きたようで、カラカス首都区およびスクレ市消防隊ら

が駆け付け消火活動を行った。 

 

正確な火元は発表されていないが、住居からの出火では

ないようで、地元住民はゴミからの出火（空き瓶に太陽

光があたり、近くのゴミに引火）ではないかと推測して

いるようだ。 
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２０２１年２月２０～２１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「欧州連合 ２月２２日に政府関係者に制裁か」        

 

「Euro Press」は、欧州政府関係者からの情報として、

EUが新たにマドゥロ政権関係者３０名への個人制裁を

検討していると報じた。 

 

新たに制裁を科す理由は「２０年１２月に非民主主義的

な国会議員選を実施したため」だという。 

 

EU は１２月の国会議員選の結果を認めておらず、２１

年１月に発足した与党国会をベネズエラ国会と認めて

いない。 

 

ただし、グアイド政権側の野党国会についても正当な国

会とは認識しておらず、欧州連合からするとベネズエラ

には政府も国会も存在しないことになる。 

 

現在、EU はベネズエラ政府関係者３６名に制裁を科し

ている。新たに３０名に制裁を科した場合、制裁対象者

は約２倍になる。 

 

２月２２日 欧州連合はベラルーシでロシアとベネズ

エラ問題について議論を行うとしており、同会合で制裁

が決まると見られている。 

 

なお、２月２２日に国連人権委員会の会合が始まる（３

月２３日まで続く予定）。 

 

２月２２日には、人権委員会のメンバーとなっているベ

ネズエラからマドゥロ大統領が演説を行う。欧州連合は

同日にタイミングを合わせているのかもしれない。 

 

「エクアドル選挙 一次投票の結果が確定」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.558」で、２月７日に行わ

れたエクアドルの大統領選について紹介した。 

 

２月２１日 エクアドルの選挙管理委員会は、大統領選

の最終集計結果を正式に発表。 

 

エクアドルの大統領選は、１位の候補が得票率４０％以

上を獲得し、２位と１０ポイント以上の差を付けなけれ

ば決選投票を行うことになっている。 

 

今回は、上記の要件を達成した候補がいなかったため、

４月１１日の決選投票にもつれ込むことになった。 

 

最も得票数が多かったのは、ラファエル・コレア元大統

領派閥のアンドレス・アラウス氏で３０３万３，７５３

票（得票率は３２．７２％）。 

 

対抗候補は、銀行家で右派系のギジェルモ・ルッソ氏。

１８３万４５票（同１９．７４％）を獲得した。 

 

１位はアラウス氏が確定していたが、２位は先住民活動

家のジャック・ペレス氏とルッソ氏が激しい争いを行っ

ており、再集計を行ったため、結果の確定に時間を要し

ていた。 

 

なお、アラウス候補は大統領就任後にグアイド政権の大

統領認識を撤回すると明言している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8e4d329e5916eca7fb69cd5525dbb0.pdf
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経 済                       

「マドゥロ大統領 鉄道事業の予算を承認」            

 

２月２１日 マドゥロ大統領は鉄道システムを復旧さ

せるために７００万ユーロの予算を承認すると発表し

た。 

 

７００万ユーロのうち、５６９，１万ユーロはカラカス

の地下鉄「メトロ・デ・カラカス」第５ラインの復旧の

ために使用するという。 

 

１６７万８１６ユーロは、地上鉄道「エスキエル・サモ

ラ・システム」のプエルト・ラ・クルスからエンクルシ

ハーダ間のために使用するという。 

 

他、５７．９万ユーロはプエルトカベジョ－バルキシメ

ト－アカリグア―トゥレン路線のために使用するとい

う。 

 

（これらの数字を足しあげると８００万ユーロなので、

数字を言い間違えたのかもしれない） 

 

また、マドゥロ大統領は、カラカス地下鉄で使用する新

たな電子支払いカードを発表。数カ月後には地上鉄道で

も使用できるようになるとした。 

 

 

（写真）大統領府 

“地下鉄で使用される電子支払いカード” 

 

 

「アフターサポートをしているのはトヨタだけ」         

 

現地メディア「La Patilla」はベネズエラの中古車市場が

とても高いとの記事を投稿した。 

 

「La Patilla」は、２０年以上自動車販売に従事している

「Carmarket」のペドロ・ヴィジャル氏を取材し、中古

車が高い理由について確認した。 

 

ヴィジャル氏によると、ベネズエラで今でもアフターサ

ービスを提供しているのはトヨタだけと説明。トヨタ車

の需要が高く値段が上昇しているとした。 

 

ベネズエラの法律では、ベネズエラ国内で自動車を販売

するためには、そのブランドの部品などの供給を継続す

る義務がある。 

 

しかし、現在はほとんどの自動車メーカーがその義務を

放棄しており、今でも修理用の部品を提供しているのは

トヨタだけだという。 

 

ヴィジャル氏によると、トヨタの販売代理店に行けば、

外国から輸入してきたトヨタ車の部品さえも取り寄せ

てくれるという。 

 

また、回答に要する時間も短く、信頼・耐久性・維持費

が安価であることなどが結果的にトヨタ車の中古価格

をあげていると説明した。 

 

また、中古価格が安定しているため、購入者が売却する

時に購入経費をある程度回収できることもメリットに

なっているとした。 

 

他、中古価格を引き上げている要因として、新車の供給

がほとんどないことも指摘。仮に新車販売が増えるので

あれば中古車の価格は下がるだろうと述べた。 
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「イラン籍タンカー ベネズエラに到着」         

 

２月２０日  船舶の運航状況をトレースしている

「Tanker Trackers」は、イランのタンカー「Forest」が、

カラボボ州エルパリート製油所に到着したと報じた。 

 

「Tanker Trackers」の推定によると、「Forest」は４，

４００万リットルのガソリンをベネズエラに運んでき

たという。 

 

この１カ月で「Fortune」「Faxon」という別のイラン籍

タンカーもベネズエラに燃料を運んでおり、今後１カ月

程度はガソリン危機が少しは緩和するかもしれない。 

 

 

 

 

 

「２１年１月 日量４８．７万バレル」         

 

２カ月ほど、OPEC が公表しているベネズエラの原油産

油量を紹介していなかったので、最近のベネズエラの原

油産油量の推移を紹介したい。 

 

OPEC のセカンダリーソース（第三者調べ）によると、

２０年１１月、１２月のベネズエラの産油量は、それぞ

れ日量４１．４万バレル、４１．５万バレルとほとんど

変わっていない。 

２１年１月は日量４８．７万バレルと多少増えたようだ

が、低い水準であることは変わりない。 

 

ベネズエラ石油省は２０年１１月の産油量を日量４３．

４万バレル、１２月は４４．１万バレル、２１年１月は

４８．４万バレルとしている（以下、１９年１月～２１

年１月までの産油量推移）。 
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「ペルーでベネズエラ人排斥運動が拡大」            

 

ベネズエラ人への人種差別系の話は後を絶たないが、個

人的に最もベネズエラ人に対して差別的な国はペルー

だと感じている。 

 

ペルーはコロンビアの次にベネズエラ人移民が多い国

で、国連の推定値では１２０万人のベネズエラ人がペル

ーに滞在している。 

 

１月２４日 ペルーに移住していたベネズエラ人がペ

ルー人に銃殺された。 

 

一方、１月２５日にはコロンビア（メデジン）でペルー

人シルバノ・カンタロ氏がベネズエラ人のグループに橋

から落とされ、死亡した事件が報じられている。 

 

これらの報道が人種的な対立を煽っていることもあり、

ペルーではベネズエラ人の送還を求める抗議行動が増

え、危険な状況になっているという。 

 

２月２０日 数十人のペルー人がリマのサンマルティ

ン広場に集合し、ベネズエラ人を国外に追放するよう行

進を開始。リマの在ベネズエラ大使館まで行進を行った。 

 

報道によると、参加者の中には大使館に投石する人など

もいたという。 

 

ベネズエラ人に対する抗議行動の拡大を受けて、ペルー

の検察庁が人種差別的な活動の捜査を行うと発表した。 

 

 

 

 

 

 

「PDVSA の資材窃盗で４名逮捕」             

 

２月２０日 スリア州警察は、マラカイボの PDVSA 施

設にある資材を窃盗したとして４名のベネズエラ人を

逮捕した。 

 

逮捕された人物は鉄などを切断できるような設備を所

持しており、PDVSA の施設を破壊し、鉄を販売してい

たという。 

 

ベネズエラで建設事業などを行うと、こういった機材を

盗む犯罪が多々起きる。監視員などと共謀していること

もあり、注意が必要だろう。 

 

 

（写真）Reporta Ya ツイッター 

 

以上 

 


