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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 ブラジル型 Covid-１９変異ウイルスの感染確認を発表” 

 

 

２０２１年３月３日（水曜） 

 

政 治                     

「ブラジル変異型ウイルス ベネズエラで確認 

～感染防止対策の再強化の必要も？～」 

「グアイド政権 ３月８日に女性中心の抗議行動」 

「与党国会 ３４の法案改定を議論 

～注目の法案はソーシャルメディア規制～」 

「バイデン政権 緊急事態宣言を１年延長」 

経 済                     

「マドゥロ政権 マリ経由で Gold を現金化」 

「Fedecamaras 接収後未清算企業リストを公表」 

「小規模精油所 採算合わない？」 

２０２１年３月４日（木曜） 

 

政 治                    

「CNE 役員任命委員会 役員候補者と面談 

～グアイド政権 正当な手続きなければ無効～」 

「ベネズエラ Covax システム利用不可か」 

「アモロソ行政監督長 国会で野党の汚職訴え 

～穏健野党 野党国会の汚職報告を提出～」 

経 済                    

「フロリダ州市民 制裁に関するアンケート実施」 

「Inter 料金を値上げで SUNDDE 査察」 

社 会                     

「ロペス VP 党首妻 ベネ人の寄付で生活？」 
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２０２１年３月３日（水曜）             

政 治                       

「ブラジル変異型ウイルス ベネズエラで確認      

    ～感染防止対策の再強化の必要も？～」       

 

３月３日 マドゥロ大統領は、ベネズエラでブラジル型

の Covid-１９変異ウイルスの感染者が確認されたと発

表した。 

 

ブラジル型変異ウイルスは、従来の Covid-１９ウイル

スよりも感染力が高く、攻撃力が強い可能性があるとさ

れている。 

 

マドゥロ大統領は、 

「１５日ほど前にラグイアラ州でおかしな Covid-１９

感染が確認された。調査を行ったところブラジル型の変

異ウイルスであることが判明した。彼はマイケティア国

際空港やカラカスのいくつかの市場などに足を運んで

いた。」 

と説明。 

 

「このウイルスは、感染力が高く、より危険で、より深

刻なウイルスだ。我々の情報によると、このウイルスで

ブラジルのアマゾナス、ロライマは崩壊した。そのウイ

ルスがこの国に来ている。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

なお、この２週間ですでに１０名のブラジル型変異ウイ

ルスの感染者が確認されているという。 

 

感染した人が居住していた地域は、ブラジルと国境を接

するボリバル州が６人。 

カラカス首都区（１月２３日地区、エル・フンキート地

区）が２人。ミランダ州（ヌエバ・カサレパ、グアレナ）

が２名だという。 

 

この状況を受けて、現在行っているワクチン接種の普及

を急ぐとともに、Covid-１９の感染防止対策を再強化す

る可能性もあると言及している。 

 

「グアイド政権 ３月８日に女性中心の抗議行動」         

 

３月３日 グアイド議長は、記者会見で「自由で公平な

選挙を勝ち取るためには国内にいる国民の行動と団結

が必要」と改めて主張。３月８日に抗議行動を行うと発

表した。 

 

なお、３月２日 グアイド議長は自身のツイッターで、

「３月は女性の月」と述べ、女性を中心とする抗議行動

を拡大させる意思を表明していた。３月８日の抗議行動

に参加するのも女性が中心のようだ。 

 

ただし、前述のブラジル型の Covid-１９変異ウイルス

の発表は、グアイド政権の抗議行動に水をさすことにな

るだろう。 

 

むしろ、マドゥロ大統領がこのタイミングでブラジル型

の変異ウイルス確認を発表したのは、グアイド政権が多

くの市民を動員させることができないようにするため

だった可能性もありそうだ。 

 

なお、「Datanalisis」のアントニオ・ヒル役員は、ネット

番組「Circuito Onda La Superestacion」に出演。 

「直近の世論調査の結果、政治的に与党か野党政治支持

を表明したのは全体の３０％だった」と説明。 

 

現在は与党も野党も支持しない無党派が多数派となっ

ていると指摘。 

 

野党は２０１５年に国会議員選でなぜ勝利できたのか、

過去の成功体験を分析しなければいけないとの見解を

示した。 
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「与党国会 ３４の法案改定を議論               

  ～注目の法案はソーシャルメディア規制～」                  

 

３月３日 マドゥロ大統領は、与党国会に対して国家の

平和と安定を勝ち取るため必要な法律を見直し、承認さ

せると呼びかけた。 

 

現在、与党国会は、「コミューン法」「商法」など３４の

法案の改定について議論しているという。 

 

その中でも、最も注目が高いのはメディアに関する法律

「TV・ラジオ・電子情報ツールの社会的責任法（Ley 

Resorte）」だ。 

 

３月２日 CNE 役員候補として推薦された選挙専門家

でジャーナリストのエウヘニオ・マルティネス氏は、自

身のツイッターで 

「新たに Ley Resorte にソーシャルメディアの社会的責

任という項目を追加しようとしている。全世界はこの変

更に注意を払うように」 

と投稿。 

 

ベネズエラはウェブメディアでは自由にマドゥロ政権

の批判ができるが、国内テレビ・ラジオなどでは規制が

かかっており自由な発言は制限されている。 

 

ソーシャルメディアも自由に意見が投稿できるメディ

アとして活用されており、ソーシャルメディアに規制が

かけられると表現の自由に大きな制限がかかることに

なるだろう。 

 

ツイッターなどソーシャルメディアでは「Ley Resorte」

の改定に危機感を占めるコメントが確認されている。 

 

 

 

 

なお、マドゥロ政権が改定を議論している法律は以下の

通り（名称は簡略化している）。 

 

１「商法」 

２「麻薬対策法」 

３「国際協力法」 

４「汚職対策法」 

５「州・地域監査法」 

６「特別経済地区法」 

７「債務法」 

８「炭化水素法」 

９「鉱物法」 

１０「国境法」 

１１「国軍正義法」 

１２「若者法」 

１３「女性法」 

１４「コミューン法」 

１５「母なる土地法」 

１６「領土企画法」 

１７「先住民政治参加法」 

１８「先住民経済開発法」 

１９「Ley Resorte」 

２０「サイバースペース法」 

２１「保健法」 

２２「科学技術法」 

２３「レクリエーション法」 

２４「無形文化財保護法」 

２５「家族保護法」 

２６「高齢者保護法」 

２７「社会サービス法」 

２８「水法」 

２９「家庭ガス法」 

３０「会計法」 

３１「郵政法」 

３２「銀行預金保護法」 

３３「政府連合評議会法」 

３４「コミューン市民統治法」 
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「バイデン政権 緊急事態宣言を１年延長」         

 

３月３日 バイデン政権は「ベネズエラ国家緊急事態令」

を１年間延長した。同政令の有効期限は２１年３月８日

だったので、これで２２年３月８日までが期限になった

と思われる。 

 

「ベネズエラ国家緊急事態令」は、「ベネズエラが米国

の国家安全保障上の脅威となる存在」との前提で２０１

５年３月に米国で成立した法律。 

 

基本的に米国の制裁は「自国に被害が想定される場合」

に正当化される。つまり、ベネズエラに制裁を科すため

には「ベネズエラが米国に危害を加える存在である」と

の前提が必要になる。 

 

つまり「ベネズエラが米国国家安全保障上の脅威となる

存在である」ことを定めた同政令は、ベネズエラに制裁

を科す法的根拠となっている。 

 

この政令が解除されると、ベネズエラ政府への金融制裁、

PDVSA への制裁などの根拠がなくなるため、この制裁

が緩和される可能性は最初から考えられなかったが、ベ

ネズエラと米国の関係を象徴するシンボリックな政令

といえる。 

 

なお、３月３日 米国のブリンケン外相は、軍事介入に

よるベネズエラ問題の解決の可能性を否定している。 

「民主主義的な振る舞いを推進する。強権政治を変えさ

せるため、軍事介入を行うことはない。」 

と主張した。 

 

他、米国下院の外交政策委員会も、ベネズエラ問題につ

いて、平和的な手段での問題解決を模索する趣旨の提案

を近日中に行うようで、今後４年間は、米国がベネズエ

ラに軍事介入する可能性は低そうだ。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 マリ経由で Gold を現金化」           

 

グアイド政権下で外相を務めているホルヘ・ボルヘス

PJ 幹事長は、現在米国に滞在しているようだ。 

 

ボルヘス幹事長は米国で、マドゥロ政権が GOLD をど

のように現金に変えているかについて調査結果を発表

した。 

 

ボルヘス幹事長の調査によると、ベネズエラの GOLD

はロシアのチャーター機でアフリカのマリに到着する

という。 

 

ロシアのチャーター機がマリに向かうと同時にアラブ

首長国連邦（UAE）から現金を積んだ飛行機がベネズエ

ラに向かう。 

 

マリに到着した GOLD は、マリのバマコ空港の近くに

ある GOLD の精製施設で精製され、UAE あるいはスイ

ス、リベリアなどに流れるという。 

 

なお、UAE でマドゥロ政権への現金提供に協力してい

るのは「Noor Capital」という会社だという。 

 

この「Noor Capital」は、以前からマドゥロ政権と GOLD

の取引をしていた。一時、メディアに名前が挙がったこ

とで「Noor Capital」は、今後マドゥロ政権と取引を行

わないと約束していたが、ボルヘス幹事長の調査が正し

ければ、取引は続いていたようだ。 

 

なお、この迂回取引を通じてマドゥロ政権は２０２０年

に年間で１０億ドルの現金を手に入れたとしている。 
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「Fedecamaras 接収後未清算企業リストを公表」                  

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は、与党国会と協

議を行っており、経済分野に関する提案書を提出してい

る。 

 

Fedecamaras のリカルド・クサノ代表は、現在与党国会

で議論されている法案の中に Fedecamaras の提案がほ

とんど入っていない点について遺憾の意を示した。 

 

また、 

「ベネズエラ政府が過去民間企業から経営権を奪った

ものの、経営権移譲に関する支払い行っていない企業の

リストを近日中に公表する。」 

とコメント。 

 

これらの企業の経営権をもとのオーナーに戻すよう働

きかけるとした。 

 

２００５年頃、故チャベス政権下で「資源ナショナリズ

ム」の機運が高まり、資源・鉱物分野を中心に民間企業

の経営権を強制的に奪う「接収」が頻発した。 

 

民間側の経営陣と合意し、経営権移譲にかかる費用を支

払ったものもあるが、支払いがなされず、そのまま国営

化してしまった企業も多く存在する。 

 

そして、その後、政府の都合に振り回され、企業経営が

立ち行かなくなり接収された企業の多くは機能不全に

陥っている。 

 

また、この接収行為がベネズエラ政府の信頼を失わせ、

国内外の民間セクターの投資意欲を減退させた。 

 

接収は経済制裁と並んでベネズエラ経済に負の影響を

与えた行為といえる。 

 

この接収に対する反省と謝罪は、マドゥロ政権がいずれ

行わなければならないことだろう。 

 

「小規模精油所 採算合わない？」                  

 

Fedecamaras は、与党国会に経済分野に関する提案を行

っている。 

 

その中の燃料問題に関する提案として、民間企業が小規

模の精製施設を作ることを許可するよう提案をしてい

る。 

 

本件に関して、エネルギー情報誌「Petroguia」が

Fedecarmaras の提案について「ベネズエラ石油商工会」

の専門家に評価させた結果、「民間企業が小規模の精製

施設を作るのは現実的ではない。」との結論に至ったと

いう。 

 

「ベネズエラ石油商工会」によると、日量２万バレルの

精製能力のある施設を建設するための投資は３．５億ド

ルを超えるという。 

 

仮に１バレル５６ドルでこの施設を動かすとオペレー

ションコストなどを含めない１日の原油調達費だけで

１００万ドルを超えるという。 

 

これでガソリンを販売できたとして１日の収入は１３

０万ドル。諸経費を含めると最終利益はほとんど出ない

という。 

 

また、精製施設を稼働させるための重要な要素「原油在

庫」「原油の品質」などはベネズエラ国内では確保でき

ず現実的ではないとした。 
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２０２１年３月４日（木曜）              

政 治                       

「CNE 役員任命委員会 役員候補者と面談        

 ～グアイド政権 正当な手続きなければ無効～」        

 

与党国会の「CNE 役員検討委員会」は、３月４日から

CNE 役員候補と面談を行うという。報道によると、候

補者との面談は３月９日まで続くという。 

 

このままだと当初の予定通り３月中には新たな CNE 役

員が決定しそうだ。 

 

なお、２０２０年の CNE 役員の任命プロセスは明らか

にイレギュラーだったため、今回改めて CNE 役員の任

命プロセスをやり直している。 

 

今回の CNE 役員の任命プロセスは、マドゥロ政権とし

ては、正当な国会を通じて正当なプロセスで任命した

CNE 役員になるので、新役員は任期を全うする可能性

が高い。 

 

CNE 役員の任期は７年なので、今回選ばれた CNE 役

員は２０２８年まで役員を担うことになる。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.568」で、市民団体が

推薦した CNE 役員候補が公表されているが、反マドゥ

ロ政権的な思想を持つ人物も含まれており、そこまで問

題のあるリストではないように思える。 

 

３月４日 グアイド議長は、市民団体が提出した CNE

役員候補について、ポジティブな見解を示した。 

 

しかし、「正当なプロセスで行われなければ正当な CNE

役員とは認められない」と主張した。 

 

 

 

グアイド政権は、２０１５年に選ばれた国会が正当な国

会と主張しており、野党国会が検討に参画しない場合は、

正当な CNE 役員と認める気はないということだろう。 

 

「ベネズエラ Covax システム利用不可か」           

 

「米州保険機構」のシロ・ウガルテ氏は、ベネズエラが

まだ Covid-１９ワクチン購入の費用を支払っていない

と発表。このまま過去の債務を支払わないのであれば、

Covid-１９ワクチンを供給できないとした。 

 

「ベネズエラが支払いを実行すれば、間違いなくワクチ

ン供給ネットワークに入ることができるだろう。OPS

はそのために協議を行っている。」 

と言及した。 

 

２月１７日 ウガルテ氏はベネズエラが COVAX のワ

クチンを受け取るためには、１，８００万ドルを清算し

なければいけないと述べていた。 

 

なお、気になる点は本件に関する記事のタイトルだ。 

 

これまで COVAX のワクチン購入は英国にある凍結資

産から支払う方向で話が進んでおり、支払いを実行する

のはグアイド政権との前提で報じられていた。 

 

しかし、今回の報道は「マドゥロ政権が COVAX に支払

っていない」とのタイトルが多く、記事にもグアイド政

権がコントロールしている英国銀行の資金については

言及がない。 

 

ここ数日、マドゥロ政権とグアイド政権の交渉が破断し

た可能性が高いと報じられている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.567」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
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マドゥロ政権側は、交渉の中で英国の凍結資産をCovid-

１９対策に充てるよう求めており、野党側も支持する姿

勢を示していたが、この話がメディアから消えている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.557」）。 

 

なお、３月１日 グアイド議長と米国のブリンケン外相

が電話会談を行った。Covid-１９対策について協議した

と公表されており、今回のメディアでの報じられ方の変

化と関係があるのかもしれない。 

 

「アモロソ行政監督長 国会で野党の汚職訴え      

   ～穏健野党 野党国会の汚職報告を提出～」         

 

３月４日 エルビス・アモロソ行政監督長は、与党国会

で２０１９年、２０年の行政監督局の業務報告を実施。 

 

報告の多くは、グアイド政権、野党国会が行ってきたベ

ネズエラ政府の外国資産差し押さえや汚職疑惑などに

関するものだった。 

 

アモロソ行政監督長によると、２０１９年～２０年にか

けて、１５０人の選挙出馬権をはく奪したという。 

 

最近では、国会議員に提出義務がある資産報告書を提出

しなかったとの理由で、グアイド議長を含む２８名の選

挙権をはく奪したばかりだ（「ベネズエラ・トゥデイ

No.565」）。 

 

また、選挙権を停止された２８名以外に、合計３２０名

にも資産報告書を提出しなかったことを理由に罰則を

科したと説明。 

 

２０２０年だけで２１６件の野党政治家やその家族が

関与する汚職が告発されていると説明した。 

 

 

 

他、２０２０年に６９９の行政組織の会計情報を調査し、

行政組織に５４４回は訪問して査察を行い、合計で４２

１件の罰則を科したと説明した。 

 

なお、与党国会では、野党国会が任期中に犯してきた汚

職などを調査する「旧国会議員汚職調査委員会」を組織

していた。 

 

同委員会の委員長を務める穏健野党のホセ・ブリト議員

は、報告書の暫定報告を与党国会に提出した。 

 

この報告書の中身はまだ公表されていないが、ブリト議

員は、野党国会によるボイコットのせいで国家収入が９

９％も減少し、推定される被害額は１，９４０億ドルに

のぼると述べている。 

 

経 済                       

「フロリダ州市民 制裁に関するアンケート実施」            

 

「Atlantic Council」が米国フロリダ州在住のキューバ人、

ベネズエラ人を対象にアンケート調査を実施した。 

 

回答者の７７％は、トランプ政権が行った燃料差し押さ

えに賛成すると答えたという。 

 

一方で、５２％の回答者が、もし石油産業の収入が食料

や医薬品購入のために使用されるのであれば、制裁緩和

を行うべきと回答したという。 

 

他、６３％は２０年１１月に行われた選挙でトランプ大

統領に投票したと回答。制裁を通じて民主主義とベネズ

エラの人権問題が解決すると考えたという。 

 

フロリダ州の意見は、米国の対ベネズエラ方針に多大な

影響を与える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdbd1407d8ed56b91d893d23e3af2a66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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現状の制裁では政権交代は期待できず、ただ国民の生活

を悪化させるだけなのはフロリダ州の移住者も理解し

ているはずだ。 

 

それでも食料や医薬品購入のための制裁緩和さえも支

持しない人が４８％もおり、その彼らが人権擁護を掲げ

ていることは矛盾にならないのだろうか。 

 

「Inter 料金を値上げで SUNDDE 査察」               

 

３月４日 「価格監督局（SUNDDE）」は、有料放送サ

ービスを提供する「Inter」に突然の査察を行った。 

 

数日前から「Inter」の料金値上げ、放送サービスの切断

などが報じられており、一連のイレギュラーを受けて査

察を行ったと思われる。 

 

「Inter」のマルコ・バプティスタ副社長は、サービス改

善のために１，０００万ドルの予算が必要と述べており、

そのためにサービス料金の値上げが必要と説明してい

た。 

 

査察後、「SUNDDE」は、「Inter」と１か月以内にサー

ビスを改善すること、料金を見直すことで合意したとい

う。 

 

社 会                       

「ロペス VP 党首妻 ベネズエラ人の寄付で生活？」            

 

「大衆意思党（VP）」レオポルド・ロペス党首の妻、リ

リアン・ティントリ氏の発言がメディアで物議をかもし

ている。 

 

問題となっている発言は１５年にティントリ氏が

「Univision」のインタビューで行ったもの。 

 

 

２０１５年なので、ロペス党首が軍事収容施設「ラモ・

ベルデ」に収容されている当時の話になる。 

 

ティントリ氏は、「現在どのように生計を立てているの

か？」との質問を受けて、 

「ベネズエラに戻ることを望んでいる世界中のベネズ

エラ人からの支援金で生活をしている。過去、空港にい

たときにベネズエラ人に声を掛けられ、国内で戦うこと

に敬意を示すと伝えられ、「自分にできることは少ない

が」と言い１００ドル札をもらった」 

と答えた。 

 

普通に聞けば美談ではあるが、レオポルド・ロペス党首

は金持ちであることは誰もが知っている。 

 

また、「世界中のベネズエラ人の寄付で生活している」

というのは、政治献金で生活していると理解することも

でき、非難のコメントが殺到している。 

 

一時は人権活動家として、強い人気のあったティントリ

氏だが、ロペス VP 党首の人気が下がり、今はティント

リ氏が何をしても非難の対象になっている印象だ。 

 

ここまで嫌われたロペス VP 党首が指揮するグアイド

政権が国民を団結させることができるとは思えないが、

主要野党はどう考えているのだろうか？ 

 

以上 


