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（写真）VTV “EU マドゥロ政権関係者に制裁、アモロソ行政監督長は野党政治家の選挙出馬権をはく奪” 

 

 

２０２１年２月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「EU マドゥロ政権関係者１９名に制裁 

～Fedecamaras 元代表の反応を野党批判～」 

「コロンビア系ゲリラ組織 ベネズエラで活動 

～ドゥケ大統領殺害のためベネで爆弾を開発～」 

「国連人権委員会会合 焦点はベネズエラ」 

「米国大使とグアイド政権 コロンビアで協議」 

「若者を中心とした極右政党 VOX が誕生」 

経 済                     

「マドゥロ政権 ジェット燃料とガソリンを交換」 

「Farmatodo に外貨のお釣り支払いを要求」 

２０２１年２月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 野党関係者の選挙出馬権はく奪」 

「中国から Covid-１９資材 ２５トンが到着」 

経 済                    

「ディーゼル燃料制裁緩和の見通し」 

「Makro ３０００万ドルで売却の噂」 

「CENDAS-FVM １月の食費は２８６ドル」 

「２１年１月 外貨預金は２行で全体の７２％」 

「Consecomercio マドゥロ政権と会合」 

社 会                    

「ロドリゲス兄妹 テニス大会で優勝」 
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２０２１年２月２２日（月曜）             

政 治                       

「EU マドゥロ政権関係者１９名に制裁        

  ～Fedecamaras 元代表の反応を野党批判～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.564」で、欧州連合が

マドゥロ政権の関係者への制裁を検討しているとの記

事を紹介した。 

 

２月２２日 その報道の通り欧州連合は「民主主義と国

の権利を毀損した」との罪でマドゥロ政権関係者に制裁

を科した。 

 

ただし、前日の報道ではマドゥロ政権関係者３０名に制

裁が科される見通しと報じられていたが、制裁を受けた

人数は１９名だった。 

 

制裁を受けたのは以下の１９名。 

 

1.- Remigio Ceballos, Ceofanb 総司令官 

2.- Omar José Prieto,スリア州知事 

3.- Indira Alfonzo, CNE 代表 

4.- José M Domínguez, FAES 長官 

5.- Carlos Carvallo,  Dgcim 部長 

6.- Jesús Vásquez, 軍部監査長 

7.- Carlos Terán,  Dgcim 調査班長 

8.- José Brito, 与党国会の穏健野党議員 

9.- Manuel Pérez Urdaneta, 内務司法省次官 

10.- Douglas Rico, Cicpc 長官 

11.- Bernabé Gutiérrez, 与党国会の穏健野党議員 

12.- Leonardo Morales, CNE 役員 

13.- Tania D Amelio, CNE 役員 

14.- Luis Fernández Daminiani, 最高裁判事 

15.- Calixto Ortega, 最高裁判事 

16.- Carmen Zuleta, 最高裁判事 

17.- Arcadio Delgado, 最高裁判事 

18.- Lourdes Suárez, 最高裁判事 

19.- René Dregaves, 最高裁判事 

 

制裁対象者は欧州域内への入国は禁止され、欧州域内に

保有する資産は凍結される。 

 

今回の制裁を受け、グアイド議長は 

「EU は、引き続きベネズエラの自由のために活動をす

る意志を証明した」 

と称賛を送った。 

 

他方、与党関係者は 

「対話促進の動きを妨げる行為であり、内政干渉」 

と主張。 

 

与党国会では、内政干渉を理由に欧州各国の大使を強制

送還するよう提案が出ている。 

 

な お 、 こ の 制 裁 に 関 し て 、「 ベ ネ ズ エ ラ 経 団 連

（Fedecamaras）」のホルヘ・ロイ元代表は、自身のツイ

ッターで 

「選挙を好まない者は、今回の EU の制裁をもって引退

するべきだ。間違いなく信頼ある CNE を発足し、選挙

を通じた問題の解決を困難にした。」 

と投稿。EU の制裁について否定的な見解を示した。 

 

このコメントに対して、米国でグアイド政権の安全保障

担当官を務めているイバン・シモノビス氏は、 

「交渉は政府と行うもので、簒奪者とではない。独裁政

権と交渉して自由で信頼できる選挙を勝ち取ることが

出来るという考えはマドゥロ政権の共犯者か無邪気な

愚か者の考えだ。」と投稿。 

 

他にも急進野党系の人権活動家（スイス在住）のタマラ・

スジュ氏や主要野党に属する地方政党「LCR」のアンド

レス・ベラスケス党首らが同様の批判を行っている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2ee675c87a26d536944686190ecb3045.pdf
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「コロンビア系ゲリラ組織 ベネズエラで活動         

 ～ドゥケ大統領殺害のためベネで爆弾を開発～」         

 

コロンビア系メディア「Noticias Caracol」は、コロンビ

アのゲリラ組織「コロンビア解放軍（FARC）」や「民族

解放軍（ELN）」の残党がマドゥロ政権と同盟関係にあ

ることを証明する証拠について報じた。 

 

「Noticias Caracol」によると、コロンビア国境から２０

０キロメートルほど離れたベネズエラ領内（アプレ州）

にゲリラが潜伏しており、そのゲリラの集会で撮影した

とされる映像を公開した。 

 

同映像では、フリアン・チョロという FARC の構成員が

集会で「同志ニコラス・マドゥロの支援を得た」と述べ

ている。 

 

また、コロンビア系メディア「NTN２４」は、ELN が

ベネズエラの「Runga」という会社に爆弾を製造させて

おり、この爆弾をコロンビアに持ち込みドゥケ大統領の

殺害に使用しようとしていると報じた。 

 

「NTN２４」によると、この情報は在コロンビア・キュ

ーバ大使館の外交官からコロンビア政府に提供された

情報としているが、キューバ大使館はそのような情報は

存在していないと否定している。 

 

この２つの報道は、個人的には、信じるに足るほど確定

的な証拠ではないと考えている。ただし、信じたい人は

信じるだろう。 

 

ちなみに、ドゥケ政権もマドゥロ政権の倒壊を計画する

ベネズエラ軍人の残党を自国で擁護し、彼らは実際に１

８年、２０年と計画を実行に移している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.172」「No.441」）。 

 

 

これらの活動をドゥケ政権が容認していたのはほぼ確

実で、この報道が指摘している事はドゥケ政権が行って

いることとほとんど同じだろう。 

 

「国連人権委員会会合 焦点はベネズエラ」                  

 

２月２２日 第４６回国連人権委員会の会合が始まっ

た（３月２３日まで継続）。 

 

Covid-１９の影響により集団で会議を行うことが出来

ないため、今年の会合はインターネットを通じて行われ

る。 

 

２月２２日の人権委員会の会合の主役はベネズエラだ

っただろう。 

 

同日、人権委員会のメンバーとなっているマドゥロ大統

領は演説を実施。 

 

Covid-１９で政府が緊急的な対応が必要な中で欧米が

ベネズエラに４５０以上の制裁を科し、ベネズエラ政府

は少なくとも３００億ドルの資金を凍結されていると

主張。また、制裁により燃料の輸入を止めることで農業・

工業・ベネズエラ社会に深刻な被害が出ていると主張。 

 

その結果、大勢の国民が苦しんでおり、欧米は人権侵害

を行っていると訴えた。 

 

また、コロンビアのドゥケ大統領も人権委員会で演説を

実施。ベネズエラでマドゥロ政権が行っている人権侵害

行為を非難。また、マドゥロ政権がゲリラ組織を自国内

で活動させ、コロンビア社会を混乱に陥れ、政府転覆を

企てていると主張。 

 

「世界はベネズエラで起きていることに無関心でいて

はいけない」とベネズエラへの積極的な関与を求めた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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「米国大使とグアイド政権 コロンビアで協議」         

 

２月２２日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、主要野党

のフリオ・ボルヘス PJ 幹事長、レオポルド・ロペス VP

党首、マニュエル・ロサレス UNT 党首らがコロンビア

の首都ボゴタで、ジェームス・ストーリー・ベネズエラ

米国代表大使と会談を行い、ベネズエラの社会を混乱さ

せるための協議を行ったと訴えた。 

 

また、ロドリゲス議長は、主要野党関係者らのコロンビ

アでのスケジュール表を公開。 

 

同スケジュール表では、野党関係者の到着時間からその

後の予定、誰とどこで面会するか、面談の議題、ウェル

カムイベントで食事の内容（BBQ）など詳細が書かれて

おり、どう見ても野党内部から流出した資料だった。 

 

 

 

 

（写真）ロドリゲス国会議長ツイッター 

“野党関係者のコロンビア滞在スケジュール表の一部” 

 

上記の写真はスケジュール表の一部。 

この他にも、２月１９日のコロンビア到着から２６日の

帰国までの詳細が書かれている。 

 

これらの資料を提示し、「我々は会合の内容を全て聞い

ている」と言及。野党内部 or 米国側にマドゥロ政権の

内通者がいることをほのめかした。 

 

この訴えを受けて、グアイド議長は、ストーリー大使と

野党関係者の面談が事実であると発言。 

 

民主主義を取り戻すため引き続き協力国と会合を行う

と訴えた。 
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「若者を中心とした極右政党が誕生」                  

 

２月２１日 若者を中心とした「VOX Venezuela」が誕

生した。同組織の投稿によると、現在のところ若者だけ

で構成されており、様々なセクターからの支援を求める

としている。 

 

「VOX」は、スペインの極右政党でスペイン議会では、

３５０議席中５２議席を獲得している第３政党となっ

ている。 

 

現時点では、「VOX Venezuela」のスタンスは表明され

ていないが、政党名から察するに「極右（急進野党的な

スタンス）」であることはほぼ間違いないだろう。 

 

 

（写真）VOX Venezuela 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 ジェット燃料とガソリンを交換」           

 

「ロイター通信」は、関係者からの情報として、ベネズ

エラがイランに対して飛行機のジェット燃料を輸出し

ていると報じた。 

 

ベネズエラはイランからガソリンを輸入しており、ジェ

ット燃料とガソリンの物々交換を行っているという。 

 

 

 

情報筋によると、昨年イランのエネルギー会社「NIOC」

とベネズエラの「PDVSA」は、ジェット燃料とガソリ

ンの物々交換で合意したという。 

 

現在は、イランからガソリンを運んだタンカーがベネズ

エラからジェット燃料をイランに運んでいるようだ。 

 

仮にガソリンとジェット燃料の価格が一致しない場合

は、差額を返金で支払うことなく、今後の取引で相殺す

るという。 

 

ベネズエラでは、飛行機の運航を極端に縮小したことで、

ジェット燃料が余っており、物々交換するための良い材

料になるという。 

 

「Farmatodo に外貨のお釣り支払いを要求」                  

 

ベネズエラでは、コロンビア系のドラッグストア

「Farmatodo」をよく見かける。 

 

ここ最近、「Farmatodo」の商品価格が異常に高く、外貨

建てのお釣りを支払わずに、商品を追加で購入させるな

ど対応へのクレームが散見されていた。 

 

ベネズエラのダニエル・ゴメス商業相は、「Farmatodo」

の幹部らと面談をしたと投稿。 

 

ゴメス商業相は、「Farmatodo」と一部商品の金額を下げ

ること、外貨建てのお釣りをきちんと支払うことで合意

したという。 
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２０２１年２月２３日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 野党関係者の選挙出馬権をはく奪」        

 

２月２３日 マドゥロ政権のエルビス・アモロソ行政監

督長は、「国会議員が提出義務のある資産報告書を提出

しなかった」として、グアイド議長およびその他２７名

の野党関係者の選挙出馬権を停止すると発表した。 

 

１月に入り、与党国会は国会規則に従い任期を満了した

国会議員と新国会議員は資産報告書を提出する必要が

あると主張していた。 

 

選挙に出馬する権利をはく奪されたのは、 

イスマエル・ガルシア氏 

アメリコ・デ・グラシア氏 

ルイス・フロリド氏 

フレディ・ゲバラ氏 

フリオ・ボルヘス氏 

ガビ・アレジャノ氏 

ファン・パブロ・グアニパ氏 

セルヒオ・ベルガラ氏 

など。 

 

今回の措置を受けて、グアイド議長は 

「これらの行為は自由選挙への扉を閉める行為である」 

と非難した。 

 

今回の措置は、欧州連合がマドゥロ政権関係者に制裁を

科したことへの報復だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

「中国から Covid-１９資材 ２５トンが到着」           

 

２月２３日 Covid-１９対応のための医療資材２５ト

ン（抗ウイルス剤、ステロイド、マスク、手袋、医療着、

手術で使用する道具など）が中国から到着した。 

 

アレアサ外相はマイケティア国際空港から、医療資材到

着を報告。 

 

ベネズエラは中国からこれまでに２４６トンの医療資

材を受け取ったと発表。 

 

全世界から５５０トン超の医療資材を受け取っており、

中国は約半分を占めていると説明。中国とマドゥロ政権

の良好な関係を演出した。 

 

中国以外にロシア、トルコ、国連から医療資材を受け取

っているという。 

 

なお、２月２３日 ロシア製ワクチン「Sputonik V」の

与党国会議員への接種が始まった。 

 

現時点でベネズエラにはまだ１０万個しかワクチンが

到着しておらず、最も重病になりやすい高齢者に接種を

行う前に与党国会の議員らに優先的に摂取することに

対して疑問の声が出ている。 

 

また、タチラ州のライディ・ゴメス知事（野党 行動民

主党（AD）出身の知事）は、タチラ州に供給されるは

ずのワクチンが一部、別の場所に流れていると主張。マ

ドゥロ政権のワクチン供給ポリシーを非難した。 
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経 済                       

「ディーゼル燃料制裁緩和の見通し」            

 

スペイン系メディア「EL Pais」は、バイデン政権が制裁

緩和に乗り出そうとしていると報じた。 

 

特に農業やその他産業に必須で多くの国民の生活に影

響するディーゼル燃料の物々交換を禁止する制裁の解

除が最初になるという。 

 

なお、実際のところディーゼル燃料の物々交換は制裁で

禁止されているわけではなく、トランプ政権が制裁の適

用範囲に関する認識を拡大しただけだったと補足した。 

 

「Bloomberg」によると、２０２０年８月時点で８０％

のベネズエラ産原油の取引はディーゼル燃料の物々交

換だったという。 

 

ベネズエラ問題に関するバイデン政権の方針を担って

いるファン・ゴンサレス氏は、制裁自体を否定しないも

ののトランプ政権下で行われてきた国際的な協調のな

い一方的な制裁は否定している。 

 

また、「バイデン政権はベネズエラ問題について対話に

よる問題解決を模索する」と言及しており、制裁はマド

ゥロ政権に誠実な対話をさせるためのツールとして使

用すると説明している。 

 

ゴンサレス氏のコメントについては「ベネズエラ・トゥ

デイ No.563」で紹介した通り。 

 

当時の記事でベネズエラのメディアはこの記事をほと

んど報じなかったと指摘したが、ゴンサレス氏は再度、

対話支持を表明した。その結果、遅れながらベネズエラ

でも「米国政府が対話での解決にスタンスを変えた」と

報じられている。 

 

「Makro ３０００万ドルで売却の噂」         

 

２月２３日 大型業務用スーパー「Makro」が３０００

万ドルで売却されたと報じられた。 

 

「Makro」はコストコのような会社でベネズエラ国内に

３７の供給施設がある。 

 

噂によると、この３７の施設のうち１１の施設を３，０

００万ドルで売却したという。 

 

ただし、あくまで噂であり、現時点では「Makro」から

この噂が事実であるとの発表はない。ただし、虚偽であ

るとの発表もされていない。 

 

「CENDAS-FVM １月の食費は２８６ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」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。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年１月の基礎食料費は

先月比４１．５％増の BsS.４５７，６５３，０６７．８

６。 

 

「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２８６．２９ドル。 

 

２０年１２月の基礎食料費をドルに換算すると２９５．

９９ドルだったので、当時よりやや物価が下がったこと

になる。 

 

２０年２月～２１年１月の１２カ月の累積インフレ率

は１，７９５．９％となっている。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年２月２２日～２月２３日報道            No.５６５   ２０２１年２月２４日（水曜） 

8 / 9 

 

 
 

「２１年１月 外貨預金は２行で全体の７２％」             

 

金融系コンサル会社「Aristimuño Herrera & Asociados」

は、２１年１月の外貨建て預金の総額は８億２，２５０

万ドルと発表した。２０年１２月から０．５３％増加し

たという。 

 

ベネズエラの金融機関の中で最も外貨を多く預かって

いる銀行は引き続き「Banco de Venezuela」で預金額の

６１．４％（５億５４０万ドル）を預かっている。 

 

次に外貨を多く預かっているのは民間銀行の「Banco 

Nacional de Credito」。預金総額の１１．１％（９，１０

３万ドル）を預かっている。 

 

つまり、この２行だけでベネズエラ国内の外貨預金の７

２％を占めているという。 

 

 

 

上記２行以外の外貨預かり額の多い銀行は以下の通り。 

 

・Banco Mercantil 外貨預金額全体の６．３％ 

・B.O.D 同５．０％ 

・Banco Bicentenario 同２．９％ 

・Bancamiga 同２．５％ 

・Bancaribe 同２．５％ 

・BBVA Banco Provincial 同１．８％ 

・Banesco 同１．４％ 

 

「Consecomercio 役員 マドゥロ政権と会合」             

 

ベネズエラで最も影響力が大きい経済団体は「ベネズエ

ラ 経 団 連 （ Fedecamaras ）」 だ が 、 商 業 系 の 団 体

「Consecomercio」と工業系の団体「Conindustria」も大

きく、この３団体がベネズエラの主要経済３団体と認識

されている。 

 

「Fedecamaras」は既に与党国会と対話を開始している

が、新たに「Consecomercio」役員らも与党国会と会合

を行ったという。 

 

「Consecomercio」は、マドゥロ政権に対して商業分野

の提案を行ったようで、２月２４日に正式に記者会見を

行うと報じられている。 

 

「Fedecamaras」のリカルド・クサノ代表ほどではない

が、「Consecomercio」の代表も温和なタイプで、同組織

がマドゥロ政権と対話を始めるのは分かる気がする。 

 

なお、「Conindustria」の現代表は、マドゥロ政権を強く

非 難 す る 人 物 で 、 彼 が 代 表 を 務 め て い る う ち は

「Conindustria」がマドゥロ政権と対話を行うことは無

いのではないだろうか。 
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社 会                       

「ロドリゲス兄妹 カラカス・テニス杯で優勝」            

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長とデルシー・ロドリゲス副

大統領はマドゥロ政権で最も権力が強い人物であり、仲

の良い兄妹である。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領とホルヘ・ロドリゲス国

会議長は、カラカス首都区の男女混合ダブル・テニス大

会の試合に出場し、優勝したようだ。 

 

ロドリゲス国会議長は、テニス大会で優勝した写真を自

身のツイッターに投稿している。 

 

 
（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長ツイッター 

 

以上 


