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（写真）グアイド議長 “グアイド政権 ３月１９日に Covid-１９ワクチンの購入を承認？” 

 

 

２０２１年３月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「アレックス・サアブ氏 米引き渡し間近か 

～カボベルデ最高裁 米国に引き渡しを通知～」 

「コロンビア検察 Gedeon 作戦を報告」 

経 済                     

「証券市場を通じた接収企業の民間移譲を提案」 

「コロンビアからディーゼル燃料の輸入を検討」 

「CITGO 元役員６名の拘束はでっちあげ？」 

「Chevron 元社長 ベネの石油産業投資に意欲」 

社 会                     

「マイケティア空港 PCR 検査待ちで２時間」 

２０２１年３月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 外国資産の凍結解除 

～COVAX を通じたワクチン供給始まるか～」 

「学生の抗議行動 ４月１９日から開始」 

「軍部でのマドゥロ大統領の権限が低下」 

経 済                    

「SUNDDE 長官が交代 

～SUNDDE スーパーなどへの監視強化～」 

社 会                     

「水道・電力供給 ９９％の家庭で問題」 

「ベネズエラ国内の専門家 低賃金で労働」 
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２０２１年３月１７日（水曜）             

政 治                       

「アレックス・サアブ氏 米引き渡し間近か      

 ～カボベルデ最高裁 米国に引き渡しを通知～」       

 

３月１７日 コロンビア系メディア「EL Tiempo」は、

マドゥロ政権のテスタフェロ（政治家などの資産隠しに

協力する人物）として、米国の要請によりカボベルデで

拘束されているアレックス・サアブ氏について米国への

引き渡しが間近に迫っていると報じた。 

 

「El Tiempo」によると、カボベルデ最高裁は、米国に

対して、サアブ氏の引き渡しを通知したという。 

 

また、野党系ジャーナリストのカルラ・アンゴラ氏は、

米国麻薬捜査局（DEA）の飛行機３機がカボベルデでサ

アブ氏が引き渡されるのを待っているとした。 

 

なお、この報道が流れる２日前の３月１５日、カボベル

デが加盟する西アフリカ地域の国際グループ「西アフリ

カ諸国経済共同体（CEDEAO）」の共同体裁判所は、米

国へのサアブ氏引き渡しについて違法であるとの判決

を出し、カボベルデに対してサアブ氏を開放するよう求

めていた。 

 

また、サアブ氏の弁護士は抗議を出したようで、一時的

に米国への移送が遅れているという。この妨害行為によ

りサアブ氏の身柄引き渡しは２週間～２か月ほど伸び

る可能性もあるという。 

 

なお、２０１５年に当選した野党議員のカルロス・パパ

ローニ氏は、コロンビア系メディア「NTN２４」に出演。 

 

１０カ月の弁護を委託するため、サアブ氏は自身の弁護

費用として１．７億ドルを支払っている可能性があると

指摘。 

この金額は、ベネズエラの食料省や内務司法省の年間予

算よりも多いと訴えた。 

 

なお、本件とは直接関係ないが、ベネズエラの経済担当

副大統領（石油相兼務）であるタレク・エル・アイサミ

との関係を理由に米国で４年超拘束されていたビクト

ル・モネス・コロ氏が有罪判決を受けた。 

 

コロ氏は、米国の経済制裁を回避するため、アイサミ経

済担当副大統領に協力したことを認めたという。 

 

「コロンビア検察 Gedeon 作戦を報告」         

 

コロンビア系メディア「EL Tiempo」は、コロンビア検

察の報告書の一部を報道。 

 

同報道によると、コロンビア検察庁は「Gedeon 

Operation」は、元ベネズエラ軍人クリベル・アルカラ

氏を中心に、米国の軍事コンサルタント会社「Silver 

Corp USA」のジョーダン・ゴドレウ氏らとともにコロ

ンビアの首都ボゴタで計画されたという。 

 

ベネズエラから亡命した軍人２０名を中心に、ボゴタで

作戦に参加する人員２００名が募集され、彼らはボゴタ

からマイカオへ移動。そこの訓練施設で訓練を受けたと

いう。 

 

他、２０年５月１日にコロンビアのグアヒラを出発。 

第一目的は SEBIN に侵入し、バドゥエル将軍（マドゥ

ロ政権に拘束されている反マドゥロ派の軍人）を開放す

ることだったという。なお、バドゥエル将軍の息子も、

この計画に参加し、マドゥロ政権に拘束された。 

 

また、この計画はグアイド政権との共同作戦であり、拘

束されている政治犯・軍人ら３００名を開放し、大統領

府を占拠することが目的だったという。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月１７日～３月１８日報道            No.５７５   ２０２１年３月１９日（金曜） 

3 / 7 

 

なお、先日コロンビアで有罪判決を受けた「Gedeon 作

戦」参加者の３名は、コロンビア政府に協力することで

減刑を約束され、懲役６年。現在は自宅監禁措置となっ

ている。 

 

コロンビア検察庁の報告に、この作戦はマドゥロ政権の

自作自演だったという話は出ていない。 

 

マドゥロ政権は、この計画の存在を事前に知っていたた

め、参加者にスパイが紛れ込んでいた可能性はかなり高

いが、この計画自体は軍人らの証言の通り、グアイド政

権とベネズエラの亡命軍人が共同で行ったものと考え

てよいだろう。 

 

経 済                        

「証券市場を通じた接収企業の民間移譲を提案」           

 

ベネズエラ証券取引所のホセ・イグナシオ・グアリノ副

社長は、ベネズエラの経済を再活性化するためには証券

市場の活用が不可欠と訴えた。 

 

グアリノ副社長は、ベネズエラの証券市場は、技術革新

を受けて新たなステージに入っていると指摘。民主的な

証券市場が誕生するとの見解を示した。 

 

なお、ベネズエラの証券はボリバル建てで表示されてい

るが、決済の際は外貨で支払うと説明。 

 

過去、政府に接収された企業に関して、民間セクターに

返す場合は、証券市場を通じて返すのが最も透明性の高

い手段だと提案した。 

 

 

 

 

 

 

「コロンビアからディーゼル燃料の輸入を検討」                  

 

３月１７日 工業系の経済団体「Conindustria」のアダ

ン・セリス代表は、多くの企業がコロンビアからディー

ゼル燃料を調達する手段を検討していると述べた。 

 

「コロンビアから陸路でディーゼル燃料を調達する合

意ができている。しかし、マドゥロ政権は輸入を許可し

ていない。」と言及した。 

 

マドゥロ政権は、ディーゼル燃料不足を解決する手段と

して、制裁緩和を求めており、民間セクターにも制裁を

緩和するよう求めてもらいたいと考えているが、民間セ

クターは、マドゥロ政権への制裁緩和にネガティブな考

えを持つ人は多い。 

 

経済団体としては、制裁を非難することなく、ディーゼ

ル燃料不足の問題を解決したいと考えており、民間セク

ターに燃料輸入を許可するよう提案。 

 

両者の我慢比べの状態となっているようだ。 

 

セリス代表は、「５０％超の加盟企業が燃料不足の影響

を受けている」と指摘。問題を早急に解決する必要性を

訴えた。 

 

「Chevron 元社長 ベネの石油産業投資に意欲」                  

 

過去にシェブロン・ベネズエラの社長を務め、現在は

「Amos Global Energy」の社長を務めているアリ・モシ

ーリ氏は、カラカスの「Venecapital」のウェブセミナー

に登壇。 

 

「地球温暖化も OPEC のプレゼンス低下もベネズエラ

への投資の魅力を失わせない」と指摘。制裁解除後の潜

在的な投資意欲は高いと述べた。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月１７日～３月１８日報道            No.５７５   ２０２１年３月１９日（金曜） 

4 / 7 

 

「環境活動家が石油産業を追い出そうとしても、現時点

でいえばベネズエラの問題にはならない。ベネズエラは

経済を回復させなければならず、その原動力は観光でも、

他の産業でもなく、石油産業しかない。これが現実だ。」 

との見解を示した。 

 

米国が金融制裁を科す以前の２０１７年、「Amos Global 

Energy」はベネズエラ政府とエネルギー分野に４億ドル

の融資を行う覚書を締結していたと言及。 

 

投資家はベネズエラのエネルギー産業について、強い信

頼を置いていると発言。シェブロンが未だベネズエラに

留まっていることが、シェブロンがベネズエラに強い期

待を抱いているサインだと述べた。 

 

「CITGO 元役員６名の拘束はでっちあげ？」         

 

２０年１１月 ベネズエラの最高裁は、「PDVSA 側に

事前に知らせることなく、ベネズエラに不利な条件で融

資を受けようとしていた」として、２０１７年当時の

CITGO役員６名に対して懲役８～１３年の有罪判決を

下した（「ベネズエラ・トゥデイ No.530」）。 

 

本件について、「ロイター通信」は、有罪判決を受けた

CITGO 元役員らの証言書類を入手。 

 

その書類によると、CITGO 元役員らはマドゥロ政権の

複数の関係者、PDVSA 役員らにこの融資計画について

事前に伝えていたという。 

 

この融資契約は「Apollo Global Management LLC」と

「Frontier Management Group Ltd」と結ぶことを検討

していた融資で、CITGO の債務借り換え交渉に関する

ものだった。 

 

 

 

この話について、CITGO 元役員らは１７年６月１４日

に PDVSA 役員に伝え、PDVSA 役員から交渉を行うよ

う承認を受けていたという。 

 

社 会                        

「マイケティア空港 PCR 検査待ちで２時間」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.568」で、マイケティア国

際空港からベネズエラへ入国する際に、PCR 検査を行

うことが義務化され、検査時に現金６０ドルを支払うこ

とになったとの記事を紹介した。 

 

本件について、すでに運用されているが、PCR 検査の

ための時間が異常に長く、狭く、喚起ができていない場

所で長時間待たされると問題になっている。 

 

欧州外交官によると、PCR 検査を受けるため２時間待

たされたという。 

 

 

（写真）@duncanhiluk 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
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２０２１年３月１８日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 外国資産の凍結解除          

  ～COVAX を通じたワクチン供給始まるか～」        

 

３月１８日 グアイド議長は、明日（３月１９日）に「米

州保険機構（OPS）」が行っている「COVAX ファシリ

ティ」への支払いを承認すると発表した。 

 

「COVAX ファシリティ」は、中南米地域への Covid-１

９ワクチン配給プログラム。ベネズエラ向けに１４０万

～２４０万個の英国製薬大手「アストラゼネカ」のワク

チンが用意されているが、支払いが遅れており、ベネズ

エラ向けワクチン供給については結論が保留されてい

た。 

 

OPS への支払いは、米国の制裁により英国で凍結され

ているベネズエラ中央銀行の口座から支払われると報

じられており、グアイド政権が支払うとされていた。 

 

今回のグアイド議長の発表により、ベネズエラへのワク

チン配給が前進したといえる。 

 

ただし、この発表の３日前の３月１５日、デルシー・ロ

ドリゲス副大統領は「副作用が報告されており、安全性

が確保できていない」との理由からアストラゼネカ社の

Covid-１９ワクチンの国内使用を許可しないと発表し

ていた。 

 

つまり、支払いが完了し、Covid-１９ワクチンをベネズ

エラに送れる状況になったとしてもマドゥロ政権が同

ワクチンの使用を拒む可能性がある。 

 

なお、アストラゼネカ社の Covid-１９ワクチンについ

て、３月１８日 EU で薬事審査を担っている欧州医薬

品庁は「安全で効果的」と接種を推奨した。 

 

これを受けて、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン

などアストラゼネカ社のワクチン接種を見合わせてい

た欧州各国が接種を再開している。 

 

Covid-１９ワクチン供給に関して、グアイド政権とマド

ゥロ政権は水面下で協議を行っており、ベネズエラ国内

での使用再開の目途が立っている可能性はある。 

 

あるいは、昨今はグアイド政権がワクチン供給を拒んで

いるとの見方が強くなっているため、OPS への支払い

を許可することで「マドゥロ政権が Covid-１９ワクチ

ンの接種を拒んでいる」と訴える政治的な思惑が理由の

可能性もあるだろう。 

 

「学生の抗議行動 ４月１９日から開始」           

 

学生団体「Confederacion de Estudiantes de Venezuela」

は、４月１９日に学生の抗議行動を実施すると発表した。 

 

この学生団体は野党政治家の親族が多く、グアイド政権

が掲げる「国内での圧力を強化する」という方針を受け

たものと思われる。 

 

抗議行動実施までの期間が１カ月と長いことから事前

に準備を整えることが想定される。 

 

２０１７年、１９年、２０年とベネズエラには抗議行動

の波があったが、これらの抗議行動は偶発的に起きたも

のではなく、事前に抗議行動を拡大させる流れが作られ

ていた。 

 

１７年、１９年、２０年と、これらの計画は全て２月～

４月頃に始まっており、今回の学生を中心とした抗議行

動は、過去のものと類似している。 
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バイデン政権が発足し、交渉再開の観測が高まっていた

が、２月下旬に EU がマドゥロ政権関係者に制裁を科し

たことで、この流れが大きく変わった。 

 

グアイド政権とマドゥロ政権との交渉は既に破断した

印象が強い。 

 

交渉（選挙）以外の手段でグアイド政権が政権交代を目

指すのであれば、抗議行動の拡大は不可欠だ。 

 

現時点では、グアイド政権の求心力は低下しているが、

国際社会の協力で流れが変わり、抗議行動が拡大する可

能性はありそうだ。 

 

「軍部でのマドゥロ大統領の権限が低下」         

 

非政府系団体「Control Ciudadano」は、ベネズエラ軍内

部での与党政治家・軍人ら３０名の影響力の強さを調査。 

 

調査の結果、マドゥロ大統領、ディオスダード・カベジ

ョ議員の影響力が低下している発表した。 

 

同団体の代表は、軍部専門のジャーナリストのロシオ・

サン・ミゲル氏。 

 

ミゲル代表によると、現在軍部で最も影響力が強いのは

ウラディミール・パドリーノ・ロペス国防相。 

次に陸軍総司令官のドミンゴ・エルナンデス・ラエス氏。 

次にウィリアム・ミゲル・ピント海軍総督。 

次にホセ・ラファエル・シルバ空軍総司令官だという。 

なお、マドゥロ大統領は２７位。カベジョ議員（PSUV

副党首）は２２位。 

 

「Control Ciudadano」は、ここで名前が挙がっている

影響力の強い人物は、現在の政治を変える力を持ってい

る人であることも意味するとしている。 

 

経 済                       

「SUNDDE 長官が交代                

 ～SUNDDE スーパーなどへの監視強化～」            

 

３月１６日付官報４２，０８８号で「価格監督局

（SUNDDE）」のトップ交代が発表された。 

 

新たに SUNDDE 長官に任命されたのはファン・アレハ

ンドロ・イリアルテ氏。イリアルテ氏は、２０１７年～

２０年まで続いた制憲議会の議員だった人物。 

 

制憲議会の役職を終えた後は、商業相とともに商品の価

格監査などに同行していた。 

 

１８年ごろから SUNDDE は価格統制の縛りを緩め、ド

ル建ての商品販売も容認してきたが、生活雑貨量販店

「Beco」が発行する外貨建てクーポン券の発行を禁止

するなど、この１カ月ほど外貨建ての取引に一定の規制

を設けようとしている雰囲気が見える（「ベネズエラ・

トゥデイ No.574」）。 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイ No.570」で紹介したが、

大型スーパーマーケット「Excelcior Gama」は、外貨建

てのお釣り不足の対応手段として、同スーパーでのみ使

用できるデジタルウォレットを使用していた。 

 

３月１８日 SUNDDE は、同デジタルウォレットの使

用を停止するよう要請。４８時間以内に顧客に対して同

ウォレットに貯まっているのと同等の金額を返金する

よう命じた。 

 

この返金をする際の通貨はドルではなく、ボリバルの可

能性もありそうだ。もし、ボリバルで返金された場合、

顧客はボリバル通貨の価値下落による為替損を被るこ

とになるだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/10a51ff4b8bc0cd93fd2d04dcb1328c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec0a43c7f7a029d498e8cb38b03cd390.pdf
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社 会                       

「水道・電力供給 ９９％の家庭で問題」            

 

「Cedice Libertad」は、ほぼ全ての家庭で水道からの水

供給に問題が生じていると発表した。 

 

１３％は、１５日間水道から水が出ていないと回答。 

４５％は、１週間以上、水道から水が出ていないと回答。

３６％は、不定期で水が止まると回答。 

５％は、事前に通知された時間で水が止まると回答した。 

 

これらの合計は９９％。 

つまり、水供給に問題がない家庭は全体の１％しかない

とした。 

 

他、「公共サービス支出観測所」が、電力供給について

２月に実施した調査によると、９９％の家庭で１回以上

の停電が起きたという。うち、３１％は１時間以上停電

が続いたという。つまり、電力供給に問題がない家庭は

１％しかないことになる。 

 

他、公共バスの運転手に対して調査を行ったところ、「デ

ィーゼル燃料給油のために２０分ほど待つ」と回答した

のは４％で、「２時間ほど待つ」と回答したのは８％。 

残りの８８％は「１２時間待つこともある」と回答した

という。 

 

「ベネズエラ国内の専門家 低賃金で労働」         

 

長引く経済不況の中、ベネズエラの専門家は、外国企業

から低価格で多くの依頼を受けていると報じられた。 

 

ベネズエラでは教育レベルの高い・低いに関わらず多く

の失業者がおり、彼らは１カ月５０ドル程度の収入しか

ないという。 

 

 

「EFE 通信」は、ベネズエラ国内に住む建設物の設計専

門家（匿名）にインタビューを実施。彼はドミニカ共和

国の会社から雇用されており、リモートで仕事をしてい

ると答えた。 

 

回答者は、給与額については明言しなかったが、チリ、

ウルグアイ、米国など外国に移住した同じ仕事をしてい

る仲間がもらっている給料の１２分の１くらいだと答

えた。 

 

他、ベネズエラでデジタルメディアに記事を投稿してい

る記者は、多くの業務をこなしているが給料は月１５０

ドル程度と回答した。 

 

他にも「EFE」は、ベネズエラに住む多くの専門家に質

問をしたが、給料は月２００～４００ドル程度という回

答だったという。 

 

以上 

 

 


