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（写真）国家情報通信センター（野党国会） “米国 グアイド政権に政府認識の期限を通知？” 

 

 

２０２１年５月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 グアイド暫定政権の認識に期限を通告？ 

～凍結資産を使用できるのは１２月１日まで～」 

「米国担当官 制裁緩和は必要ない」 

「穏健野党 州知事・市長選参加で同盟を結成」 

経 済                     

「産油量減少で原油在庫が減少」 

「Covid-１９下でも新規の会社登記は増加？」 

「中央銀行 ２１年４月のインフレ率２４．６％」 

社 会                     

「燃料不足でカラカスに自転車ブーム？」 

２０２１年５月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「州議会議員・市議会議員 ６０％は比例で当選 

～外国の有権者は州知事選・市長選参加不可～」 

「グアイド議長 米国からワクチン寄付を模索」 

経 済                    

「中国・ベネズエラ間の輸送コスト３０％増」 

「セメント産業 ２１年の生産量は１万トン以下」 

「４月の国内外貨預金 ８．８億ドル」 

「科学技術・イノベーション基金の規則変更」 

社 会                    

「豊胸手術訴訟 ３０００ユーロ支払い命令」 
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２０２１年５月１９日（水曜）             

政 治                       

「米国 グアイド暫定政権の認識に期限を通告？     

 ～凍結資産を使用できるのは１２月１日まで～」       

 

急進野党系メディア「PanamPost」は、現地メディア「El 

Venezolano」のオスワルド・ムニェス記者からの情報と

して、米国のバイデン政権がグアイド政権に対して、マ

ドゥロ政権を倒壊させる期限を通告したと報じた。 

 

実質的には「米国がグアイド政権を暫定政府と認識する

期限」と言えそうだ。 

 

この通告は、５月１８日にコロンビアで在ベネズエラ米

国代表大使の役割を担っているジェームス・ストーリー

大使がグアイド政権（主要野党）に直接伝えたものだと

いう。 

 

「PanamPost」によると、ストーリー大使が伝えた「マ

ドゥロ政権を倒壊させるための期限」は１２月１日。 

 

具体的に１２月１日を超えるとどうなるかというと、

「米国にあるベネズエラ政府の凍結資産が使用できな

くなる」。 

 

なお、同メディアによると、グアイド政権は２０１９年

１月に暫定大統領就任を宣言してから、今までで２億４，

５００万ドルを使用したという。そして、米国に残って

いる口座残は９，７００万ドルだという。 

 

つまり、この２年４カ月で米国にある凍結資産の７２％

を使用。２８％しか残っていないことになる。 

 

２０２１年１２月には凍結資産の使用可否に関わらず、

資金がほぼ底をつく計算だ。 

 

マドゥロ政権は米国との関係悪化を理由に口座資金を

米国から欧州・ロシア・中国などに移動させていた。 

そのため米国の口座残はそこまで多くなく、むしろ欧州

に多くの資金が凍結されている。 

 

マドゥロ政権によると、欧米に凍結されている資金は合

計で６０～７０億ドルとしている。 

 

つまり、欧州の資金まで手を伸ばすことができれば、グ

アイド政権は予算に悩む必要はないが、欧州は２１年か

らグアイド政権を暫定政権と認識しておらず、凍結口座

の使用は難しそうだ。 

 

ムニェス記者は、グアイド政権が「国家救済合意」を提

案した理由について、「溺れる寸前だから」と分析。 

 

「グアイドが政権交代の道筋を示すことができないの

であれば、暫定政権は永続的なものではない。もし、政

権交代が期待できる合意ができるのであれば、理想的だ。 

 

しかし、与党が CNE 役員を決定し、州知事選・市長選

の日程を決めている状態で交渉をすることは困難だ。」 

とした。 

 

また、バイデン政権は、１２月１日でグアイド政権の暫

定政府認識を辞めた後にマドゥロ政権と関係改善に動

き出す可能性があると報じた。 

 

「米国担当官 制裁緩和は必要ない」         

 

５月１９日 米国国務省は、ブライアン・ニコルス氏を

西半球担当秘書官に任命した。ベネズエラ問題に関わる

新たな担当者が登場したことになる。 
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ニコルス氏は、ディーゼル燃料に科している制裁緩和に

ついて記者から聞かれると 

「私が理解している限り、現在ベネズエラには今後６カ

月以上は持つ十分なディーゼル燃料の在庫がある。 

 

引き続き監視を続け、ベネズエラ国民にとって問題があ

るならば対応を考えなければならない。」 

とコメントした。 

 

ベネズエラでは、ディーゼル燃料が不足しているためト

ラクターが動かず、農業は壊滅的な打撃を受けている。

種植え時期にトラクターが使用できなかったため、今後

の食料事情には大きな不安を抱えている。 

 

「ベネズエラ国民がディーゼル不足に問題を感じてい

ない」と考えることができる情報は一切ないのが実態だ

ろう。 

 

「穏健野党 州知事・市長選参加で同盟を結成」                  

 

５月１９日 マドゥロ政権下での選挙参加を続けてい

る穏健野党は、２１年に予定されている州知事選・市長

選の出馬について同盟を結成すると発表した。 

 

同盟を結成したのは、ヘンリー・ファルコン党首率いる

「発展進歩党（AP）」。 

ティモテオ・サンブラーノ党首率いる「Cambiemos」。 

ハビエル・ベルトゥッシ党首率いる「El Cambio」。 

また、最高裁が正当な「行動民主党（AD）」と認識して

いるベルナベ・グティエレス氏が党首を務める「行動民

主党（AD）」の４党。 

 

率直に言って、これらの政党の支持率は低く知事選・市

長選で大きく勝利できる可能性は低いだろう。 

 

 

 

経 済                        

「産油量減少で原油在庫が減少」           

 

５月１９日 現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、

原油在庫が不足しており多くのタンカーが輸出待ちの

ためベネズエラ近海で停泊していると報じた。 

 

OPEC の発表によると２１年４月時点の PDVSA の産

油量は日量４４．５万バレル。先月から日量８．１万バ

レル減少している。 

 

産油量減少の要因は、ベネズエラで最も多く原油を産出

しているオリノコ流域での産油活動が停滞しているた

め。 

 

オリノコ地域の原油を輸出できる品質にするためには、

「Petropiar」のアップグレーダー、「Sinovensa」の原油

混合施設を稼働させる必要があるが、施設で火事が発生

したためガス供給が止まり、かつ希釈材が不足しており

稼働を停止している。 

 

産油量が減少する一方で、原油の輸出量は日量７０万バ

レル前後で推移しており、ホセ・ターミナルにある原油

在庫を使用している。 

 

しかし、在庫の減少が早く、輸出できる品質の原油が枯

渇し始めているという。 

 

「ロイター通信」が PDVSA から入手した内部情報によ

ると、ベネズエラの主要な輸出原油「Merey１６」の在

庫は、３月末には約４００万バレルあったが、 

４月２６日には２００万バレル、５月１８日時点で１６

０万バレルと大きく減少している。 

 

これらの問題を理由に５月の原油輸出量は日量６５万

バレル程度になるという。 
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「Covid-１９下でも新規の会社登記は増加？」         

 

５月１９日 マドゥロ大統領は「国内生産評議会」で中

小企業の状況について説明。 

 

マドゥロ大統領によると、２０２０年、２１年の間に１

３，４７８社の中小企業が新規で登記されたという。 

 

現在、ベネズエラには少なくとも２万の中小企業が存在

しており、その中の１．３万社が Covid-１９下での設立

だという。 

 

また、新たに登記された１．３万社のうち全体の８１％

にあたる１０，９６８社は商業セクター。残りの２，５

１０社は工業セクターと説明した。 

 

な お 、 同 会 合 に 参 加 し て い た 「 中 小 企 業 連 合 会

（Fedeindustria）」のオーランド・カマチョ代表は、４

月中に１，１００社が新たに登記されたと補足した。 

 

マドゥロ大統領は、新規企業が増加している理由につい

て Covid-１９下でデジタル申請、行政手続きの簡略化

を進めているからと説明。 

 

また、現在与党国会で議論されている「経済特別地域法」

について言及し、中小企業の活動をサポートするため更

なる仕組みを作るとした。 

 

「中央銀行 ２１年４月のインフレ率２４．６％」         

 

５月１９日 ベネズエラ中央銀行は、２１年４月のイン

フレ率を発表した。 

 

中央銀行によると４月のインフレ率は先月比２４．６％

増。２１年１月～４月の累計インフレ率は１８３．８％

となった。 

 

なお、野党国会が公表している２１年４月のインフレ率

は先月比３３．４％。２１年１月～４月の累計インフレ

率は２４０．５％と、中央銀行が公表する数字より高く

なっている。 

 

なお、基礎食糧費の調査を行っている「CENDAS-FVM」

によると２１年４月のインフレ率は３１．１％。 

２１年１月～４月の累計インフレ率は１４８．３％とな

っている。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

“２０年１月～２１年４月までのインフレ率” 

 

社 会                        

「燃料不足でカラカスに自転車ブーム？」           

 

燃料不足、ガソリン価格の高騰や自動車部品の調達が困

難なことなどを理由に自動車を使用するベネズエラ人

は減る傾向にある。 
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また、Covid-１９の感染防止策などで電車を利用するこ

とに抵抗感がある人も多い。 

 

このような状況でカラカスでは職場への移動などで自

転車を使用する人が増えているという。 

 

ベネズエラでは自転車に対する感覚は日本とは違う。 

 

日本では一般的な移動手段として自転車が使用されて

いるが、ベネズエラでは自転車は「金持ちの人のレクリ

エーション」と認識されており、盗難に合いやすいこと

もあり、普段使いで自転車を使用する人は（少なくとも

筆者が駐在していた当時は）多くなかった。 

 

しかし、前述の状況から有効な移動手段として自転車の

使用が増えているという。 

 

ただし、ベネズエラの道路は自転車を使用することを前

提に作られておらず、自転車専用道路などの整備はほと

んどない。 

 

また、自転車に乗る人も自転車のルールをほとんど知ら

ずに乗っているため、危険運転も多く、乗っている人は

もちろん、歩行者も危険な目に合うケースが増え、問題

になっているという。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

 

２０２１年５月２０日（木曜）              

政 治                       

「州議会議員・市議会議員 ６０％は比例で当選     

 ～外国の有権者は州知事選・市長選参加不可～」        

 

５月２０日 「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・カ

ルサディージャ代表は、今年１１月に予定されている州

知事選・市長選・州議会議員選・市議会議員選について

追加の情報を発表した。 

 

カルサディージャ代表は、州議会議員・市議会議員は６

０％が比例代表制（政党に対する投票）で決まり、残り

の４０％は小選挙区制（候補者個人に対する投票）で決

まるとした。 

 

また、有権者登録の更新作業は６月１日～７月１５日ま

での１カ月半行われる。 

この期間、全国に１，０００カ所の有権者情報更新を受

け付ける会場を設置するという。 

 

なお、現時点で有権者として登録されている人数は２，

１０７万５２８名だが、外国に住んでいる有権者は、今

回の州知事選・市長選・議会議員選には投票できないと

した。 

 

これは今回だけの特別措置というわけではない。 

 

ベネズエラの憲法では、州知事選・市長選・州議会・市

議会議員選で投票できるのはベネズエラ居住者のみと

定められているため。 

 

また、今回の選挙への参加を希望する新たな政党がある

場合は今週金曜（５月２１日）までに申請を行う必要が

あるとした。 
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「グアイド議長 米国からワクチン寄付を模索」           

 

グアイド議長は 

「マドゥロ政権はアストラゼネカ社のワクチン調達を

妨害している。 

 

我々はベネズエラにワクチンを寄付してもらうよう米

国に相談している。我々は追加のワクチンをベネズエラ

に届けるためにあらゆる努力をしている。」 

と言及した。 

 

この発言の前に米国政府は、８，０００万の Covid-１９

ワクチンを世界に寄付すると表明している。 

 

仮にマドゥロ政権とグアイド政権が交渉で合意に至る

ことができれば、米国からの寄付を受け入れることもあ

り得るだろう。 

 

なお、マドゥロ政権はアストラゼネカ社のワクチンの国

内使用を禁止している。一方、ジョンソン＆ジョンソン

のワクチンの使用については前向きに検討しており、

COVAX によると６月にジョンソン＆ジョンソンのワ

クチンをベネズエラに送るとの見通しを示している。 

 

経 済                       

「中国・ベネズエラ間の輸送コスト３０％増」            

 

ララ州の「部品輸入販売商工会（Cidralara）」のエリア

ス・ベシス代表と「農業技術者組合」のサウル・ロペス

代表は、中国からベネズエラへの輸入にかかる輸送コス

トが３０％増えたと言及。 

 

輸送コストの上昇は商品価格に反映することになると

警鐘を鳴らした。 

 

 

 

ベシス代表は 

「自動車部品を乗せた４０フィートのコンテナのコス

トは１月には６，４００ドルだった。しかし、数週間前

の価格は９，４００ドルだった。中国だけではなく米国

でも同様に輸送コストが上がっている。以前は２，５０

０ドルだったが、今は４，０００ドルだ。 

 

また、ディーゼル燃料不足によりベネズエラに到着して

からの輸送コストも上昇している。例えば、プエルトカ

ベジョ港からバルキシメト（ララ州の州都）までの輸送

費は７００ドルかかる。」 

と言及した。 

 

なお、サウル代表は、輸送コストが上昇している理由は

Covid と言及。 

「現在、中国のコンテナ事情はひっ迫している。なぜな

ら Covid-１９下でマスク、抗生物質、アルコールなど医

療資材の販売が急増したためだ。」 

とした。 

 

「セメント産業 ２１年の生産量は１万トン以下」         

 

「ベネズエラ・セメント業労働者組合（Sintracemex）」

のジョニー・リナレス秘書官は、セメント業界の現状に

ついて言及。 

 

Covid-１９での稼働率低下などを理由に、２１年のセメ

ントの生産量は１万トンを下回るとの見通しを示した。 

 

また、稼働率の低下により労働者の給料も減少しており、

現在は月額４～６ドル。若干の給料改定では焼け石に水

の状態と嘆いた。 
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「４月の国内外貨預金 ８．８億ドル」         

 

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

は、２１年４月のベネズエラ国内の外貨預金額を公表し

た。 

 

「Aristimuño Herrera & Asociados」によると、４月末時

点のベネズエラ国内の外貨預金額は８億７，９６４万ド

ル。３月末の外貨預金額が８億６，５８６万ドルだった

ので、１，０００万ドル超増えたことになる。 

 

なお、ボリバル建ての通貨流通量はドルに換算すると合

計で４億５，００８万ドル。 

 

つまり、ベネズエラ国内のボリバルの合計よりもドル預

金の方が４８．８％多いことになる。 

 

銀行別で最も外貨預金が多いのは「Banco de Venezuela」

で５８．４％を占めている。次に多いのは「Banco 

Nacional de Credito（BNC）」で全体の１１．７％とな

っている。 

 

 

（写真）Aristimuño Herrera & Asociados 

 

なお、２１年２月時点だが「ウィークリーレポート

No.197」でベネズエラの外貨預金事情について紹介し

ているので、関心の方は確認されたい。 

 

「科学技術・イノベーション基金の規則変更」               

 

５月１７日付の官報４２１２８号の政令０１５－０２

９号で、「科学技術・イノベーション基金（FONACIT）」

への拠出額支払い規則の改定が発表された。 

 

ベネズエラでは年間収入が１０万 UT（租税単位）以上

の企業は「科学技術・革新組織法」に基づき、事業年度

終了後から第２四半期以内に FONACIT へ拠出したこ

とを報告しなければならない。 

 

なお、現在の租税単位では１０万 UT というのは BsS.

２０億を意味する。 

 

新たな規則では対象の企業は「科学技術・革新拠出管理

システム（SIDCAI）」に登録を行う必要があるという。 

 

なお、FONACIT への拠出額は業種によって異なる。 

 

「炭化水素法」などの場合は、総収入の１％。 

その他業種は、同０．５％。 

カジノなど賭博系の業種の場合は、同２％を拠出する必

要がある。 

 

社 会                       

「豊胸手術訴訟 ３０００ユーロ支払い命令」            

 

豊胸手術用のシリコンを販売している「Implantes PIP」

の商品の安全性が問題となっており、フランス裁判所は

「TÜV Rheinland」（Implantes PIP の安全性を保障して

いた会社）に対して、１人あたり３，０００ユーロの支

払いを命じた。 

 

報道によると「Implantes PIP」のシリコンには工業用の

シリコンが使用されていたが、「TÜV Rheinland」が同

社商品の安全性を保障していたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3453026eba7eec26bdb1bab4777300b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3453026eba7eec26bdb1bab4777300b2.pdf
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ベネズエラは豊胸手術をする人が多いことで知られて

いる。また、中南米ではよくあるが、臀部を大きくする

女性も多い。 

 

今回の訴訟を起こした被害者団体「Pipa World」による

と「Implantes PIP」は安全性に問題のあるシリコンを１

０年間販売しており、同シリコンを使用した人は世界に

２０万人以上いるという。 

 

国別ではコロンビアが最も多く６万人、 

次いでベネズエラが５万人、英国が５万人、 

フランスが３万人、 

ブラジルが１．２万人、 

メキシコ・スペイン・アルゼンチン・イタリアが１万人、

スイス・デンマーク・フィンランドが５，０００人 

エクアドル・タイ・ハンガリーが２，０００人 

中国、イランが１，５００人。 

その他オーストラリア、トルコ、ポーランドなどで使用

されていたという。 

 

同社の製品を使用したベネズエラ人は２１年６月末ま

でに被害者団体「Pipa World」に加入し、賠償金を受け

取ることができるという。 

 

以上 


