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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 レオポルド・ロペス VP 党首による新国会テロ計画を訴え” 

 

 

20 年 12 月 28～31 日（月～木） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 野党の新国会テロ計画を訴え 

～情報提供者に５０万ドル～」 

「米国 CITGO 元役員を有罪にした判事ら制裁」 

「２１年４月からロシア製ワクチンを無料接種」 

「アレックス・サアブ氏 エチオピア移動計画？」 

経 済                     

「ハリバートン ベネズエラ事業から撤退」 

「マドゥロ政権 ガソリン補助金完全廃止を検討」 

社 会                     

「年明けを祝うカラカスの様子」 

21 年 1 月 1～3 日（金～日） 

 

政 治                    

「１月４日から Covid-１９隔離措置を再開 

～飛行機移動制限、１４日間連続の可能性も～」 

「野党国会 ２１年の常任委員会代表を任命」 

「野党国会 COVAX ファシリティ参加を承認」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 ドル送金での決済を承認 

～現金をなくしデジタル決済に移行？～」 

社 会                    

「不法出国防止のためスクレ州沖の監視を強化」 

「カラボボ州の Tocuyito 刑務所で暴動発生」 
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２０２０年１２月２８～３１日（月曜～木曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 野党の新国会テロ計画を訴え     

        ～情報提供者に５０万ドル～」       

 

１２月２９日 カルメン・メレンデス内務司法相は、「大

衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首をリーダー

とするテロ計画が存在すると発表。 

 

「祖国を冒涜するような計画が存在している。 

現在、ベネズエラ右派は外国勢力の支援を受け、国会発

足をボイコットするための計画を進めている。 

彼らはベネズエラ社会を不安定化し、国民に恐怖とパニ

ックを伝染させようとしている。」 

と説明し、２０２１年１月５日に予定されている新国会

の発足を妨害しようとしていると訴えた。 

 

メレンデス内務司法相の説明によると、「国家警察

（PNB）」は、１２月２４日にロナルド・エンリケ・フ

ローレス・リベロ（あだ名、フラコ）という人物をトゥ

ルヒージョ州で逮捕したという。 

 

フラコ氏の自供によると、１２月２１日にリオアチャ地

区でコロンビアの諜報機関職員と思われる人物３名に

加えて、複数の亡命ベネズエラ人と会合を行い、テロに

関する計画を立てており、フラコ氏は１２月２７日～１

月５日の間にベネズエラを混乱させる役割を負ってい

たという。 

 

内務司法省は、フラコ氏が話したコロンビアの諜報機関

職員３名の拘束を試みており、情報提供者には５０万ド

ルを支払うと発表した。 

 

メレンデス内務司法相の発表後、マドゥロ大統領は、本

件について補足。 

 

捜索中のコロンビア人３名の名前について、似顔絵を提

示し、情報提供を求めた。 

なお、マドゥロ大統領によると、彼らの名前は１人は

Gerson Rojas Rojas 氏（あだ名、Berlin）。残りの２人は

Miguel と Baltazar と呼ばれていたという。 

 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

フ ラ コ 氏 の 他 に 、 同 計 画 に 関 与 し て い た Víctor 

Estupiñan 氏を拘束していると説明。 

 

また、同計画はサイバーテロ集団「Anonymous」が関与

しているとした。 

 

「米国 CITGO 元役員を有罪にした判事ら制裁」         

 

１２月３０日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、

ベネズエラ最高裁判所の Lorena Carolina Cornielles 

Ruiz 判事と Ramón Antonio Torres Espinoza 検事の２

名に制裁を科した。 
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１１月２７日 最高裁は２０１７年に拘束した CITGO

役員６名に対して有罪判決を下した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.530」参照）。 

 

今回 OFAC が制裁を科した２名は、同裁判で有罪を宣

告した判事と有罪を求刑した担当検事だという。 

 

米国のポンペオ国務長官は、２名に制裁を科した理由に

ついて、 

「彼ら２名の公務員は CITGO 役員に対する虚偽の判

決において重要な役割を担った人物だ。今回の裁判は公

平で適切なプロセスを欠いており、政治的な動機による

判決だった。」 

と説明している。 

 

「２１年４月からロシア製ワクチンを無料接種」                  

 

１２月２９日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ロシ

アと Covid-１９のワクチン接種に関する協定を締結し

たと発表。 

 

１，０００万人のベネズエラ人に対して無償でワクチン

接種を行うと発表した。 

 

ベネズエラはロシア製の Covid-１９ワクチン「Sputnik 

V」のフェーズ３（大衆への臨床試験の実施）に協力し

ている。 

 

マドゥロ大統領は９０日後にはワクチンを接種できる

ようになると説明しており、２１年４月にはワクチン接

種が始まることになる。 

 

 

 

 

 

 

「アレックス・サアブ氏 エチオピア移動計画？」         

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、マドゥロ政権がアレッ

クス・サアブ氏をエチオピアに移動させる計画を立てて

いると報じた。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権のテスタフェロ

（資金隠しに協力する人物）且つフィクサー（正規の手

続きを経ることなく、政治などの意思決定に影響を与え

る手段・人脈を持つ人物のこと）として知られる人物。 

 

２０年 7 月 イランへの移動中に給油のための立ち寄

ったカボベルデで拘束され、米国が引き渡しを求めてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

サアブ氏が米国に渡れば、マドゥロ政権が隠している裏

取引や制裁回避手段などが明らかになる可能性が高く、

マドゥロ政権はカボベルデ政府に対して、サアブ氏の開

放を求めている。 

 

マドゥロ政権がどのようにサアブ氏をエチオピアに移

動させようとしているかと言うと、マドゥロ政権は、サ

アブ氏をベネズエラのアフリカ連合（UA）代表大使に

任命し、公務としてエチオピアのアジスアベバに移動さ

せようとしている。 

外交官として認識されれば、免罪特権が適用され、拘束

から解放されることになる。 

 

「El Tiempo」は、ベネズエラ外務省が発出した任命状

の写真を公開しており、この報道が事実である可能性は

高そうだ。 

 

１週間前、サアブ氏を開放する目的でマドゥロ政権がカ

ボベルデに GOLD を渡したと報じられており、手続き

を円滑に進めるための便宜供与の資金になっている可

能性はありそうだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.541」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afa632fbba396d7cd22593c4089a6484.pdf
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（写真）El Tiempo 

 

経 済                        

「ハリバートン ベネズエラ事業から撤退」           

 

１２月２９日 米国の石油・天然ガス事業者「ハリバー

トン」は、ベネズエラの事業を清算し、ベネズエラ国内

の全ての雇用者を解雇すると発表した。 

 

Elyangelica González 記者は自身のツイッターで、 

「ハリバートンで３年間務めた労働者は退職金として

１５０ドルを受け取った」と投稿した。 

 

なお、以下の写真は「ハリバートン」が労働者に事業清

算を通知した際のメールだという。簡訳は以下の通り。 

 

 

親愛なる労働者へ 

 

本メールを通じて、米国 OFAC のライセンス８Ｇを理

由に、「セルビシオス・デ・ハリバートン・デ・ベネズエ

ラ（以下、SHV）」の商業活動を停止し、永続的に雇用

を停止することを通知する。 

 

 

上記の結果は「SHV」の意志とは異なるものだが、ベネ

ズエラ労働法第７６条を理由に、本日より SHV との労

働関係は両者の意思とは無関係に消滅する。 

 

退職にかかるパッケージ、勤続証明書の発行、フォース

マジョール（天災）による関係の停止を説明する書類は、

担当メッセンジャーを通じて渡されることになる。 

 

担当メッセンジャーは２０年１２月２９日～２１年１

月５日の間に電話・メール等であなた方に連絡をし、上

記の引き渡し日時を決める。あなた方は受け取る退職金

にクレームをする権利がある。 

 

 

 

（写真）Elyangelica González 記者ツイッターより抜粋 

 

「マドゥロ政権 ガソリン補助金廃止を検討」                  

 

クラウディオ・ファリアス陸運省次官は、「Union Radio」

のインタビュー番組に出演。公共運送業のガソリン補助

金を撤廃することを検討していると発表した。 

補助金が廃止されれば、バスなどの交通費が大幅に増加

することになるだろう。 

 

現在、公共セクターの燃料代は BsS.５０００／リット

ル。また、一般の人でも補助金付きのレギュラーガソリ

ン価格は BsS.５０００／リットル。 
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しかし、補助金なしのレギュラーガソリン価格およびハ

イオクガソリンの価格は０．５ドル／リットルとなって

いる。 

 

現在の為替レートが１ドル約 BsS.１００万であること

をふまえると、BsS.５０００はドルに換算すると０．５

セント。ガソリンを２００リットル給油するために、１

ドルしかかからないことになる。 

 

ファリアス次官によると、現在はまだ検討段階であり、

具体的な検討金額などを述べることは許可されていな

いという。 

 

社 会                        

「年明けを祝うカラカスの様子」             

 

２１年１月１日の深夜０時、カラカスでも新年を祝うた

めの打ち上げ花火があがった。 

 

筆者が駐在していた頃（特に２０１２年～１４年頃）は、

至る所で打ち上げ花火が上がっていたが、今年はそこま

で花火は打ち上げられなかったようだ。 

 

 

 

また、（スペインから持ち込まれた習慣のようだが）ベ

ネズエラには新年に鐘の音に合わせて１２粒のブドウ

を食べる習慣がある。 

 

鐘の音に合わせて１２粒のブドウを食べきることが出

来れば、願いが叶うという習わしのようだ。 

 

しかし、ブドウ１キロの値段は８～１０ドルのようで、

多くの家庭でブドウが年始に食べられなくなったと報

じられている。 

 

２０２１年１月１日～３日（金曜～日曜）              

政 治                        

「１月４日から Covid-１９隔離措置を再開        

 ～飛行機移動制限、１４日間連続の可能性も～」        

 

マドゥロ大統領は、１月４日（月曜）から Covid-１９感

染防止のための隔離措置を再開すると発表した。 

 

マドゥロ政権は、２０年６月から１週間ごとに隔離と隔

離緩和を繰り返す「７＋７」という措置を取っている。 

 

１２月については、年末の特別措置として隔離週を設け

なかったが、１月からは再開するようだ。 

 

１月４日（月曜）～１０日（日曜）までの間、スーパー

マーケット、ドラッグストア、その他警察・通信・電力

会社・食料運送業など必須産業以外の業種は事業を停止

しなければならない。 

 

なお、マドゥロ大統領は、「Covid-１９対策グループか

ら１４日連続して隔離措置を取るよう求められている」

と発言しており、場合によっては２週間連続の隔離措置

が取られる可能性もあるようだ。 
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また、「国家民間航空監督局（INAC）」は、国内線につ

いて７つのルートを除き、運航停止措置を続けると発表

した。 

 

現在許可されている国内線は以下の通り。 

 

・カラカス空港 ⇔ ロスロケス 

・カラカス空港 ⇔ カナイマ 

・マイケティア空港 ⇔ ロスロケス 

・マイケティア空港 ⇔ ポルラマル 

・マイケティア空港 ⇔ カナイマ 

・ポルラマル空港 ⇔ バレンシア 

・ポルラマル空港 ⇔ マラカイボ 

 

なお、１月３日時点のベネズエラの Covid-１９感染者

数は１１万４，２３０名（３日の Covid-１９新規感染確

認数は１４７名）。死者は１，０３４名。 

 

現在も感染中の患者は４，９２８名となっている。 

 

 

 

（写真）情報通信省 

 

 

 

 

 

 

「野党国会 ２１年の常任委員会代表を任命」           

 

野党国会は、２１年の国会の常任委員会代表を決定した。 

 

・内政常任委員会 

代 表：エドガー・サンブラーノ議員（AD） 

副代表：ルイス・ステファネッリ議員（VP） 

 

・外交・国家主権常任委員会 

代 表：オリビア・ロサノ議員（VP） 

 

・行政管理常任委員会 

代 表：マカリオ・ゴンサレス議員（VP） 

 

・財務・経済開発常任委員会 

代 表：カルロス・パパローニ議員（PJ） 

副代表：ルイス・シルバ議員（AD） 

 

・エネルギー・石油常任委員会 

代 表：エリアス・マタ議員（UNT） 

副代表：トビアス・ボリバル議員（AD） 

 

・国防・国家安全常任委員会 

代 表：エリセル・シティル議員（AD） 

 

・統合・社会開発常任委員会 

代 表：アントニオ・メンドーサ議員（PJ） 

 

・先住民常任委員会 

代 表：ロメル・グサマナ議員（VP） 

副代表：フリオ・ヤガルサ議員（UNT） 

 

・通信・メディア常任委員会 

代 表：ジョニー・ラハル議員（PJ） 
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・科学技術革新常任委員会 

代 表：ディノラ・フィゲラ議員（PJ） 

副代表：マリアネラ・フェルナンデス議員（UNT） 

 

・文化・レクリエーション常任委員会 

代 表：アレックス・パパロニ議員（UNT） 

 

・管理・サービス常任委員会 

代 表：ルイス・フロリド議員（UNT） 

 

・環境・気候変動常任委員会 

代 表：マリア・ガブリエラ議員（PJ） 

副代表：オルランド・アビラ議員（UNT） 

 

・刑務常任委員会 

代 表：ウィリアム・ダビラ議員（AD） 

 

・家族常任委員会 

代 表：ロミー・フローレス議員（AD） 

 

役職者の人数で見ると、 

「行動民主党（AD）」が６名（代表４名・副代表２名） 

「第一正義党（PJ）」が５名（代表５名） 

「新時代党（UNT）」が６名（代表３名、副代表３名） 

「大衆意志党（VP）」が４名（代表３名、副代表１名） 

となっている。 

 

VP の人数が少ないが、「行政管理常任委員会」や「外交・

国家主権常任委員会」など、重要な役職は VP が代表を

務めている。 

 

ベネズエラ国内については、実質的にマドゥロ政権が権

限を有しており、野党国会には権限がないことを踏まえ

ると重要役職を抑えている VP が最も利益を得た役職

配分と言えそうだ。 

 

 

 

「野党国会 COVAX ファシリティ参加を承認」            

 

１月３日 野党国会は Covid-１９ワクチンを購入する

ための国際的な枠組み「COVAX ファシリティ」に参加

することを承認した。 

 

「COVAX」は、ユニセフが主導的な役割を担うワクチ

ン購入システム。COVID-１９のワクチンを、複数国で

共同購入し、公平に分配することを目的としている。 

 

ユニセフは国連組織であり、国連はマドゥロ政権をベネ

ズエラ政府と認識している。野党主導で COVAX の枠

組みに加入できるのかは不明だ。 

 

また、本稿「２１年４月からロシア製ワクチンを無料接

種」の通り、マドゥロ政権はロシア製ワクチン「Sputnik 

V」を接種する方向で進んでいる。 

 

Covid-１９に対する与党と野党の足並みが揃っていな

いように見え、今後どのようになるのか不明だ。 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 ドル送金での決済を承認      

   ～現金をなくしデジタル決済に移行？～」            

 

１月１日 マドゥロ大統領は、財・サービスの決済手段

としてのドル送金を認めると発言した。 

 

ベネズエラではドル取引が一般化しているが、決済は現

金ドル、外国にある銀行ドル口座のクレジットカード、

デジタル通貨などを使用している。 

 

ベネズエラ国内の銀行でもドル口座を保有し、口座から

ドル現金を引き出すことは可能になっているが、国内銀

行のドル口座から電子送金で財・サービスを決済する行

為は禁止されている。 
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マドゥロ大統領は、この禁止規則を緩和し、更に外貨建

ての取引を促進する姿勢を示したと理解できる。 

 

また、マドゥロ大統領は、２０２１年はこれまで以上に

デジタル決済を普及させると発言。最終的に、現金取引

を無くし、１００％デジタル決済が出来る社会に移行す

るとした。 

 

社 会                       

「不法出国防止のためスクレ州沖の監視を強化」            

 

１月２日 マドゥロ政権は、スクレ州からトリニダード

トバゴに船で移動するベネズエラ人を止めるため、監視

体制を強化すると発表した。 

 

１２月 スクレ州から船でトリニダードトバゴに移動

しようとしたベネズエラ人グループが移動中に溺死す

る事件が起きた。 

 

現時点で３３名のベネズエラ人の死亡が確認されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.541」参照）。 

 

本件について、野党側はトリニダードトバゴが不法入国

者を拘束し、簡易な船で強制送還したために起きた事件

だと主張し、トリニダードトバゴ政府を非難。世界的に

非難を受ける政治問題になっている。 

 

３３名が死亡した背景は定かではないが、トリニダード

トバゴ政府にとっては迷惑な話だろう。 

 

トリニダードトバゴ政府は、南米では数少ないマドゥロ

政権の友好国だ。トリニダードトバゴ政府に協力するた

めにも不法移民の取り締りを強化すると思われる。 

 

 

 

 

「カラボボ州の Tocuyito 刑務所で暴動発生」         

 

カラボボ州にある「El Libertador 収容施設（通称、

Tocuyito 刑務所）」で暴動が発生した。暴動の原因は、

食料問題だという。 

 

事件が起きたのは１月１日。 

「ベネズエラ刑務所観測所（OVP）」が囚人の家族から

確認した情報によると、囚人が刑務所内で鶏肉を販売し

ていたという。 

 

この状況にお金を持たない多くの囚人の不満が爆発し、

暴動に発展したという。 

 

反乱した囚人１６０名は刑務所内のマットを燃やすな

どして立てこもっており、暴動が鎮静化したという報道

は確認できていない。囚人の家族は警察が銃を使用し、

暴動をせん滅することを懸念しているという。 

 

なお、ベネズエラの刑務所の状況に関するドキュメンタ

リーをレポートにしたことがある。興味のある方は過去

レポート「ウィークリーレポート No.176」を参照され

たい。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afa632fbba396d7cd22593c4089a6484.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9eec7d5470bf7473317976cbd1675f5.pdf

