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（写真）EL NACIONAL “２１年８月から印刷媒体の新聞発行を再開” 

 

 

２０２１年６月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 赤十字と２つの合意 

～ワクチン接種協力、分かれた家族の再会～」 

「イラン軍艦 目的地はベネではなくシリア？」 

「米国議員 バイデン政権に制裁解除を要請」 

経 済                     

「El Nacional 印刷版メディアを再開」 

「マドゥロ政権 スペイン凍結資産の奪取試みる」 

社 会                     

「６月 Covid-１９で医療従事者３７名が死亡」 

「La Vega地区 マフィアが再び拠点占領」 

２０２１年６月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「CPI マドゥロ政権の人権侵害調査始めるか 

～サアブ検事総長解任の噂も、後任は・・～」 

経 済                    

「Plus Ultra PDVSAに７４０万㌦支払う？」 

「燃料不足による損失 ３カ月２～５千ドル／社」 

「SINIAT ５月の徴税額１．５億ドル超」 

「Nestle ベネズエラで KITKAT の販売再開」 

社 会                    

「汚職対策指数 ベネズエラ米州で最下位」 

「米国 ベネ・コロ・ペルーの犬の入国を禁止」 
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２０２１年６月１４日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 赤十字と２つの合意          

  ～ワクチン接種協力、分かれた家族の再会～」       

 

マドゥロ政権は５月末から一般向けの Covid-１９ワク

チン接種を本格的に開始している（「ベネズエラ・トゥ

デイNo.606」）。 

 

６月１４日 マドゥロ政権と赤十字は協定を締結。 

ワクチン接種を加速するためロジスティクス面、人材面

でマドゥロ政権に協力することで合意した。 

 

カルロス・アルバラード保健相によると、赤十字は医師

らを派遣し、ワクチン接種活動を行う。 

 

また、ワクチン接種を短い期間で進めるためのロジステ

ィクス的なアドバイス、医療資材・救急車の提供などを

行うという。 

 

アルバラード保健相によると、これまでに２８６万のワ

クチンが到着している。 

 

また、赤十字はベネズエラ外務省と人道支援のテーマで

協定を締結。 

 

内容は親が外国に移住したことでバラバラになってし

まった家族を再会させる活動に関するもの。 

 

アレアサ外相は赤十字の協力に感謝の意を示し、両組織

の協力関係が深化することを願うと発言した。 

 

なお、先日 アプレ州で続いている軍部と FARC離反グ

ループとの衝突で、FARC離反グループに拘束されたベ

ネズエラ軍人８名が開放された（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.607」）。 

アレアサ外相は、この拘束された軍人８名の解放にも赤

十字の協力があったと言及。赤十字に改めて感謝の意を

示した。 

 

 

（写真）外務省ツイッター 

“赤十字代表と協定を締結するアレアサ外相” 

 

「イラン軍艦 目的地はベネではなくシリア？」         

 

現在、アフリカ大陸を２隻のイラン軍艦（「Makran」

「Sahand」）が北上しており、この船がベネズエラに向

かっている可能性が高いと報じられていた。 

 

ベネズエラとイランが武器取引を始めると米州地域の

安定に問題が起きるとして、米国は特に警戒感を強めて

いた。 

 

現在もイラン軍艦の目的地は定かではないが、この軍艦

がベネズエラではなく、シリアに向かっている可能性が

浮上してきた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efe4d6a55173f4f5295619e90fef908.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9efe4d6a55173f4f5295619e90fef908.pdf
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船舶の動きをモニタリングする「Tanker Trackers」は、

「我々は、イラン軍艦の「Makran」と「Sahand」がロ

シアを支援する目的でシリアに向かっていると考えて

いる」と分析した。 

 

今の動きだと７月４日にはジブラルタル海峡を通過す

るという。 

 

 

（写真）Tanker Trackers 

 

「米国議員 バイデン政権に制裁解除を要請」                  

 

６月１４日 米国下院の Jim McGovern 議員（マサチュ

ーセッツ州選出、民主党議員）は、バイデン政権に対し

て、ベネズエラへの経済制裁を解除するよう要請。 

 

「米国の対ベネズエラ政策を修正する時が来たと考え

ている。お金を両替するようにベネズエラ国民の生活を

扱う政策を変える時だ。バイデン政権は、これまでと違

う手段で目的を達成することを考えなければならない。」 

と主張した。 

 

また、制裁はベネズエラ国民ではなく、マドゥロ政権に

影響を与えているとの主張について「経済悪化は国民生

活の悪化を意味する」と指摘。 

 

他、ワシントンのシンクタンク「経済政治リサーチセン

ター（CEPR）」が発表した調査を引用。 

CEPR によると、２０１７年、１８年の２年間だけでも

米国の制裁は４万人のベネズエラ人の死を引き起こし

たとしている。 

 

経 済                        

「El Nacional 印刷版メディアを再開」           

 

野党系メディアの代表格としてマドゥロ政権を非難し

てきた「El Nacional」は、先日カベジョ PSUV副党首に

対する名誉棄損で罰金３０００万ドルを命じられ、カラ

カスの本社は差し押さえられている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.600」「No.611」）。 

 

厳しい状況にある「El Nacional」だが、ベネズエラ国内

で印刷媒体の新聞を再び発行するという。 

 

「El Nacional」の Jorge Makriniotis役員は、 

「２年半の新聞発行休刊と１カ月間の本社差し押さえ

の中でも、我々は新聞発行を再開する」 

と発表した。 

 

Makriniotis氏によると、発行再開は２１年 8月３日（「El 

Nacional」設立から７８年目）を予定しているという。 

 

ただ、この新聞発行にマドゥロ政権が同意しているかは

不明（恐らく同意していないだろう）。 

 

賠償金を全額支払いできていない場合は、同社が新聞販

売で得た収入は差し押さえの対象になりそうで、今後

「El Nacional」がどうなるのかは不透明だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
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「マドゥロ政権 スペイン凍結資産の奪取試みる」                  

 

スペイン紙「El Mundo」は、マドゥロ政権がスペインに

凍結されている２，５００万ユーロ（３，０００万ドル）

の奪還を試み、拒絶されたと報じた。 

 

「El Mundo」によると、マドゥロ政権が奪還を試みた

のは、「ガイアナ開発公社（CVG）」の口座。 

 

この口座は２０２０年１月にグアイド政権が任命した

エンリケ・カスティージョ氏に管理者権限が移っている

という。 

 

マドゥロ政権は「CVG」の管理者権限をマドゥロ政権側

で CVGの代表を務めているマリア・ロサリオ氏に変え

ようとしたという。 

 

しかし、この試みは拒絶され、計画は失敗に終わった。 

 

社 会                        

「６月 Covid-１９で医療従事者３７名が死亡」           

 

６月１４日 医療関連の情報をソーシャルメディアで

投稿している「Monitor Salud」は、６月１日～１３日ま

での間に Covid-１９が原因で医療従事者が３７名死亡

したと発表した。 

 

なお、３月からの実績も公表しており、「Monitor Salud」

によると、 

 

２１年３月は７４名、 

４月は１０３名、 

５月は７０名 

だったという。 

 

 

 

 

（写真）Monitor Salud 

 

「La Vega 地区 マフィアが再び拠点占領」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.612」で、軍と警察が

共同で La Vega 地区を拠点とするマフィア集団を攻撃

し、３８名を拘束したとの報道を紹介した。 

 

この作戦で La Vega のいくつかのマフィアの拠点を占

拠することに成功していた。 

 

しかし、発表翌日の６月１４日 早朝からマフィアとの

交戦が始まり、結局占領したはずの拠点が再びマフィア

の手に渡ったと報じられている。 

 

報道によると、マフィアグループは民間人を人質に取り、

警察・軍に対して「拠点から退去しなければ１時間ごと

に１人ずつ殺害する」と脅迫したという。 

この脅迫が理由かどうかは定かではないが、２名の一般

人が死亡したと報じられている。 

 

なお、今回軍・警察を攻撃したのは「Mayeyes」という

マフィアグループのようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7fe74fe429f9bb99882c74fc4df86cca.pdf
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２０２１年６月１５日（火曜）              

政 治                       

「CPI マドゥロ政権の人権侵害調査始めるか     

 ～サアブ検事総長解任の噂も、後任は・・～」        

 

「国際司法裁判所（CPI）」は、マドゥロ政権が「人道に

対する犯罪」を犯したかどうかの調査を開始するかどう

かの事前調査を行っている。 

 

この調査は最終段階を迎えており、近日中に結果を公表

するとみられている。 

 

調査が始まったとしても結論が出るのは更に先になる

ため、すぐに大きな影響が出ることはないと思われるが、

マドゥロ政権は調査自体を始めさせないためタレク・ウ

ィリアム・サアブ検事総長を通じて CPI に働きかけて

いる。 

 

この流れで６月１４日 タレク・ウィリアム・サアブ検

事総長は CPI に対して「制裁がベネズエラ国民の人権

を侵害している」と主張する報告書を提出。 

同時に米国とベネズエラの扱いが不平等であることに

異議を表明した。 

 

最終発表はされていないが、CPI がベネズエラの調査を

正式に始める可能性は高い。 

 

ただ、CPI の調査はベネズエラ側の対応を悪化させる懸

念がある。 

 

軍部問題の専門ジャーナリス Sebastiana Barraez 氏は、

マドゥロ大統領の妻、シリア・フローレス氏がサアブ検

事総長の解任を検討していると報じた。 

 

サアブ検事総長の後任候補は、与党国会で第１副議長を

務めているイリス・バレラ議員だという。 

 

バレラ議員は刑務相を長年務めた人物で、犯罪者との関

係が強い人物と言われている。 

 

マドゥロ政権の中でも最も気性が荒い人物の１人と言

われており、その気性の荒さから「Fosforo（マッチ＝す

ぐに火が付く）」というあだ名があるくらいだ。 

 

現在、サアブ検事総長は CPI と一定の協力関係を維持

している。しかし、バレラ議員が検事総長になったとす

れば CPI との関係は悪化する可能性が高い。 

 

視点を変えれば、CPI に上記のような問題意識を持たせ

ることで、CPI の決定に影響を与えようとして、わざと

今回の噂を拡散させている可能性もある。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左からサアブ検事総長、フローレス大統領夫人、 

イリス・バレラ国会第１副議長” 

 

なお、これまで CPI でベネズエラ問題の調査を担当し

ていたフトウ・ベンソーダ検事は９年間の任期を終え、

CPI 検事の任を解かれた。 

 

今後、ベネズエラ問題の担当はKarim Asad Ahmad Khan

氏に移るという。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年６月１４日～６月１５日報道            No.６１３   ２０２１年６月１６日（水曜） 

6 / 7 

 

経 済                       

「Plus Ultra PDVSAに７４０万㌦支払う？」            

 

スペイン系メディア「Vozpopuli」は、スペインの航空

会社「Plus Ultra」が PDVSA に借金６１０万ユーロ（約

７４０万ドル）を支払おうとしていると報じた。 

 

この支払いは「Plus Ultra」がベネズエラで給油したジ

ェット燃料の未払い分。 

 

マドリッド―カラカス間の運行を続けるためには、同支

払いが不可欠だという。 

 

PDVSA は米国の制裁対象に入っており、同社への支払

いは容易ではない。 

 

「ウィークリーレポート No.201」でも紹介したが、

「Plus Ultra」は以前からマドゥロ政権とのつながりが

指摘されている。 

 

スペインの「産業出資公社（SEPI）」は「Plus Ultra」に

対して救済措置として５３００万ユーロの資金投入を

行っており、スペインの資金が「Plus Ultra」を通じて

マドゥロ政権に流れるとの指摘も出ている。 

 

「燃料不足による損失 ３カ月で２～５千ドル／社」         

 

ベネズエラ最大の経済団体「Fedecamaras」のデジタル

生産性観測所は、ディーゼル燃料の不足がどの程度ベネ

ズエラ経済に悪影響を与えたのかを調査した。 

 

調査は加盟企業２４６社に対して行ったもの。 

 

回答企業の９割は燃料不足の影響を受けていると回答

したという。 

 

 

また、「２１年１月～３月にかけてディーゼル燃料不足

を理由として、どの程度の経済損失を被ったか」 

との質問について、 

「２，０００～５，０００ドル」の回答が最も多く全体

の３０．１％。 

 

次に多かったのは「２，０００ドル以下」で全体の２０．

７％。 

 

２３．５８％は「計算不能」だったという。 

 

また、「給油するために行列に並ぶ期間」について、 

「１日～５日」との回答が全体の２９．２７％。 

１０．５７％は「１０日以上」と回答したという。 

 

また、燃料が不足している最も大きな要因について 

６５．４％は「国内の生産が不足しているため」と回答。 

３０．１％は「政権の運営ミス」と回答。 

「制裁が理由」との回答はわずか２．４％だった。 

 

「SINIAT ５月の徴税額１．５億ドル超」         

 

「徴税庁（SENIAT）」は２１年５月の徴税額を公表。 

 

５月の税収は約４８４．２兆ボリバルだったとした。 

この金額をドルに換算すると１億５，５４０万ドルにな

る。前年同期と比べてドル建てで７９．２％増えたとし

た。 

 

内訳は 

「法人税・所得税」が併せて２，３９０万ドル。 

「消費税」が７，２５０万ドル。 

「関税」が２，１００万ドル。 

「罰金・たばこ税等」が３，７５０万ドル 

だったという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/386be78ef563ca2ae7e83c16d826c7a8.pdf
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また、２１年１月～５月までの徴税額は合計で５億４，

１８０万ドルだったと発表した。 

 

「Nestle ベネズエラで KITKAT の販売再開」         

 

米国菓子メーカー「Nestle Venezuela」は、同社の看板

商品「KITKAT」をベネズエラで再び販売すると発表し

た。 

 

ベネズエラは深刻な経済不況が続いているもののドル

建てでの販売が一般的になったことで、以前よりはビジ

ネスをしやすい環境になっており、事業を再開する会社

も散見される。 

 

お菓子などは比較的再開しやすい業種なのかもしれな

い。 

 

 

（写真）Nestle Venezuela 

 

社 会                       

「汚職対策指数 ベネズエラ米州で最下位」            

 

「La Americas Society」「Control Risks」は、共同で行っ

ている「米州１５カ国の汚職対策指数」を公表。 

 

ベネズエラは調査対象国の中で最も低い点数だった。 

 

 

 

最も良い評価を受けたのは、ウルグアイで１０点満点中

７．８点。 

 

２番目はチリで６．５１点、コスタリカ（６．４５）、ペ

ルー（５．６６）、アルゼンチン（５．１６）、ブラジル

（５．０７）、コロンビア（４．８１）、エクアドル（４．

７７）、パナマ（４．５５）、ドミニカ共和国（４．３８）、

メキシコ（４．２５）、パラグアイ（４．０８）、グアテ

マラ（３．８４）、ボリビア（２．４３）、ベネズエラ（１．

４）だった。 

 

「米国 ベネ・コロ・ペルーの犬の入国を禁止」         

 

「米国疾病予防管理センター（CDC）」は、狂犬病の予

防措置として１００カ国超の国から犬の入国を禁止し

た。このリストの中には、ベネズエラ・コロンビア・ペ

ルー・グアテマラも含まれている。 

 

この規制が始まる前まで、このリストに入っている国の

犬が米国に入国する際は、狂犬病の予防接種をしたこと

を証明する証明書を提示するだけだった。 

 

しかし、今回の規制により CDCが事前に入国を許可す

る旨の書類を発行しなければ、リストに入っている国の

犬を入国させることができなくなった。 

 

CDC によると狂犬病の予防接種は生まれて４カ月以降

に行う必要があり、生後４か月以内に接種をしても効果

的ではないという。 

 

この制度は米国に住んでいる人が動物連れで米国に帰

国する際にも適用されるため、米国在住の人も無関係で

はないようだ。 

 

以上 


