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（写真）米国財務省 “「外国資産管理局（OFAC）」 制裁ライセンスを修正、制裁を一部緩和” 

 

 

２０２１年２月１日（月曜） 

 

政 治                     

「国連 制裁の影響を確認するため調査員を派遣」 

「マドゥロ政権 Gedeon 作戦参加者の証言公開」 

「野党 近日中に統一同盟プラットフォーム公開」 

経 済                     

「イラン産ガソリン ベネズエラに到着」 

「米国ベネズエラ商工会議所 会長交代」 

「ロイター 外貨建デビッドカード普及を報道」 

社 会                     

「カラカス旧市街地の家賃もドル化傾向」 

「マドゥロ大統領 学校再開について言及」 

２０２１年２月２日（火曜） 

 

政 治                    

「Covax ベネズエラへ米ワクチンを供給 

ロシア製ワクチンも４月に供給予定」 

「野党の外国資産保護経費は５０００万ドル」 

「コンタクトグループ 早急に交渉開始求める」 

経 済                    

「米国政府 制裁ライセンスを修正 

～港湾・空港取引に関する制裁規則を緩和～」 

「Movilnet（国営携帯会社） 民営化を議論 

～ABC マドゥロ政権の方針転換を報道～」 

「１月 新取引先が原油輸出の７割超占める」 
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２０２１年２月１日（月曜）             

政 治                       

「国連 制裁の影響を確認するため調査員を派遣」       

 

２０年末 国連は、米国がベネズエラに科している経済

制裁が人道支援にどのような影響を与えているのかを

調査するため、ベネズエラに調査員を派遣することを決

定していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.542」）。 

 

２月１日 国連調査員としてアレナ・ドーハン氏がベネ

ズエラを訪問。ドーハン氏は、２月１日～１２日までベ

ネズエラに滞在し、政治・経済・社会分野の関係者らと

意見交換を行う予定となっている。 

 

国連によるとドーハン氏は、国際法、人権の専門家でベ

ラルーシのミンスク国立大学の教授やミンスク「平和研

究所」の役員などを務めている。 

 

ドーハン氏は、出発前に 

「今回の訪問は制裁がベネズエラ人の人権にネガティ

ブな影響を与えているかの確認に焦点を当てている。制

裁が人道支援の実施の障害となっているか協力と対話

の意思を持って調査を行いたい。」 

とコメントしていた。 

 

なお、ドーハン氏のベネズエラ滞在中のスケジュールは

明らかにされていない。また、滞在中にドーハン氏がメ

ディアにコメントすることはなく、会合でどのようｎ内

容について話したかも極秘となる。 

 

ドーハン氏は、ベネズエラ訪問の最終日２月１２日１４

時に「ホテル・ルネッサンス」にて記者会見を予定して

いる。また、訪問終了後９月に国連の人権委員会に対し

て視察報告書を提出する予定だという。 

 

 

マドゥロ政権は、野党が外国に求めている制裁がベネズ

エラに悪影響を与えていると訴えており、国連調査員が

どのような認識をするのかが注目されている。 

 

前述の通り、ドーハン氏のスケジュールは公表されてい

ないが、メディアはドーハン氏の動きを追っており、報

道などで確認できる。 

 

２月２日 ドーハン氏は、２０年１２月の国会議員選に

参加した穏健野党らと会談したようだ。 

 

２月２日 ティモテオ・サンブラーノ議員、ホセ・ブリ

ト議員、ホセ・グレゴリオ・コレア議員ら穏健野党の議

員らが、ドーハン氏が滞在していると思われる「ホテル・

ルネッサンス」から出たところが確認されている。 

 

マスコミはサンブラーノ議員らに会合の内容を聞いた

が、具体的な協議内容については語られなかった。 

 

ただし、穏健野党議員が制裁に否定的なのは明らかで、

制裁がベネズエラに与えている悪影響をドーハン氏に

伝えたものと思われる。 

 

 

（写真）Maduradas 

“サンブラーノ議員（左）とドーハン国連調査員（右）” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e206120dd474ecccab63804948d2bed4.pdf
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「マドゥロ政権 Gedeon 作戦参加者の証言公開」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.555」で、２０年５月

に行われたマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon Operation」

の関係者を新たに拘束したとの記事を紹介した。 

 

２月１日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、新たに拘束

したファン・グティエレス・アラングレン氏（呼び名

Doble Rueda）の証言映像を公開した。 

 

アラングレン氏は、映像で 

「自分は軍の仕事でラモベルデ収容施設に務めていた

ことがあり、そこでレオポルド・ロペス党首との家族面

談や家族との電話などロペス党首の身の周りのサポー

トをする仕事を行い、ロペス党首と仲良くなった。」 

と説明。 

 

１９年２月 ファン・グアイド議長の呼びかけに応じ、

コロンビアに移動し、マドゥロ政権倒壊計画に参加した

と述べた。 

 

また、訓練施設はコロンビアのマイカオにあり、その施

設にはたくさんの離反軍人・警察官がいたという。 

 

その中にはロペス VP 党首がチャカオ市長だった頃に

チャカオ市警に務めていた人（マバレス・フレッド氏）

がいた。彼はロペス党首から直接、このグループに参加

するよう求められたという。 

 

また、クリベル・アルカラ氏の作戦会議には、野党議員

（レスター・トレド議員）やドゥケ大統領の関係者やト

ランプ大統領の関係者も参加していたと述べている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、「Gedeon Operation」

にロペス党首とグアイド政権が関与していたことは明

らかであると指摘。 

 

ロペス党首が「Gedeon Operation」を進めることを許し

たヘスス・シルバ元在ベネズエラ・スペイン大使は、テ

ロの共犯者だと訴えた。 

 

ロペス党首、グアイド議長らはこれらの訴えをマドゥロ

政権の嘘だと反論しているが、自らが潔白であると証明

するような証拠は出していない。 

 

逆 に マ ド ゥ ロ 政 権 側 は グ ア イ ド 政 権 が 「 Gedeon 

Operation」に関与していた証拠を複数出しており、グ

アイド政権と米国軍事コンサル会社「Silvar Corp USA」

の契約書も流出している。 

 

率直に言って、嘘を付いているのはグアイド政権のよう

に見えるだろう。 

 

「野党 近日中に統一同盟プラットフォーム公開」                  

 

１月３１日 「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首は、「El Espanol」の記事で、「数週間のうちに野

党はマドゥロ政権との闘いのため、政党や市民団体の新

たな統一プラットフォームを公開する」とコメントした。 

 

また、グアイド議長も同様の発表をしている。 

グアイド議長曰く、統一プラットフォームは、１２月１

２日に行われた国民投票で国民から受けた意思を順守

するためのものだという（「ベネズエラ・トゥデイ

No.540」）。 

 

グアイド政権が１２月に行った国民投票の質問は３つ。 

 

１つ目は、「マドゥロ政権に選挙やり直しを求めること」 

２つ目は、「１２月６日の国会議員選を認めないよう諸

外国に求めること」 

３つ目は、「人道支援を拡大する努力をすること」 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00160077f1dec7f56ab3d63895d0d001.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8540afec5786672a605a316042deff41.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8540afec5786672a605a316042deff41.pdf
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１つ目と２つ目は、今でも行っているので、新たなプラ

ットフォームとは、３つ目の「人道支援」を拡大させる

ためのグループなのではないか。 

 

経 済                        

「イラン産ガソリン ベネズエラに到着」           

 

イラン産ガソリンがベネズエラに向かっていると報じ

られていた。 

 

２月１日 アンソアテギ州のホセ・ターミナル、グアラ

グアオ・ターミナルにイランのタンカー「Faxon」と

「Fortune」が到着したことが確認された。 

 

タンカーには４０万バレルのガソリンやベネズエラ国

内での精製用の燃料が積まれているという。 

 

「Argus Media」によると、石油燃料の到着を受けてカ

ルドン製油所の稼働が再開。現在は、日量４．６万バレ

ルほどガソリンを精製していると報道。 

 

他方コロンビアに亡命した PDVSA 労働組合幹部イバ

ン・フレイテス氏によると、カルドン製油所は日量１．

７万バレルしか精製していないとしている。 

 

「米国ベネズエラ商工会議所 会長交代」         

 

ベネズエラには「日本ベネズエラ商工会議所（Ceveja）」

など、ベネズエラと当該国のビジネス関係者が集う商工

会議所が多く存在する。 

 

その中で「米国ベネズエラ商工会議所（VenAmCham）」

は、セミナー開催や書籍出版などを多く行っており、最

も大きな商工会議所だろう。 

 

 

 

その「VenAmCham」の会長が交代した。 

 

新たな会長は「ArcelorMittal-Unicon」の Héctor R. 

Rodríguez Albornoz 社長。１４年から同商工会議所の役

員を務めており、１９年には副会長となっていた。 

 

Albornoz 会長は、米国とベネズエラの関係が複雑な難

しい時期の会長を務めることになると報じられている。 

 

「ロイター 外貨建デビッドカード普及を報道」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.555」でベネズエラの

金融機関が顧客に外貨建てのデビッドカードを供給し

ているとの記事を紹介した。 

 

「SUDEBAN」は、外貨建てカードの発行は事前に

「SUDEBAN」の承認を得る必要があるとの通達を出し

ており、外貨建てカードの使用が制限されるのではない

かとの懸念が出ていた。 

 

２月１日 ロイター通信は、「SUDEBAN」による通達

発表後もカード発行が続いており、現地金融機関は

「SUDEBAN」から既に許可を得ている可能性が高いと

報道。 

 

１８年からマドゥロ政権は、ドル建て取引を容認するよ

うになり、現在は実質的にドル経済に近い状態になって

いると報じた。 

 

なお、２月１日 民間金融機関「Banco Nacional de 

Credito」は、自行のウェブサイトに外貨建てデビッドカ

ード発行サービスの紹介ページを開設。外貨建て決済サ

ービスを拡充する方針を示している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00160077f1dec7f56ab3d63895d0d001.pdf
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社 会                        

「カラカス旧市街地の家賃もドル化傾向」           

 

駐在員が住むチャカオ市などではドル建ての家賃支払

いが一般的だったが、旧市街地でも家賃のドル建て払い

が進んでいるようだ。 

 

一般人のツイッターで、首都カラカス旧市街地 La 

Canderaria 地区の家賃が投稿され、話題となっている。 

 

同ツイッターによると、「La Canderaria 地区」のアパー

ト１階の物件（家具無し）の家賃が月額５５０ドルだと

いう。 

 

入居には１年分の家賃前払いが必要で管理費として家

賃１カ月分。プラス仲介手数料として家賃１カ月分が必

要だという。 

 

つまり、５５０ドル×１２カ月＋１，１００ドル（管理

費・仲介手数料）で入居するための初期費用として７，

７００ドルかかるという。 

 

「マドゥロ大統領 学校再開について言及」                  

 

ベネズエラでは、２０年２月からインターネットや電話

などによる遠隔学習が続いている。 

 

１月３１日 マドゥロ大統領は、 

「全国的に通学学習と遠隔学習を混ぜる段階に来たと

考えている。安全に学習ができる状況が近づいている。」 

との見解を示した。 

 

なお、今週ベネズエラは Covid-１９の隔離週間なので、

食料品店や医薬品店など生活必需品の業種以外の営業

は禁止されている。 

 

 

マドゥロ大統領は「今週はクラスが再開することはない」

と言及しており、早ければ来週にでも学校が再開するこ

ともあり得るかもしれない。 

 

２０２１年２月２日（火曜）              

政 治                       

「Covax ベネズエラへ米ワクチンを供給        

     ロシア製ワクチンも４月に供給予定」        

 

２月２日 「米州保険機構（OPS）」は、Covid-１９ワ

クチンを供給する米州地域の「Covax メカニズム」を通

じて、３６カ国にワクチンを供給すると発表。 

その中にベネズエラも含まれていた。 

 

マドゥロ政権は OPS に対して未払金があるため、同ス

キームでワクチンを受け取ることは出来ないかもしれ

ないとの話もあったが、１月にグアイド政権が Covax 参

加を承認。その後、マドゥロ政権とどのような取り決め

があったかは不明だが、ベネズエラもワクチンを受け取

ることが出来るようになったようだ。 

 

Covax が供給するワクチンは、英国社アストラゼネカと

オックスフォード大学の共同研究で開発したワクチン。 

ベネズエラは、少なくとも１４０万のワクチンを受け取

ると報じられている。なお、ベネズエラ以外に Covax の

スキームでワクチンを受け取る国は以下の通り。 

 

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, 

México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay. 
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OPS がアストラゼネカ／オックスフォード大学のワク

チンを供給する一方で、マドゥロ政権はロシア製のワク

チン「Sputnik V」の使用を進めており、ベネズエラ国内

でも臨床試験を行っている。 

 

１月３１日 マドゥロ大統領は「Sputnik V」の試験は

問題なく進んでおり、１００％効果があると言及。 

 

４月～５月頃にワクチン接種を開始すると見通しを示

した。 

 

「野党の外国資産保護経費は５０００万ドル」           

 

「Efecto Cocuyo」は、グアイド政権が外国にあるベネ

ズエラ資産を保護する目的で支出した金額は約５，０８

０万ドルになると報じた。 

 

２１年１月１４日 グアイド政権は、外国にあるベネズ

エラ資産を保護するための訴訟にかかる弁護士費用に

ついて、未払い分の１，８７０万ドルを承認した。 

 

同様のコンセプトで２，３５０万ドルは既に承認されて

おり、この時点で合計４，２２０万ドルになる。 

 

更にベネズエラ中央銀行が英国に保管している GOLD

の裁量権を巡る訴訟費用で１０５万３，０５２ドル（弁

護士費用とは別の経費と思われる）。 

 

PDVSA の資産（恐らく PDVSA２０社債無効化のため

の訴訟）を保護するための訴訟経費として７５６万５４

４ドルを支出している。 

 

これらを含めると、合計約５，０８６．３万ドルになる。 

 

ただし、前述の１０５万ドル、７５６万ドルは野党国会

の承認を経ることなく支出されたと報じている。 

 

また、１月１４日に承認された弁護士費用の未払い分１，

８７０万ドルについても疑念が生じている。 

 

予算承認時の説明によると、１，８７０万ドルは当時会

計監査総長だったホセ・イグナシオ・エルナンデス氏が

契約締結時に計算を誤ったため追加で発生した費用だ

という。 

 

しかし、「Efecto Cocuyo」がエルナンデス元会計監査総

長に確認したところ、「そのような間違いは認識してい

ない」と回答。また、「仮に計算を間違えていたのであ

れば、国会から召集がかかり事実関係を確認させるはず

だが、そのような召集は無かった」と説明。 

 

「どのように計算間違いをしたとの結論に至ったのか

野党に説明をしてほしい」とコメントしたという。 

 

「コンタクトグループ 早急に交渉開始求める」         

 

２月２日 欧州を中心とする「コンタクトグループ」は

ベネズエラ問題について協議。 

 

ベネズエラ政治関係者らに対して、自由で民主的な選挙

を実現するため速やかに交渉を再開するよう求めた。 

 

「危機から脱出する唯一の手段は、速やかな政治交渉に

ある。包括的な対話によりベネズエラに自由で民主的で

信頼できる選挙を実現するための対話を早急に行うこ

とを求める。」 

との見解を示した。 

 

「コンタクトグループ」は、コスタリカ、エクアドル、

フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、パナマ、ポル

トガル、スペイン、スイス、英国、ウルグアイの１２カ

国で構成されていたが、今回から新たにドミニカ共和国、

チリが加盟し、１４カ国となった。 
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経 済                       

「米国政府 制裁ライセンスを修正           

 ～港湾・空港取引に関する制裁規則を緩和～」            

 

２月２日 バイデン政権は、発足後初めてベネズエラに

関する制裁ライセンスを修正した。 

 

修正したのは制裁ライセンス３０「ベネズエラの港湾・

航空オペレーションに対する特例措置」。 

 

このライセンスは、修正前は「ベネズエラで港湾・航空

関連の業務を行う際にベネズエラ政府との取引を行う

ことを認める」という内容だった。 

 

新たなライセンスでは、この部分は変わっていないが、

上記に加えてベネズエラで港湾関係の業務を行う

「INEA」および「INEA」が直接・間接的に５０％超の

株式を所有している会社との取引も承認している。 

 

これにより、これまでよりもベネズエラでの輸出入取引

が容易になることと思われる。 

 

ただし、これまで通り「原油希釈剤」に関する取引は禁

止している。 

 

国際法専門家のマリアノ・アルバ氏は、AFP 通信で今回

の制裁ライセンスについてコメント。 

 

「今回のライセンス修正は、これまでよりもベネズエラ

との取引を容易にする主旨の修正で、既存の制裁を適切

な形に見直すというバイデン政権の意思が現れたもの

だ。」と指摘。 

 

今後も制裁の見直しが行われる可能性について言及し

た。 

 

 

「Movilnet（国営携帯会社） 民営化を議論      

  ～ABC マドゥロ政権の方針転換を報道～」        

 

国営携帯会社「Movilnet」が民営化する可能性が高まっ

ている。 

 

ベネズエラには大きく３つの携帯電話会社がある。 

１つ目は「Movilnet」。２つ目は「Movistar」。３つ目は

「Degitel」。２と３は民間企業。「Movilnet」だけが国営

の携帯電話会社である。 

 

２月２日 通信分野の専門家フラン・モンロイ氏は、自

身のツイッターで「Movilnet」の民営化について 

「本件について様々な情報が入ってきている。 

完全に情報が明らかになるまでは詳細は言及しないが、

Movilnet は新たなオーナーに変わる可能性がある。 

逆にもし、Movilnet の売却が成立しなければ、その時

Movilnet は・・・」 

と投稿した。 

 

ただし、モンロイ氏によると「Movilnet」が売却される

としても、中国企業ではなく「Tigo」というラテンアメ

リカ企業でもないと補足した。 

 

「ABC 通信」は、マドゥロ政権が、経済セクターをコ

ントロールするという故チャベス政権の方針を転換し

ていると報じた。 

 

ABC 通信は、ベネズエラ人経済専門家ビクトル・アル

バレス氏（２００１年まで商工業相だった人物）に取材。

アルバレス氏は 

「ニコラス・マドゥロは生き残りのために現実主義的に

なり、良い結果を生み出さなかった社会主義を忘れよう

としている。マドゥロ政権は倒産状態にある国営企業を

維持できないことを認識し始めた。 
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経済妨害対策法の中身やマドゥロ政権の発表を聞く限

り、マドゥロ政権は合弁会社を合弁相手の民間セクター

に委ねる意思がある。また、国営企業を民営化しようと

している。」 

とコメントした。 

 

「１月 新取引先が原油輸出の７割超占める」         

 

２月２日 「ロイター通信」は、制裁回避に協力してい

る企業により輸出が増加していると報じた。 

 

１月中にベネズエラが出港したタンカーの数は２３隻。 

原油輸出量は日量５４万４，２９０バレルになると推測

した。輸出先の大部分が中国などアジア向けだという。 

 

日量５４万４，２９０バレルは先月よりも１２％増だが、

日量９６万バレルを輸出していた一年前（２０年１月）

よりも４３％減、二年前（１９年１月）の日量１３８万

バレルよりも６０％減とした。 

 

また、輸出の７６％超（４１．４万バレル）は、これま

で PDVSA と取引関係の無かった新しい会社だという。 

 

「ウィークリーレポート No.183」でも紹介したが、制

裁回避に協力する企業は多数の企業を世界各国に作り、

タンカーの名前を偽り、タンカーの衛星追跡装置を切り、

海上で原油を受け渡し、産地を分からないようにしなが

ら制裁を回避しているという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e001c956ac642b96e3278a51d8bee4ff.pdf

