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（写真）Maduradas “エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事ら CNE 役員任命でマドゥロ政権と協議” 

 

 

２０２１年４月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「カプリレス元知事ら CNE 役員巡り与党と協議 

～野党側の意向に沿わない任命の可能性も～」 

「グアイド政権 CNE 役員任命についてけん制」 

「マドゥロ政権 J＆J のワクチン調達検討を発表」 

経 済                     

「マドゥロ政権 中国に返済猶予を再度申請」 

社 会                     

「スイス政府 １２億ドルの汚職調査 

～与党政治家に加え、企業・野党政治家も～」 

「Sambil Model モデル売春組織トップを逮捕」 

２０２１年４月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権 対話支持について協議 

～フロリダ州民の世論が懸念材料か～」 

「日本政府 Covid-１９対策でベネズエラに援助」 

経 済                    

「マドゥロ政権 ディーゼル燃料の補助金廃止？」 

「Datanalisis 制裁が燃料不足を起こした」 

「与党国会 経済特別地域法 第１議論を承認」 

「２０２０年の仕送り額は８億ドル？」 

社 会                    

「ベネズエラ人 ビザ取得のため西で不動産投資」 
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２０２１年４月２６日（月曜）             

政 治                       

「カプリレス元知事ら CNE 役員巡り与党と協議      

  ～野党側の意向に沿わない任命の可能性も～」       

 

４月２６日 米国メディア「AP 通信」は、主要野党の

一角「第一正義党（PJ）」のリーダーであるエンリケ・

カプリレス元ミランダ州知事のグループが、マドゥロ政

権関係者と極秘で会合を行ったと報じた。 

 

会合の理由は、与党国会で検討している「選挙管理委員

会（CNE）」役員の任命について、野党派の役員を入れ

るよう求めることだったという。 

 

今回、与党国会は CNE 役員５名と代理役員１０名を任

命する予定。仮にマドゥロ政権がカプリレス元知事の要

請を受け入れるならば、野党は２１年に予定されている

州知事選・市長選に参加すると報じている。 

 

なお、マドゥロ政権は４月１９日に国連世界食糧計画と

学童の食料事情改善のための支援を受ける協定を締結

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.589」）。 

 

これは２０１９年当時 米国のトランプ政権がマドゥ

ロ政権に対して求めたことだった。 

 

また、マドゥロ政権は、米国が支持する野党と Covid-１

９ワクチン接種を拡大するために協力することも約束

したという。 

 

また、協議の中にはベネズエラで拘束されている米国人

（CITGO の元役員、Gedeon Operation に参加し拘束

された米国人）の解放も含まれているようだ。 

 

これらを踏まえると協議が進展する可能性はある。 

 

なお、拘束されている CITGO 役員は全員で６名だが、

実際はこの６名は全員ベネズエラ人だという。ただし、

６名のうち５名は米国籍を取得しており、米国が開放を

要求する理由になっている（マドゥロ政権は、この５名

が米国籍を取得していたことを知らなかった）。 

 

交渉が進展する観測が高まる一方、野党系メディア

「Cronica Uno」は、与党国会内で協議されているとさ

れる CNE 役員候補者を報じた、 

 

「Cronica Uno」によると、CNE 代表に選ばれるのは、

現在マドゥロ政権下で行政監査総長を務めているエル

ビス・アモロソ氏。 

 

また、現在 CNE 代理役員を務めているカルロス・キン

テロ氏、現在与党国会の議員を務めているリカルド・モ

リナ氏も役員に任命される可能性があるという。 

 

他、現在 CNE の中で野党派の立場に立っているレオナ

ルド・モラレス氏、与党系政治家のエンリケ・マルケス

氏あるいはホセ・ルイス・グティエレス氏のいずれかが

選ばれるとしている。 

 

仮にこの５名が CNE 役員に任命された場合、野党が２

１年の選挙に参加することはないだろう。 

 

「グアイド政権 CNE 役員任命についてけん制」         

 

カプリレス元知事のグループが水面下でマドゥロ政権

と交渉を行う一方で、グアイド政権はマドゥロ政権との

対立を演出している。 

 

４月２６日 グアイド政権は、改めて与党国会による

CNE 役員の任命について否定的な見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
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「マドゥロ政権は近日中に新たな CNE 役員を任命する

ことだろう。これは一方的な任命であり、ベネズエラの

問題を解決するための任命ではない。 

 

この深刻な危機は、憲法を尊重し、均衡のとれた透明性

の高い役員を任命し、政治犯を解放し、中立な選挙監視

団を受け入れた場合に解決される。 

 

上記の条件を達成し、現在の危機を解決するためには全

ての国民を巻き込んだ誠実な交渉が必要だ。」 

と訴えた。 

 

上記の条件を達成するためには、米国の経済制裁の解除

が必要だろう。この条件を呑まない限り、マドゥロ政権

も野党が提示する条件に応じることはないだろう。 

 

「マドゥロ政権 J＆J のワクチン調達検討を発表」                  

 

４月２６日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、ベ

ネズエラが「Johnson ＆ Johnson」のワクチン調達を検

討していると発表した。 

 

マドゥロ政権は、アストラゼネカ社のワクチンについて

副作用を理由に国内での使用を禁止している。 

 

その代わりに、Johnson ＆ Johnson のワクチンを、

COVAX を通じて調達したいとの考えを示した。 

 

ただし、同ワクチンの副作用についてベネズエラ側で調

査ができておらず、副作用に関する情報について確認し

ていると説明した。 

 

マドゥロ政権が Johnson ＆ Johnson のワクチンを志向

する最大の理由はワクチン接種が１度で済むこと、また、

冷凍保存の要件が他のワクチンに比べて厳しくないこ

とだという。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 中国に返済猶予を再度申請」           

 

「ロイター通信」は、内部関係者からの情報として、ベ

ネズエラが中国に対して再び債務返済の猶予を求めて

いると報じた。 

 

中国はベネズエラにこれまで６２０億ドルの融資を行

ってきた。 

 

この融資は基本的に原油を中国に送ることで返済する

ことになっていた（「ウィークリーレポート No.7」）。 

 

しかし、２０１４年半ばから原油価格が急落し、ベネズ

エラの原油収入が激減。２０１６年に中国と２年間の返

済猶予期間を設けることで合意した。 

 

１７年には原油価格は回復したものの、同年８月に米国

が経済制裁を科したことで別の問題がベネズエラを襲

い国家収入が更に減少。債務の返済猶予期間がさらに伸

びていた。 

 

なお、もし返済猶予期間が延長できない場合、ベネズエ

ラは中国に３０億ドルを返済する義務がある。 

 

率直に言って、今のベネズエラに３０億ドルを返済する

ことは不可能だろう。 

 

また、マドゥロ政権は、中国政府に対して原油を送る代

わりに食料をベネズエラに輸出する代物取引を提案し

ているという。 

 

米国政府は原油輸出代金の決済行為を禁止しているが、

人道支援目的の食料取引は制裁の対象外なので、制度的

には取引が可能だ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
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社 会                        

「スイス政府 １２億ドルの汚職調査          

 ～与党政治家に加え、企業・野党政治家も～」           

 

スイスにはベネズエラの汚職取引に関連した口座が多

く存在しており、その金額は１０億ユーロ（約１２億ド

ル）に上るとされている。 

 

与党で行政監査官を務めているレイナルド・ムニェス氏

は、与党系メディア「Ultimas Noticias」のインタビュー

番組に応じ、この汚職には野党の関係者が多く含まれて

いると主張した。 

 

「当初、野党はスイスの汚職取引を明らかにしようと考

えていた。しかし、彼らは調査を受けている汚職取引に

はベネズエラ政府関係者だけではなく、ベネズエラ人企

業家や野党政治家が含まれていることに気づいた。 

 

現在数百の口座が調べられているようだが、野党やベネ

ズエラ企業も多く含まれている。 

 

PDVSA の汚職取引は１０年以上続いている。 

この取引はマイアミ、パナマ、スイスを仲介するPDVSA

の原油取引が関わっている。この取引はベネズエラ企業

だけではなく、外国の２４のエネルギー事業者も含まれ

ている。 

 

これら２４の会社はフランシスコ・モリージョ氏率いる

「Helsinge Inc」の取引に関与している。」 

と訴えた。 

 

この事件については「ウィークリーレポート No.37」で

一部を紹介しており、「Lukoil」「Glencore」「Vitoil」

「Trafigura」などの名前が挙がっている。 

 

 

 

「Sambil Model モデル売春組織トップを逮捕」         

 

４月２４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

ベネズエラ人モデルの売春を斡旋していた容疑で

「Sambil Model」の創設者で代表を務めていた Jenny 

Rosales 氏らを逮捕すると発表。 

 

同日、マイケティア国際空港でドミニカ共和国に移動し

ようとしていた Rosales 氏を拘束した。 

 

その後も本件に関する報道が絶えないため、簡単に内容

を紹介したい。 

 

サアブ検事総長によると、Rosales 氏はモデルをスカウ

トし、ボリバル州の売春を生業とするマフィアグループ

「Negro Fabio」に人材を流していたという。 

 

「Sambil Model」は、ベネズエラでは有名なモデル養成

施設だったようで、有名なモデルでは Shannon de Lima、

Myriam、Alexandra Braun、Isabella Rodriguez（１５年

のミス・ベネズエラ）、Alejandra Conde（２０２０年の

ミス・ワールド）らを輩出しているという。 

 

なお、ベネズエラには「Sambil」という大型ショッピン

グセンターがある。 

 

「Sambil」で行うイベントには「Sambil Model」の人材

が送られていたようで、業務上何らかの関係が疑われて

いる。 

 

４月２６日 「Sambil」は、今回の「Sambil Model」の

代表による売春斡旋容疑について関係を否定する声明

を発表している。 
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２０２１年４月２７日（火曜）              

政 治                       

「バイデン政権 対話支持について協議         

    ～フロリダ州民の世論が懸念材料か～」        

 

本稿「カプリレス元知事ら マドゥロ政権と協議」でも

紹介した通り、野党は水面下で交渉再開に向けて動いて

いる。 

 

この動きを受けて、米国のバイデン政権も「交渉再開を

支持し、制裁を緩和するかどうか」について協議を行っ

たと報じられている。 

 

AP 通信によると、米国の Wendy Sherman 国務次官が

協議に出席し、交渉再開を支持するかどうかについて協

議したという。 

 

また、今週バチカンからベネズエラに特使が派遣される

という。バチカンは２０１６年に与野党交渉の仲介役を

務めており、再びバチカンが交渉の仲介をする可能性も

考えられる。 

 

ただし、交渉再開の判断の障害となるのはフロリダ州。

ベネズエラ問題について最も関心が高いフロリダ州民

の多くは「マドゥロ政権との交渉はマドゥロ政権を延命

させる結果になる。」と考えており、交渉再開はフロリ

ダ州でのバイデン政権の支持下落にもつながる。 

 

また、フロリダ州の議員（リック・スコット議員、マル

コ・ルビオ議員など）の多くは強烈な反マドゥロ派でバ

イデン政権が強く非難されることも考えられる。 

 

もちろん、交渉を再開したとしてマドゥロ政権が本当に

野党と米国の意向に沿うような対応をするかどうかも

分からない。 

 

 

現在、米国は制裁で「Chevron」など米国エネルギー会

社らに対して、ベネズエラでの石油事業の停止を命じて

いるが、この制裁の期限は２１年６月に切れる。 

 

このライセンス期限満了と共に燃料取引の制裁緩和を

検討することも議論に挙がっているようだ。 

 

「日本政府 Covid-１９対策でベネズエラに援助」           

 

４月２７日 日本の外務省は、Covid-１９で影響を受け

ている中南米諸国、アフリカ諸国に対して約３，９００

万ドルの緊急無償資金協力援助を実施すると発表した。 

 

対象は、中南米諸国ではベネズエラ、グアテマラ、ハイ

チ、ジャマイカ、ニカラグア、パラグアイの６カ国。 

 

アフリカは、ジンバブエ、カメルーンなど２５カ国が対

象となっている。 

 

今回の資金援助は、UNICEF を通じて行われ、特に

Covid-１９のワクチン物流に不可欠なコールド・チェー

ン（保冷設備、運搬用車両など機材の提供）の整備に充

てられるという。 

 

ベネズエラへの直接援助は政治的な問題があり、米国と

の協力関係国である日本には難しいかもしれないが、国

連の UNICEF 経由であれば、特に問題はないだろう。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 ディーゼル燃料の補助金廃止か」            

 

４月２１日 マドゥロ大統領は、ディーゼル燃料不足を

緩和するため、タレク・エル・アイサミ石油相に対して、

７２時間以内に解決策を提示するよう求めていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.590」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be7fd6e918a74b42ccde249848e25109.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be7fd6e918a74b42ccde249848e25109.pdf
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この要請を受けて、アイサミ石油相が提示している案は、

ディーゼル燃料の補助金を廃止するというもののよう

だ。 

 

この案はアイサミ石油相だけではなく、ウィルマル・カ

ストロ・ソテルド土地農業相も関与している。 

 

土地農業相と協力することで、農業分野に対して日量３

万バレルのディーゼル燃料供給を可能にし、農業の燃料

不足問題を解決しようという考えだ。 

 

「Fedeagro（農業団体）」「Fedenaga（畜産業団体）」な

ども補助金廃止案については正しい方針との認識を示

しているが、既にベネズエラ国内の燃料在庫は２週間ほ

どしか残っておらず、早急な対応が必要との見解を示し

た。 

 

なお、燃料不足を理由にベネズエラのトラクターの９

０％は稼働を停止しており、収穫や種植えに深刻な問題

が起きている。 

 

「Datanalisis 制裁が燃料不足を起こした」         

 

前述の通り、ベネズエラ国内のディーゼル燃料不足は危

機的な状況にある。 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

燃料不足について「制裁はマドゥロ政権よりも国民に悪

影響を与えている」と主張。 

 

「Datanalisis」が４月に行ったアンケート調査によると、

回答者の７３％は制裁を拒絶。 

 

大多数が「制裁はマドゥロ政権を追い出す役に立ってい

ない」と回答したという。 

 

 

「与党国会 経済特別地域法 第１議論を承認」         

 

４月２７日 マドゥロ政権の与党国会は「経済特別地域

組織法」の第１議論を承認した。 

 

今後、第２議論を通過し、マドゥロ大統領がサインをし、

官報で公布されることで正式に法律が発効する。 

 

この法律の詳細は不明だが、米国の経済制裁を回避する

ための特別な経済地域を組織する法律のようで、マドゥ

ロ政権の過度なコントロールを緩和する地帯を作ると

考えられている。 

 

なお、同法案を提案しているのはマドゥロ大統領の息子

のマドゥロ・ゲラ議員。 

 

ゲラ議員はボリバル州の鉱物産業を掌握していると報

じられており、鉱物産業で特別な経済統治の仕組みを考

えている可能性もありそうだ。 

 

「２０２０年の仕送り額は８億ドル？」         

 

４月２７日 経済学者のトマス・ソシアス氏は、テレビ

番組「Dia al Dia」に出演。 

 

２０２０年にベネズエラに送られた外国からの仕送り

は約８億ドルだったと述べた。 

 

また、２１年は年間２５億ドルの仕送りを受けるとの見

解を示した。 

 

また、バイデン政権とベネズエラとの間で行われている

極秘会談について言及。ソシアス氏によると、バイデン

政権は移民問題を正常化するために領事業務を解決し

たいと考えているという。 
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また、バイデン政権の対ベネズエラ方針について 

「マドゥロ政権と対立することよりも、ベネズエラの政

治経済システムを変えることに注力している」 

との見解を示した。 

 

社 会                       

「ベネズエラ人 ビザ取得のため西で不動産投資」            

 

長引く経済低迷や政治混乱を理由に多くのベネズエラ

人が外国に移住している。 

 

国連の発表によると、現在は国民の約１６％に当たる５

４０万人が外国に住んでいるとされており、そのうち４

８０万人は過去７年の間に起きた移住だという。 

 

コロンビア、ペルー、エクアドルなどが最も多い移住先

だが、経済的余力があるベネズエラ人はスペインを目指

している。 

 

ベネズエラ人富裕層向けにスペインの不動産投資を提

供している「Gilmar Consulting Inmobiliario」の Jesus 

Gil 社長は、スペインへ投資をすることでスペインに正

式に居住することができるため、多くのベネズエラ人が

このスキームを活用していると言及した。 

 

現在、スペインはスペイン国内に５０万ユーロを投資し

た外国人に対して「投資家ビザ」を発行しているという。 

 

スペインの不動産投資では年利６～７％ほどの利益を

得られるため、スペイン定住のためのビザを取得し、か

つ定期収入が得られるとして人気が高まっていると説

明した。 

 

また、この「投資家ビザ」は投資家本人だけではなく、

直系の家族にも適用されるという。 

 

 

Jesus Gil 社長によると、過去２年間で４２，２００人の

ベネズエラ人が不動産投資によりスペインの「投資家ビ

ザ」のステータスを取得したという。 

 

また、別の投資専門家によると、ベネズエラ人は伝統的

に米国で投資を行うことが多いが、米国の制裁を受けて

最近は欧州での投資を考える人が増えているという。 

 

なお、「投資家ビザ」は不動産以外の投資でも取得する

ことができるが、不動産投資以外のオプションは３つ。 

 

スペイン企業の株式購入は、１００万ユーロ超 

スペイン国債の購入は、２００万ユーロ超 

スペイン金融機関への預金は、１００万ユーロ超 

となっている。 

 

つまり、不動産投資が最も少ない金額で「投資家ビザ」

を得られる手段となっているという。 

 

なお、スペインの首都マドリッドなどで不動産投資を行

うためには１００万ユーロ以上かかるようで、５０万ユ

ーロ超の投資の場合、多くはサラマンカなど地方都市に

なるという。 

 

 

以上 


