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（写真）米外国資産管理局（OFAC） “米国エネルギー事業者５社 １２月１日まで事業活動を禁止” 

 

 

２０２１年５月３１日（月曜） 

 

政 治                     

「Hotel Alba １日で４，８００人にワクチン接種」 

「FARC に拘束された軍人８名 解放される」 

経 済                     

「TokyoElectric ララ州バルキシメトにオープン」 

「燃料不足 ７０％の輸送機関は稼働停止」 

「感染隔離緩和週 ７９％の商業店舗は営業」 

社 会                     

「COPA AMERICA アルゼンチンも開催断念 

～ブラジルでの開催に変更、左派が反対～」 

「ベネズエラ デリバリー売れ筋は MacPollo」 

２０２１年６月１日（火曜） 

 

政 治                    

「有権者登録を開始、１１１政党の参加許可 

～MAS 全政治家の出馬禁止解除を要請～」 

「グアイド議長を大統領と認識する国 ７カ国？」 

「メキシコ 中間選挙を前に政治家８９名が死亡」 

経 済                    

「米国 エネルギー企業の制裁ライセンス延長」 

「英国裁判所 ７月に GOLD 裁量権を協議」 

「グアイド政権 CITGO、PDVSA 役員を交代」 

社 会                    

「ラム酒 Ron Calazan 海外イベントで多数受賞」 
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２０２１年５月３１日（月曜）             

政 治                       

「Hotel Alba ３日で４，８００人にワクチン接種」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.606」で紹介した通り、

マドゥロ政権は５月３０日から一般人向けのワクチン

接種を行っている。 

 

ワクチン接種の対象者はランダムで決まることになっ

ており、選ばれた人は「祖国システム」あるいは保健省

のウェブサイトに登録した連絡先に通知が届く仕組み

になっている。 

 

カラカスでワクチン接種会場となっている「アルバホテ

ル（El Hotel Alba Caracas）」には、接種対象者になった

多くのベネズエラ人が行列を作っていた。 

 

 

（写真）@Gbastidas 

 

なお、６０歳以上の人が優先的に選ばれているようで、

行列に並んでいる人の多くは年配だったという。 

 

「アルバホテル」でワクチン接種を行っている関係者の

話によると、現在同ホテルでは１日に１，６００人に対

してワクチン接種を行っており、ワクチン接種を開始し

た５月３０日～６月１日にかけて４，８００人へのワク

チン接種を完了したと説明している。 

 

カルロス・アルバラド保健相の説明によると、６月１日

から全国７７のワクチン接種会場を設けるという。 

 

ベネズエラおよび諸外国の Covid-１９感染状況、ワク

チン調達状況については「ウィークリーレポート

No.202」を参照されたい。 

 

「FARC に拘束された軍人８名 解放される」         

 

３月下旬から、コロンビアとベネズエラの国境の州アプ

レ州で FARC を離反したとされるゲリラグループとベ

ネズエラ軍が衝突を続けている。 

 

この衝突で１０名の軍人がゲリラグループに誘拐され

ており、マドゥロ政権の失敗として野党が非難を強めて

いた。 

 

５月３１日 パドリーノ・ロペス国防相は、 

「ベネズエラ軍は Aguila Centenaria 作戦を実行し、コ

ロンビアの違法武装勢力から８名の軍人を解放するこ

とに成功した。引き続き残り２名を救出するために全力

を挙げている。」 

と発表した。 

 

「Aguila Centenaria 作戦」がどのような作戦だったの

か、負傷者などは出たのかなど詳細は明らかにされてい

ない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bcb62daad523adeb3940818f15a5a4f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bcb62daad523adeb3940818f15a5a4f4.pdf
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（写真）国防相 

“解放された軍人らを迎えるロペス国防相” 

 

経 済                        

「TokyoElectric ララ州バルキシメトにオープン」           

 

「Tokyo Electric」と言えば「東京電力（Tokyo Electric 

Power Co.）」を思い浮かべるだろうが、ベネズエラには

もう１つの「TokyoElectric」がある。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ベネズエ

ラの「TokyoElectric」は、カラカスを中心に活動する家

電製品（特にタブレット、タブレット携帯など）の卸売

業者。カラカスに７つの事業所がある。 

 

家電は外貨建てで売買されるのが一般的になっており、

Covid-１９下でも成長著しいという。 

 

ただ、筆者が「TokyoElectric」のウェブサイトを確認し

た限り、同社が販売している商品で日本製のものはなさ

そうだ。 

 

この「TokyoElectric」がララ州の州都バルキシメトに新

店舗をオープンしたという。 

 

ベネズエラの経済状況は厳しいが業種によっては良い

商売ができるのかもしれない。 

 

「燃料不足 ７０％の輸送機関は稼働停止」         

 

「ベネズエラ長距離輸送商工会」のフェルナンド・モラ

氏は、「Union Radio」に出演し、交通業界の状況につい

て語った。 

 

モラ氏によると、現在バスなどの輸送機関は燃料不足と

故障したバスの部品がないことで７０％は稼働を停止

しているという。 

 

特に燃料不足について、「給油は１週間に１度できるか

どうか」と言及。１度燃料を満タンにしたくらいでは、

１日半～２日くらいしか持たないと述べた。 

 

また、稼働を続けている３０％の交通機関もインフレが

激しいため、採算が取れないとした。 

 

バスなど輸送手段は今でもボリバル建てで決済される

ケースが多く、他の業種よりインフレの影響を受けやす

い。 

 

 

「感染隔離緩和週 ７９％の商業店舗は営業」                  

 

ベネズエラでは Covid-１９感染拡大防止策として、１

週間ごとに隔離（生活必需品以外の店舗の閉鎖）と隔離

緩和（許可された業種は通常営業可能）を繰り返す「７

＋７」を続けている。 

 

５月３１日の週はベネズエラでは「隔離週」にあたる。 

 

商業省は、隔離緩和週だった５月２４日～３０日の期間

中は７９％の商業店舗は店を開けていたと発表した。 

 

この数字は、５月３日の週は７３％、５月１０日の週は

７７％、５月２４日の週は７９％と回復傾向にあるとし
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た。 

 

社 会                        

「COPA AMERICA アルゼンチンでの開催に暗雲      

  ～ブラジルでの開催に変更か、左派が反対～」           

 

Covid-１９下での東京オリンピックの開催是非をめぐ

り賛否両論が巻き起こっているが、南米でもあるイベン

トをめぐり似たような状況にある。 

 

「南米サッカー連盟（CONMEBOL）」が主催する南米

サッカー選手権「COPA AMERICA」だ。 

 

南米にはサッカー強国が多く、「COPA AMERICA」は

同地域の人々にとって最も大事なスポーツイベントの

１つと言える。 

 

「COPA AMERICA」は４年に一度開催される大会で、

本来であれば２０２０年開催予定だったが、Covid-１９

の感染拡大防止のため、２０２１年に延期された。 

予定では２１年６月から「COPA AMERICA」が始まる。 

 

しかし、今大会の主催国であるコロンビアは５月２０日

に「CONMEBOL」に対して、大会を延期するよう要請

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.603」）。 

 

この要請に対して「CONMEBOL」は開催延期を拒否。 

同大会はコロンビアとアルゼンチンで行う予定だった

ので、アルゼンチンだけでイベントを実行できるか検討

するとしていた。 

 

そして、５月３１日 アルゼンチンのサンティアゴ・カ

フィエロ首相も「Covid-１９が COPA AMERICA の開

催を妨げた」と発表。 

 

カフィエロ首相の発言を聞く限り「開催を断念した」と

は言えないが、事実上の開催中止要請と言える。 

 

 

カフィエロ首相の発表後、「CONMEBOL」はブラジル

で「COPA AMERICA」を開催すると発表。開催を承認

したボルソナロ政権に感謝の意思を表明した。 

 

ただ「ウィークリーレポート No.202」の通り、ブラジ

ルは、コロンビアよりも Covid-１９が深刻な国。 

直近７日間の感染者数では、アルゼンチンの５倍以上だ。 

 

この決定に疑問を呈するブラジル人は多く、ブラジルの

左派政治家ルーラ・ダ・シルバ氏は、この決定を「正気

ではない」と非難。ブラジルでの開催を再考するよう求

めた。 

 

 

（写真）アレハンドロ・ドミンゲス CONMEBOL 代表 

“ブラジルでの COPA AMERICA 開催を発表” 

 

「ベネズエラ デリバリー売れ筋は McPollo」                  

 

アメリカでは５月２８日は「ハンバーガーの日」。 

 

この日を記念してマクドナルドは、同社の売れ筋商品を

発表。 

 

２０２０年４月～２１年４月にかけてベネズエラで最

も売れた商品は「McPollo（チキンナゲット）」だったと

発表した。 

 

マクドナルドによると、この１２カ月でベネズエラで１

１．９万個の Mc Pollo が売れたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bcb62daad523adeb3940818f15a5a4f4.pdf
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２０２１年６月１日（火曜）              

政 治                       

「有権者登録を開始、１１１政党の参加許可      

  ～MAS 全政治家の出馬禁止解除を要請～」        

 

６月１日 「選挙管理委員会（CNE）」のロベルト・ピ

コン役員は、６月１日～７月１５日にかけて有権者登録

を更新すると発表した。 

 

この期間、全国に有権者登録会場が設けられる。 

有権者登録会場は、CNE のウェブサイトより確認でき

る。 

 

登録内容の変更（住所変更など）、１８歳になり有権者

となった人は同会場に足を運ぶよう求めた。 

 

 

（写真）CNE 

 

なお、この有権者登録が完了すると８月９日～２９日に

かけて選挙出馬者の申請期間が始まり、本格的に選挙活

動が始まる。 

 

 

 

つまり、主要野党が１１月の全国州知事選・市長選に参

加するためには、８月中には現在出馬を禁止されている

政治家の出馬禁止措置を解除させる必要がある。 

 

穏健野党「社会主義行動党（MAS）」のマリア・ベルデ

アル副党首は、CNE に対して、１１月２１日の選挙で、

これまで出馬禁止措置を受けた全ての野党政治家を選

挙に出馬できるようにするよう要請した。 

 

なお、６月１日 穏健野党「鉛筆同盟（Alianza del Lapiz）」

のアントに・エカリ党首（下写真の人物）は、リベルタ

ドール市長選に出馬する意思を表明した。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「グアイド議長を大統領と認識する国 ７カ国？」           

 

米国のシンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントンオフ

ィス（WOLA）」のベネズエラリサーチャーGeoff 

Ramsey 氏は、グアイド政権が孤立傾向にあると警鐘を

鳴らした。 

 

Ramsey 氏によると、過去グアイド議長をベネズエラの

暫定大統領と認識していた国は約６０カ国あったが、２

０２１年に入り、７カ国を除いてグアイド議長をベネズ

エラの暫定大統領と認識することを諦めたという。 
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具体的にどの国がグアイド議長を暫定大統領と公式に

認識しているのかは言及されていないが、「米国」「コロ

ンビア」「ブラジル」「カナダ」「パラグアイ」「エクアド

ル」「英国」の７カ国と思われる。 

 

「メキシコ 中間選挙を前に政治家８９名が死亡」         

 

６月６日 メキシコで連邦下院議会の全議席、全国３２

州のうち１５州の知事などを争う大規模な選挙（中間選

挙）が開催される予定。 

 

ベネズエラではめったに起きないが、メキシコでは選挙

候補を殺害するなど選挙に絡んだ殺人事件が非常に多

い。 

 

６月１日付のベネズエラメディア「Al Navio」によると、

昨年９月以降８９人の政治家が殺害されており、そのう

ちの３４人は野党派の選挙候補だという。 

 

なお、２０１８年にメキシコで大統領選があったが、当

時は１５２名の政治家が殺害されたという。 

 

客観的に見て選挙に問題を抱えている度合いでいえば、

メキシコの方がベネズエラよりも遥かに深刻なのでは

ないだろうか。 

 

経 済                       

「米国 エネルギー企業の制裁ライセンス延長」            

 

６月１日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、ベネ

ズエラの制裁ライセンス８G を８H に更新。 

 

ベネズエラでエネルギー事業を行う米国企業５社に対

して、「施設メンテナンス・安全確保などを目的とした

活動のみであれば制裁の適用対象外とする」とのライセ

ンスを発行した。 

 

ベネズエラでの採掘・販売活動を禁止することが目的で

事実上の事業禁止措置と言える。同ライセンスの対象企

業５社は「Chevron」「Haliburton」「Schlumberger」

「Baker Hughes」「Weatherford International」。 

 

内容は、２０２０年１１月１７日にトランプ政権が発効

した制裁ライセンス８G と同じ。 

 

当時のライセンスは有効期限が２１年６月３日までだ

ったため、２１年１２月１日まで延長しただけ。 

 

マドゥロ政権はバイデン政権に対して石油産業への制

裁解除を要請しているが、バイデン政権は「制裁緩和を

急いでいない」としており、選挙実施に向けたグアイド

政権との交渉が進展した時に段階的に制裁を緩和する

姿勢を示している。 

 

「英国裁判所 ７月に GOLD 裁量権を協議」         

 

ベネズエラ中央銀行が英国銀行に保管している GOLD

の裁量権を巡るマドゥロ政権とグアイド暫定政権の争

いは続いている。 

 

７月１９日～２１日 英国裁判所は、マドゥロ政権の弁

護士事務所「Zaiwalla ＆ Co,」とグアイド政権の弁護士

事務所「Arnold ＆ Porter」の弁護士、英国政府関係者

を呼び、本件について協議を行うという。 

 

２０１９年にグアイド議長が暫定大統領就任を宣言し

てから、外国にあるベネズエラ政府資産の裁量権が不明

瞭になっている。 

 

マドゥロ政権は英国で凍結されている GOLD をワクチ

ン調達に使用するとして、凍結しているグアイド政権を

英国裁判所に提訴した。 
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２０年４月 英国裁判所は、グアイド政権に裁量権があ

るとの決定を下した（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」）

が、２０年１０月に英国裁判所はこの決定を撤回（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.507」）。その後、訴訟は止まっ

ていた。 

 

なお、英国銀行に保管されている GOLD は重量３１ト

ン、金額にして１６億ユーロと報じられている。 

 

「グアイド政権 CITGO、PDVSA 役員を交代」         

 

６月１日 グアイド政権の野党国会は、米国にある

PDVSA 子会社「PDV Holdings」「CITGO Petroleum」

「CITGO Holding Inc」の役員交代を承認した。 

 

新たに「PDV Holdings」の役員に就任したのはサミュ

エル・アルフォンソ・ベジョソ氏（フェルナンド・ベラ

氏と交代）とアンドレス・ミゲル・アルベロ・ゲレロ氏

（エリオ・トルトレロ氏と交代）。 

 

「CITGO Petroleum」の役員に就任したのは、エルネス

ト・ホセ・エルナンデス氏（パブロ・ペレス氏と交代）

とルイス・エドゥアルド・ルーゴ氏（カルロス・ジョル

ダ氏と交代）。 

 

「CITGO Holding Inc」の役員に就任したのは、サミュ

エル・アルフォンソ・ベジョソ氏（カルロス・ジョルダ

氏と交代）とエリオ・トルトレロ氏（エドガー・リンコ

ン氏と交代）とエルネスト・ホセ・エルナンデス氏（ル

イサ・パラシオス氏と交代）した。 

 

役員を一斉に交代した理由は明らかにされていない。 

 

 

 

 

 

社 会                       

「ラム酒 Ron Calazan 海外イベントで多数受賞」            

 

筆者がカラカスに駐在していた頃はほとんど無名だっ

たが、「Ron Calazan」というラム酒の酒造場が、頭角を

現しているようだ。 

 

「Ron Calazan」は、ロンドンや米国サンフランシスコ

で行われたアルコールイベントに出展。同社のラム酒は

多くの賞を受賞したという。 

 

ベネズエラのラム酒は、他国のラム酒よりも酒樽での熟

成期間が長く、質が高いラム酒ができることで知られて

いる（詳細は「ウィークリーレポート No.118」参照）。 

 

ラム酒は、輸入依存体質のベネズエラにあって国内で生

産を続けていた数少ない産業の１つ。今はマドゥロ政権

も輸出促進、外貨獲得を求めており、ベネズエラ国内で

は数少ない勢いのある産業だろう。 

 

 

（写真）Ron Calazan 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf

