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（写真）CPI “マドゥロ政権 CPI に人道に対する罪の捜査延期要請、カーン判事は捜査続行に意欲” 

 

 

２０２２年４月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 経済制裁を擁護 

～米政府顧問 制裁緩和は交渉とセット～」 

「ロドリゲス議長 与野党協議の進展を強調」 

「Covid-１９ 新規感染確認者１人に」 

経 済                     

「EIA ベネズエラ産油量は日量７２万バレル」 

「CENDAS-FVM ３月の基礎食糧費４７１ドル」 

「生活最低基礎支出 １８７ドル」 

社 会                     

「世界一長いチョコレートでギネス記録」 

２０２２年４月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 CPI 捜査の延期を要請 

～CPI カーン判事 捜査続行を求める～」 

経 済                    

「米エネルギー企業ら ベネでの活動再開要請」 

「SENIAT に大規模取引税の特別措置求める」 

「TAP ポルトガル―ベネズエラ便を再開」 

「フランス ベネズエラ便の再開に向け協議」 

社 会                    

「空港・港湾入国時に顔認証を実施？」 

「日本のアレパ店 ベネズエラでも報道」 
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２０２２年４月２０日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 経済制裁を擁護             

  ～米政府顧問 制裁緩和は交渉とセット～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.741」で、経済界・学術界

関係者が米国のバイデン政権に対して、経済制裁緩和を

求める陳情書を送ったとの記事を紹介した（詳細は「ウ

ィークリーレポート No.248」参照）。 

 

この陳情書について、支持する声もあれば、批判的な意

見もある。 

 

本件について、グアイド議長はツイッターを投稿。 

「自由な国は汚職で人権侵害を行うマドゥロ政権やプ

ーチン政権に対して対抗措置を取るツールを有してい

る。制裁はその対抗措置の１つだ。そして、制裁は強権

者と対峙する社会を支援する重要なツールだ。 

 

我々は何年も国会を通じてこの戦いを続けてきた。独裁

者の汚職を非難し、我が国に正義をもたらすことを求め

てきた。」との見解を示した。 

 

また、グアイド議長は、４月１９日にカルロス・パパロ

ーニ氏（「第一正義党（PJ）所属」）が、パナマでバイデ

ン政権のブリンケン国務長官と汚職と対峙するための

対策について協議を行ったと説明した。 

 

実際のところ、グアイド政権も経済制裁で経済を悪化さ

せ、ベネズエラ国民に生活苦を強いており、大量の移民

問題を引き起こした大きな片棒を担いでいる。 

 

また、グアイド暫定政権の汚職疑惑は絶えないが、汚職

は友好国のコロンビアと米国で起きているため、調査が

されていないだけで、実際はマドゥロ政権とどこまで差

があるのか疑問である。 

また、本件について米国でバイデン政権のラテン問題ア

ドバイザーを務めているファン・ゴンサレス担当官は、

「石油産業への制裁緩和は野党同盟との交渉の再開と

セット」との主張を強調した。 

 

 

（写真）ブリンケン国務長官 

“パナマで汚職に対する対策について協議” 

 

「ロドリゲス議長 与野党協議の進展を強調」         

 

４月２０日 ロドリゲス国会議長は、「様々な野党代表

者との与野党協議が進展している」と強調した。 

 

「本日時点で協議は進展している。 

マドゥロ大統領自身が多くの政治グループとの協議を

呼びかけ、ベネズエラ国内にいる政治勢力と直接コンタ

クトをとっている。」と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fe7ac5dadaa59b5038f2a5caa42d2cb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fe7ac5dadaa59b5038f2a5caa42d2cb.pdf
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また、「我々はベネズエラを再構築するためのプロセス

を続けている。協議の最も重要なテーマは傷を負ったベ

ネズエラ国民を最優先に考えることだ。」と強調。 

 

一方で、「ファン・グアイド氏と距離を置いているグル

ープと協議を行っている」と補足。交渉相手としてグア

イド議長は想定していないとの認識を示した。 

 

また、協議について「公職者を誰にするかという協議は

行わない」と補足。「そのような協議は国民の疑心を生

むことになる」との見解を示した。 

 

ただし、一部メディアでは与党国会が任命プロセスを進

めている最高裁判事の任命について、「一定の譲歩を条

件に、野党側が何人か判事を選んでよい」と野党に提案

をしていると報じられている。 

 

「Covid-１９ 新規感染確認者１人に」                  

 

４月２１日 ベネズエラ通信相の Alfred Nazareth 氏は、

同日の Covid-１９新規感染確認者について０人と発表

した。 

 

 

（写真）Alfred Nazareth 通信相 

 

ただし、メキシコからベネズエラに到着した人の中で１

名陽性者がいたため、入国者を含めると新規感染確認者

は１名ということになる。 

 

ベネズエラで最初に Covid-１９感染者が確認されて、

７６６日目にあたる。 

 

 

筆者が知る限り新規感染者１名はこれまでで最も少な

い数字になる。 

 

４月２１日時点で、これまでに Covid-１９の感染が確

認された総数は５２万２，０５６人で、そのうち９９％

にあたる５１万５，０６０人は回復。１，２９２人が現

在も感染中。死者は５，７０４人となっている。 

 

 

（写真）Alfred Nazareth 通信相 

 

経 済                        

「EIA ベネズエラ産油量は日量７２万バレル」           

 

石油分野のベネズエラ人専門家フランシスコ・モナルデ

ィ氏は、「米国エネルギー情報局（EIA）」の公表資料を

引用し、２０２２年３月のベネズエラの産油量は日量７

２万バレルと言及した。 

 

また、EIA によるとベネズエラの増産余力は３万バレル

（日量７５万バレルまで）としている。 

 

マドゥロ政権は３月の産油量について日量７２．８万バ

レルと報告しており、その数字と近い水準となっている。 
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（写真）EIA 

 

「CENDAS-FVM ３月の基礎食糧費４７１ドル」         

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、３月の基礎食糧費がド

ル建てで月額４７１．１６ドルだったと発表した。 

 

１月の食糧費は、月額４５４．９３ドルだったので、約

１６ドル（３．６％）増えたことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は BsD.２，１１５．５。

先月比０．７％増になる。 

 

つまり、ボリバル建ての食糧費は増えなかったが、為替

レートがボリバル高になったため、ドル建てで見るとコ

ストが増えていることになる。 

 

なお、品目別で最も価格上昇が激しかったのは「牛乳・

チーズ・卵」で先月比４．９％増、次いで「魚介類」が

同４．１％増だった。 

 

 

 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

 

「生活最低基礎支出 １８７ドル」         

 

野党国会のホセ・ゲラ氏（第一正義党）が運営する「ベ

ネズエラ金融観測所（OVF）」と「大衆調査センター

（CIP）」は、「最低支出バスケット（CBGM）」という新

たな指標を発表した。 

 

CBGM は、世界銀行が２００５年に発表した貧困の定

義をベースに５人家族が食費・交通費・公共サービスな

ど生きるために本当に最低限必要な金額を調べたもの

だという。 

 

同調査によると、３月の CBGM は月額８４１．３ボリ

バル。ドルに換算すると１８７ドルだという。 

 

うち、６６７．３８ボリバル（１４８．３１ドル）は食

費が占めており、交通費は９６ボリバル（２１．３３ド

ル）、公共サービスは７７．９２ボリバル（１７．３２

ドル）だという。 
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社 会                        

「世界一長いチョコレートでギネス記録」           

 

モナガス州の「Fundacion Nuestra Tierra（我々の土地

基金）」の Leudys Gonzalez 氏は、モナガス州で世界一

長いチョコレートがギネス認定されたと発表した。 

 

このイベントは４月１７日にモナガス州で行われたも

ののようで、４，２８９のチョコレートバーを並べ、世

界記録を更新するというイベントだったようだ。 

 

無事４，２８９のチョコレートを並べることに成功。 

長さは８５４メートル。４月１９日に正式にギネス認定

を受けた。同イベントには６０７人が参加したという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

２０２２年４月２１日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 CPI 捜査の延期を要請           

   ～CPI カーン判事 捜査続行を求める～」        

 

４月２１日 「国際刑事裁判所（CPI）」のカリム・カー

ン判事は、マドゥロ政権が「人道に対する罪」の捜査手

続きの延期を要請したと発表。 

 

 

カーン判事は、マドゥロ政権側の要請を、CPI の調査グ

ループに報告。 

 

ただし、カーン判事自身は「人道に対する罪を犯してい

ないと認識できる新たな証拠は確認できていない」と指

摘。捜査の続行を希望するとの意思を表明した。 

 

３月末 カーン判事はベネズエラを訪問。ベネズエラに

CPI の事務所を開設すると発表していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.735」）。 

 

事務所開設の意図は CPI が「人道に対する罪」の有無

を捜査するためと考えられていたが、マドゥロ政権側は

捜査の延期を求めたという。 

 

なお、４月２１日に「人道に対する罪、犯罪証拠ネット

ワーク（Red-CLH）」という団体が CPI に対して、マド

ゥロ政権の人権侵害を訴える３６の訴えを起こしたと

報じられている。 

 

この訴えにより、CPI はベネズエラに関する５０の人権

侵害に関連する訴えを受けていることになるようだ。 

 

経 済                       

「米エネルギー企業ら ベネでの活動再開要請」            

 

「ロイター通信」は、「Chevron」以外の米国エネルギー

企業もバイデン政権に対して石油産業の制裁緩和を要

請していると報じた。米国エネルギー企業は、制裁によ

りベネズエラで事業活動を行うことは出来ない。 

 

制裁ライセンスにより「Chevron」「Schlumberger」

「 Haliburton 」「 Baker Hughes 」「 Weatherford 

International」のみが辛うじて施設を維持するためのメ

ンテナンスや関係者との会合など採掘・販売を除く最低

限の活動を許可されている。 
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「ベネズエラ石油商工会（CPV）」のレイナルド・キン

テロ代表は、ロイター通信の取材に対して、「これまで

に多くの米国系エネルギー企業の代表と会合を行って

きたが、多くの企業がベネズエラでの活動再開を望んで

いる」と言及した。 

 

ただし、バイデン政権への制裁緩和要請は正式なもので

はなく、現時点では水面下のロビーで行っているという。 

 

投資会社「Amos Global Energy」の Ali Moshiri 社長は、

「米国企業が石油産業に再び参入するための提案を米

国政府に行った。多くの企業が米国の制裁ライセンスで

活動を許可されれば動くことが出来る。」との見解を示

した。 

 

「SENIAT に大規模取引税の特別措置求める」      

 

「全国商業サービス商工会（Consecomercio）」の

Tixiana Polesel 代表」は、外貨建て・デジタル通貨建て

の取引に対して一律３％の税を課す「大規模金融取引税」

について経済界の現状を発表。 

 

「現時点で、５０％の商業店は外貨建て取引に課税をす

る体制が整った」と説明した。 

 

３月末の「制度施行当初は２５％が対応できている」と

説明していたため、１カ月で約２倍に増えたことになる。 

 

多くの店舗が新しい仕組みに応じたレジスターの購入

を検討しているが、SENIAT 側の許可が遅延しており、

適応の妨げになっていると訴えた。 

 

また、「Consecomercio」は SENIAT 高官と面談。 

企業がレジスター（１，０００～１，２００ドル必要）

を購入するため１２カ月の融資制度を作るよう求めた

という。 

 

同時に民間教育セクターについては、大規模金融取引税

の適用から外すよう求めた。 

 

「TAP ポルトガル―ベネズエラ便を再開」         

 

ポルトガルの航空会社「TAP」は、４月２１日からベネ

ズエラへの定期運航便を再開すると発表した。 

 

運航ルートは、リスボン―カラカス。 

最初は週１便だが、５月５日～２６日の間は、週２便に

増便するという。 

 

また、それから約１カ月後の６月２１日以降は週２便が

維持されるという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「フランス ベネズエラ便の再開に向け協議」         

 

４月２１日 「ベネズエラ民間航空監督局（INAC）」の

Juan Teixeira 代表およびベネズエラ外務省は、在ベネズ

エラ・フランス大使館の代表とフランス航空会社「Air 

France」の代表とオンライン協議を実施。 

 

「Air France」のベネズエラ便運航再開について協議を

行った。 
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同会合は「Air France」がベネズエラの定期運航便を停

止してから、初めての協議だという。出席者は両国の国

際線再開を望む方針で一致。再開に向けた協議を継続す

ることで合意した。 

 

社 会                       

「空港・港湾 入国時に顔認証を実施？」            

 

「国家海域監督局（INEA）」の Eladio Jimenez 代表は、

近いうちにベネズエラの港湾および空港に顔認証機能

を搭載すると発表した。 

 

Jimenez 代表によると、顔認証は入国時にされるとのこ

と。ベネズエラ人技術者が中心となりシステムを構築し

ており、近日中にロスロケス空港に試験的に導入するよ

うだ。 

 

この顔認証をどのように使用するかは不明だが、ベネズ

エラ国内の監視・コントロールを強化することが目的と

思われる。 

 

現時点ではほとんど注目されていないが、実際に導入さ

れれば野党などを中心に反対の声が大きくなるのでは

ないか。 

 

「日本のアレパ店 ベネズエラでも報道」         

 

米国メディア「La Voz de America」は、ベネズエラ人移

民が日本（東京）でベネズエラ料理のキッチンカー（移

動型店舗）を始めたと報道。ベネズエラ国内でもニュー

スになっている。 

 

店名は「TOKYO AREPA」という店で、ベネズエラの

国民食アレパやテケーニョなどを販売しているという。 

 

 

 

お店のオーナーは Raul Marquez 氏（４１歳）。 

税務関連の専門家のようだが、１３年前にベネズエラを

離れ、カナダに移住。カナダで英語の教室に通っていた

際に、同じく教室に通っていた「ミホ」という日本人と

出会い、２０１３年に結婚。 

 

その後、日本に移住し、アレパ専門店を始めたという。 

値段は１個８００円～１２００円。現在のところ１日５

０個ほどアレパを販売しており、購入者の９０％は日本

人だという。 

 

 

（写真）TOKYO AREPA 

 

以上 


