
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月１２日～３月１４日報道            No.５７３   ２０２１年３月１５日（月曜） 

1 / 8 

（写真）Fedecamaras “ディーゼル燃料不足によるトラック、トラクターなどの稼働停止を訴え” 

 

 

２０２１年３月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「与党国会 CNE 役員候補者７５名を公表」 

「米国 新たな同盟を結成する可能性ある 

～米国・野党 欧州に圧力強化を求める～」 

経 済                     

「与党国会 デリバリー事業に規制を検討」 

「経済不況下でもカカオ産業は好調」 

「ベネズエラ債 時効条項の交渉期限 延長せず」 

「西航空会社 Plus Ultra ベネズエラの運航再開」 

社 会                     

「カラカス市民 ８８％は自分の稼ぎで食事できず」 

21 年 3 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「Covid-１９対策 Cerco Sanitario 発表 

～カラカス、ラグアイラ州、ボリバル州で実施～」 

「米国 燃料不足の原因はマドゥロ政権」 

「マドゥロ政権 赤道ギニアに人道支援」 

経 済                    

「ディーゼル燃料不足 経済に悪影響 

～工場停止、輸送コスト増で商品価格も上昇～」 

「民間セクター 燃料輸入を開始？」 

「最低賃金に加えて、法定福利も増額」 

「カラカスの不動産需要 ２５％増」 
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２０２１年３月１２日（金曜）             

政 治                       

「与党国会 CNE 役員候補者７５名を公表」       

 

３月１１日 与党国会の「CNE 役員選定委員会」は、

現在 CNE 役員候補者に挙がっている全７５名のリスト

を公表した。 

 

「CNE 役員選定委員会」によると、７５名のうち４７

名は市民団体からの推薦。１０名は教育機関からの推薦。

１８名は民衆権力（検察庁などマドゥロ政権系組織）の

推薦だという。 

 

一部の候補者は「ベネズエラ・トゥデイ No.568」で紹

介した通り。候補者は多いので、全員の名前は紹介しな

いが、主だったところでは現在 CNE 役員を務めている

タニア・デアメリア氏、行政監督庁を務めているエルビ

ス・アモロソ氏などの名前が挙がっている。 

 

選挙団体「Sumate」は７５名の候補のうち４０名（５３．

３％）は与党系候補だと主張。 

これらの候補が選出された場合は CNE の信頼性が失わ

れると警鐘を鳴らした。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）与党国会 “CNE 役員の候補者リスト” 

 

「米国 新たな同盟を結成する可能性ある        

  ～米国・野党 欧州に圧力強化を求める～」         

 

３月１２日 米国国務省の Ned Prince 報道官は、ベネ

ズエラの状況について協議する新たな同盟グループを

結成する可能性があることを示唆した。 

 

国務省によると、新たな同盟は「世界の主要民主主義国

家を含む」としており、具体的に米国、ドイツ、フラン

ス、コロンビア、英国、カナダなどの名前を挙げた。 

 

２月下旬にコロンビアで米国政府・コロンビア政府・グ

アイド政権の会談が行われて以降、欧州と米国のベネズ

エラに対するトーンが一致している印象がある。 

 

この会合で何らかの合意が結ばれたことは明らかだろ

う。基本的には欧州がマドゥロ政権への攻撃性を高め、

米国がマドゥロ政権への攻撃性を抑えた印象だ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
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欧州と米国で結成される新たなベネズエラ同盟グルー

プは、「国際社会が団結して圧力をかけることで、マド

ゥロ政権に大統領選のやり直しを強制させる」というこ

とだろう。 

 

現時点では、欧州が圧力をかけることでマドゥロ政権が

これまでよりも意固地になっている雰囲気があるが、欧

米の方針が成果を出すかどうかはもう少し時間が必要

だろう。 

 

また、米国のマルコ・ルビオ議員は、「世界中の国がマ

ドゥロ政権を非難している。しかし、必要な措置を取る

段階になると、彼らは制裁をしたがらない。特に欧州だ。」

と指摘。欧州に対して弱腰姿勢を変えるよう求めている。 

 

他、野党国会で外交政策副委員長を務めていたラモン・

ロペス氏も「欧州の協力に感謝する。一方で、これまで

よりも活動的で確固たる態度で我々を支援してほしい」

と言及。 

 

欧州連合に対して、これまで以上にマドゥロ政権に対し

て圧力をかけるよう求めている。 

 

少なくとも、グアイド政権が今の段階でマドゥロ政権と

対話する意思がないことは、彼らの態度を見る限り明ら

かだろう。 

 

経 済                        

「与党国会 デリバリー事業に規制を検討」           

 

３月１２日 与党国会のウィリアム・ヒル議員は、「デ

リバリー事業についていくつかの規則を国会に提案す

る」と述べた。 

 

Covid-１９の影響で外食産業は低迷。多くの外食店は持

ち帰り、デリバリーで経営を続けている。 

 

ベネズエラにも「Uber Eats」と似たようなサービスを

行っている会社がある。 

 

経済学者アスドゥルバル・オリベロ氏によると、カラカ

スには１８のデリバリー業者があり、適切な競争原理が

機能しているため、規制は必要ないと主張。不要な規制

は自営業者の活動を制限し、国民の不満を高めるだけだ

と主張した。 

 

「経済不況下でもカカオ産業は好調」                  

 

Covid-１９下でベネズエラの国内産業は不調だったが、

カカオ産業については好調だったようだ。 

 

カカオ産業に長年従事しているカルロス・カストロ氏は、

「Fedecamaras Radio」に出演。カカオ産業の現状につ

いて語った。 

 

カストロ氏によると、多くの農業従事者がこれまで生産

していた農産物の栽培をやめ、カカオに変えているとい

う。例えば、コーヒー豆の生産者の多くがカカオの生産

を始めているという。 

 

コーヒー豆はベネズエラでは価格統制が厳しい商品だ

が、チョコレートの原料となるカカオ豆は嗜好品のため、

価格規制が少なく輸出もできるためドル建てで販売で

きる。 

 

他国も Covid-１９で経済が停滞する中でも、カカオ生

産は伸びていると指摘。ベネズエラからカカオを購入す

る外国企業は、制裁やベネズエラの政情不安を理由に取

引に消極的になることもあるが、取引は続いていると説

明した。 
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「ベネズエラ債 時効条項の交渉期限 延長せず」         

 

２０年９月 デルシー・ロドリゲス副大統領（兼財務相）

は、ベネズエラ債の保有者に対して「時効条項」に関す

る交渉を提案。 

 

交渉に応じる債権者は、必要な要件を満たした上でマド

ゥロ政権に交渉を申請するよう求めていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.498」）。 

 

「時効条項」とは、債券に定められている「一定期間が

経過しても債権者が適切な法的措置を取らない場合、未

払金を請求する権利が失効する」というもの。 

 

マドゥロ政権は２０１７年１０月からほとんどの債券

の支払いを停止している。 

 

本来であれば、債権者は即時支払いを求め、マドゥロ政

権との債務再編交渉が始まるところだが、米国の制裁を

理由に債権者の行動は止まっている。 

 

債権者は保有債券がデフォルトに陥ったにもかかわら

ず、ただ状況を眺めていることしかできないまま３年以

上が経過している。 

 

ベネズエラ国債、カラカス電力債など一部の債券の未払

い利息の「時効条項」は３年なので、マドゥロ政権から

すると、時効が成立していることになる。 

 

３年が経過する直前の２０年９月 マドゥロ政権は、こ

の「時効条項」について交渉するよう債権者に求めてお

り、この提案期限の更新を繰り返していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.510」）。 

 

しかし、ベネズエラ財務省は、３月１２日をもって交渉

受付期間を延長しないと発表した。 

 

「西航空会社 Plus Ultra ベネズエラの運航再開」                  

 

スペイン系航空会社「Plus Ultra」は、３月２４日から

カラカス―マドリッド間の運行を再開すると発表した。 

 

２０年３月 Covid-１９を理由に国際線の運航を停止

して以降、ベネズエラからダイレクトに欧州に飛ぶ路線

の再開は今回が初めてとなる。 

 

なお、スペイン系メディア「Voz Populi」によると、サ

ンチェス政権は「Plus Ultra」に対して５，３００万ユ

ーロの資金援助を先日承認したばかりだという。 

 

同メディアによると、「Plus Ultra」は、スペイン系航空

会社で２０１１年にフリオ・マルティネス氏とフェルナ

ンド・ゴンサレス氏が設立した会社だが、資本金の４

７％はベネズエラからの出資だという。 

 

また、「Plus Ultra」の経営にはロドルフォ・レイェス氏、

ロベルト・メレス氏などベネズエラ人が関わっており、

これらの人物はデルシー・ロドリゲス副大統領とマドゥ

ロ大統領の妻のシリア・フローレス議員と関係が強い、

カミロ・イブラヒム氏と関係があると報じている。 

 

社 会                        

「カラカス市民 ８８％は自分の稼ぎで食事できず」           

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、２月２４日

～２６日にかけてカラカス市民９５０名を対象に行っ

た世論調査の結果を公表。 

 

カラカス市民の８７．６％は、自分の稼ぎで食事を食べ

ることができないと主張した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
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PJ が行った世論調査では、質問は少なくとも５つあっ

たようだが、一般に公開した調査結果は「質問２」「質

問３」「質問５」の３つだけ。 

 

「質問２」は「あなたの稼ぎは家族の食事を購入するの

に十分ですか？」というもの。 

 

「はい」は９．３％、「いいえ」は８７．６％、 

「回答なし」は３．１％だった。 

 

 

 

「質問３」は「家庭の収入が十分でなかったとき、どの

ように対応しますか？」というもの。 

 

最も多い回答は「貯金を削る」で３０．１％。 

次に「食事を減らす」で２８．４％。 

「仕送りを受け取る」で２６．６％。 

「CLAP を受け取る」が８．６％。 

「回答なし」が８．９％だった。 

 

 

「質問５」は、「あなたはボデゴン（少し高級な店舗）

で購入したことはありますか？」という質問。 

 

「はい」が２２・２％。 

「いいえ」が７３．８％。 

「回答なし」が４％だった。 

 

（写真）ホセ・ゲラ議員ツイッターより抜粋 

 

２０２１年３月１３日～１４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Covid-１９対策 Cerco Sanitario 発表        

 ～カラカス、ラグアイラ州、ボリバル州で実施～」        

 

３月３日 マドゥロ大統領は、ベネズエラで Covid-１

９の変異ウイルスの感染者を確認したと発表。国民に一

層の警戒を呼び掛けている。 

 

一方、一般市民は Covid-１９の感染初確認から１年が

経過し、自身の生計を立てなければならないことに加え

て、Covid-１９が日常に定着し警戒感は薄れた印象だ。 

 

次ページは、３月１３日午前１０時３０分のミランダ州

グアティレの町の写真。３月１３日はまだ Covid-１９

隔離週間に当たるが、大勢の人が町を歩いている。 
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（写真）@elsabonin 

 

３月１４日 マドゥロ大統領は改めて Covid-１９変異

ウイルスの危険性について強調。それぞれが感染対策を

講じるよう求めた。 

 

現時点で変異ウイルス感染者の確認数は５６名。 

感染者のほとんどはカラカス、ミランダ州、ボリバル州

に集中しているという。 

 

マドゥロ大統領は、変異ウイルスの感染が多いカラカス、

ミランダ州、ラグアイラ州、ボリバル州について１週間

「衛生包囲網（Cerco Sanitario）」を布くと発表。 

 

この地域では移動型診療所を設置するなどして PCR 検

査の実施を増やすと発表した。 

 

「米国 燃料不足の原因はマドゥロ政権」           

 

本稿「ディーゼル燃料不足 経済に悪影響」で紹介する

が、ディーゼル燃料不足が深刻になっており、実経済に

悪影響を及ぼし始めている。 

 

野党系ジャーナリストのカルラ・アンゴラ氏は、自身の

ウェブ番組にバイデン政権でベネズエラ問題を担当し

ているファン・ゴンサレス補佐官を招待。 

 

ベネズエラ問題に対するバイデン政権の見解について

確認した。 

 

その中で、米国がディーゼル燃料の物々交換を禁止して

いることが燃料不足に陥っている理由なのではないか

との懸念について、 

「ディーゼル燃料の物々交換について、マドゥロ政権は

人道問題のように見せようとしているが、彼らは軍やキ

ューバのために燃料を保管している。 

自国民が苦しんでいるにも関わらず、彼らの同盟国を支

援している。我々はベネズエラで起きていることをよく

理解している。」 

と回答。ディーゼル燃料不足はマドゥロ政権に責任があ

るとのスタンスを示した。 

 

なお、ファン・ゴンサレス氏は、これまで「トランプ政

権下でベネズエラに行っていた過度な制裁を見直す」と

述べていたが、この点について質問を受けると 

「おそらくあなたは私のコメントを誤解していたのだ

ろう。私が制裁を見直すと述べたのは制裁を緩和するこ

とを急いでいたからではない。政権が変わった時には、

どの政権も現在の制裁について見直すものだ。」 

と一般論として制裁の見直しについて言及したと説明。 

 

「米国はベネズエラ人の苦しみを促進し社会崩壊を起

こすために制裁を科しているわけではない。制裁を有効

に機能させ、我々の目的を達成させるよう努力する。」 

と主張した。 

 

「マドゥロ政権 赤道ギニアに人道支援」         

 

米国政府の指摘の通り、マドゥロ政権は自国の危機下で

も他国に対する支援を行っている。 

 

３月１４日 ベネズエラ外務省は赤道ギニアに支援物

資を供給した。 
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３月７日 赤道ギニアの都市バータにある軍部の基地

が爆発し、１００名超の死者、数百名の負傷者が出てい

た。 

 

具体的にどのような物資を供給したのかは書かれてい

ないが、写真ではベネズエラ国営航空会社「Conviasa」

が何らかの支援物資を運んでいる様子が報じられてい

る。 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

 

経 済                       

「ディーゼル燃料不足 経済に悪影響                 

 ～工場停止、輸送コスト増で商品価格も上昇～」            

 

ディーゼル燃料不足が国内産業に影響を与える可能性

についてはこれまで報じられてきたが、ついに実経済に

悪影響を与え始めているようだ。 

 

ディーゼル燃料不足でガソリンスタンドには、給油待ち

のトラックが長蛇の列をなしている。 

 

露天商からディーゼル燃料を購入することは可能だが、

値段は高く２００リットル当たり７０ドルかかるとい

う。なお、ガソリンスタンドで給油すれば無料で給油で

きる。 

 

輸送コストの上昇により、商品価格が上がっており、食

料品の価格はこれまでよりも１５％ほど高くなってい

るという。 

 

また、トラクターが動かないため農畜産業の稼働が停止。 

さとうきび工場も稼働停止したという。 

 

米国の経済制裁によりディーゼル燃料が不足している

中、先週カルドン製油所が稼働を停止したようで、精製

量が減少。燃料不足を加速させている。 

 

畜産団体「Fedenaga」の代表らは、陸運管理当局と会談。 

ディーゼル燃料不足の解決手段について協議した。なお、

「Fedenaga」と現政権が協議の場を持つのは２０年ぶ

りだという。 

 

２００１年 故チャベス大統領は、大統領授権法（国会

の承認を経ることなく、大統領が特定分野の法律を策定

できる法律）を行使し「土地法」を発効。大土地所有者

から強制的に土地を接収した。これが理由で畜産業界は、

強く現政権を非難している。 

 

なお、陸運管理当局（INTI）のダビッド・エルナンデス

局長は、ツイッターで「民間セクターは憲法規定に従い、

外国による攻撃を拒絶しなければならない」と投稿。 

 

民間セクターに対して、米国の経済制裁を拒絶するよう

訴えた。 

 

「民間セクター 燃料輸入を開始？」         

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権がガソリンスタンドの

経営から燃料輸入まで民間セクターにゆだねようとし

ていると報じた。 
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既にこの数カ月、マドゥロ政権は特に発表をすることな

く、静かにガソリンスタンドの経営を一部の民間事業者

に移譲している。 

 

ファビオラ・セルパ記者が入手した情報によると、ある

民間企業が「VIA」という名前でガソリンスタンドの運

営を始めており、米国の制裁を回避して燃料を輸入する

取り組みを始めているという。 

 

現時点では誰がこの取り組みを主導しているのか判明

していないという。与党国会は石油産業の規則を定める

「炭化水素法」の改定を議論しており、民間セクターに

石油産業への参入を許可すると考えられている。 

 

「最低賃金に加えて、法定福利も増額」         

 

正式な発表無く最低賃金が改定された点については前

号「ベネズエラ・トゥデイ No.572」で紹介した。 

 

ベネズエラでは給料に加えて「食料補助（概念としては

労働中の食費を補填する補助）」という法定福利が存在

する。 

 

これまで「食料補助」の支給額は BsS.４０万だったが、

この食料補助が変わったようだ。 

 

「El Nacional」によると、「食料補助」は BsS.１４０万

増額の BsS.１８０万。３月１日から遡及して適用され

るようだ。 

 

最低賃金は月額 BsS.１８０万にかわったので、食料補

助と合わせて BsS.３６０万になる（２ドル弱）。 

 

また、公務員は基本給の４０％の「経済安定化補助金」

が支給されるので、追加で BsS.７２万を受け取ること

になる。 

 

「カラカスの不動産需要 ２５％増」         

 

地方はガソリン不足に加えて、電力・ガス・水道など公

共サービスの劣化が著しい。カラカスも公共サービスが

適切に届いているわけではないが、地方よりも状況は良

いという。 

 

過去、移民増加でカラカスの住民が減少していたが、２

０年以降は Covid-１９の影響もあり移民数は減少。一

方、地方からカラカスに人が移動してきているため、カ

ラカスの住民が増えているという。 

 

３月１４日 「ベネズエラ不動産商工会」のフランシス

コ・ロペス代表は、カラカスの賃貸需要が前年より２

５％増えており、住宅価格も９％上昇しているとコメン

ト。他の産業は不調だが、不動産には一定の回復が見ら

れるとした。 

 

例えば、低所得者の多い地域「サンベルナルディノ」「エ

ルパライソ」の家賃は月額２００ドル、それ以外の地域

は３００～５００ドル。エルアティージョなど高級住宅

地では５００～１０００ドルほどが相場だという。 

 

また、現在の不動産賃貸法について改定の必要性を主張。 

 

ドル建ての家賃契約を合法化するよう要請した。 

実際のところ、契約書はボリバル建ての契約書とドル建

ての契約書の２つを作成するのが一般的。公的組織に提

出する場合はボリバル建てで、本当の契約書はドル建て

の契約書というやり方が多い。 

 

また、入居者が契約内容を履行しなかった場合は強制的

に退去させることができるよう、法律を変更するよう求

めた。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd6c070917b06cd1ff2d9d64ab950fae.pdf

