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（写真）TELESUR “ドーハン調査員 制裁はベネズエラの人権を侵害していると結論” 

 

 

２０２１年２月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「ドーハン国連調査員 暫定報告を発表 

～米国の一方的な制裁は国民生活に悪影響～」 

「野党・専門家 ドーハン調査員に反論」 

「野党 “青年の日“に学生中心の抗議行動を実施」 

経 済                     

「ロイター イランから精製に必要な資材が到着」 

「Bloomberg マドゥロ政権は政治思想を放棄」 

「中央銀行 ２０年のインフレ率約３，０００％」 

社 会                     

「マドゥロ大統領 ３月から学校を再開」 

21 年 2 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「ロシア製ワクチン ベネズエラに到着」 

「２１年間で８０００億ドルを資金洗浄？ 

～ルクセンブルクに不正口座を持つ４社～」 

経 済                    

「アルコール業界 ２０年の売り上げ７７％減」 

「観光業界 ２０年に４，５００社が事業停止」 

社 会                    

「Carnaval ラグアイラのホテル稼働率は９０％ 

～カラカス都市部 ドル生活者の状況は改善～」 

「バレンタインデーを祝うための費用は」 
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２０２１年２月１２日（金曜）             

政 治                       

「ドーハン国連調査員 暫定報告を発表         

  ～米国の一方的な制裁は国民生活に悪影響～」       

 

２月１日から、制裁がベネズエラに与えている影響を調

査する目的で国連からアレナ・ドーハン調査員がベネズ

エラを訪問。マドゥロ政権関係者やグアイド政権関係者

の他、経済団体・非政府系団体・教会などと意見交換を

行った。 

 

２月１２日 ドーハン国連調査員は視察工程を終え、今

回の視察の暫定報告を発表した。なお、正式な報告書の

発表は２１年９月を予定している。 

 

ドーハン調査員は、米国の一方的な制裁はベネズエラの

政治・経済・社会に悪影響を与えたと認識。 

 

また、米国がベネズエラに制裁を科している根拠となる

２０１５年３月に成立した法律は、国際規則の基準を満

たしていないとコメント。 

 

米国の一方的な制裁は国の自治権の侵害であり、内政干

渉であり、ベネズエラに限らず周辺地域にも影響を与え

ていると指摘。 

 

加えて、自国の法管轄外の第三国の国民、企業、団体を、

ベネズエラの公的組織や企業と取引を行ったことによ

り裁く、あるいは脅す行為は、国際法の観点から正当化

できないと説明。 

 

二次制裁の可能性をほのめかすことで、制裁に対するオ

ーバーコンプライアンスが拡大するリスクがあると警

告した。 

 

 

また、米国政府が人道的な観点からライセンスなどを発

行して制裁に例外規定を設けている点について、実質的

には有効ではないとの認識を示した。 

 

第三国を含めて、ガソリン・ディーゼル燃料の取引を停

止させようとする米国の制裁は、ベネズエラ国内にガソ

リン不足、ディーゼル燃料不足を起こしており、農業や

工業の稼働を止めることで深刻な食料・経済危機を引き

起こすと指摘した。 

 

他、ベネズエラは極めて石油依存の経済体制にあるが、

制裁により外貨収入が減少。また、米国・英国・ポルト

ガルはベネズエラ政府・中央銀行などの口座を凍結した

ことで経済危機に対応する政府の能力を毀損。その結果、

ベネズエラ政府の資金が不足した。 

 

また、資金不足で支払い能力がなくなったことに加えて、

制裁で送金ができないこと、あるいは制裁を回避するた

めに輸送費や保険料で追加コストが発生していること、 

二次制裁リスクを恐れて PDVSA に協力する外国パー

トナーがいなくったことで社会インフラのメンテナン

スが出来なくなったと指摘。 

 

制裁が引き起こした被害が、原油価格の下落、汚職、政

策ミスなどを理由に元々悪化傾向にあったベネズエラ

経済を更に悪化させたと説明した。 

 

最後に、米国政府および欧州含む各国に対して、現在ベ

ネズエラに科している制裁が国際法に照らして適切な

ものになっているか見直し、撤回するよう求めた。 

 

また、米国・英国・ポルトガル政府が凍結している合計

６０億ドルにのぼる資産について、ワクチンなど国民生

活を守るための支出に関しては、凍結を解除するよう求

めた。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年２月１２日～２月１４日報道            No.５６１   ２０２１年２月１５日（月曜） 

3 / 8 

 

そして、国連人道支援組織に対して、平等で透明性の高

い人道支援を行うためにベネズエラ政府と協議するよ

う要請。同時にベネズエラ政府に対して、外国の支援団

体の国内での活動を支援し、差別のない人道支援の実施

を要請した。 

 

「野党・専門家 ドーハン調査員に反論」         

 

ドーハン調査員の指摘している通り、米国の経済制裁は

ベネズエラに著しい経済・社会的な損失を与えている。 

 

筆者はドーハン調査員が指摘している内容は事実だと

考えている。 

 

ただし、ドーハン調査員の報告は「制裁はベネズエラに

被害を与えた」という面だけを指摘しており、「マドゥ

ロ政権にも現在の危機の責任がある」という分析はほと

んどなかった。 

 

ドーハン調査員の視察目的は「制裁がベネズエラに影響

を与えたかどうか」であり、「ベネズエラが現在のよう

な状況になった原因を探るため」ではない。 

 

その意味で、ドーハン調査員が制裁の悪影響についてだ

け報告するのは間違いとは言えないのかもしれないが、

単純に報告の内容を見るとマドゥロ政権側に偏ってい

ると感じるのは確かだろう。 

 

加えて、ドーハン調査員の報告には「米国の制裁は国際

法に照らして適切なものではなかった。」「米国・英国・

ポルトガルは凍結している６０億ドルの凍結を解除す

るべき」との結論があり、グアイド政権側のスタンスを

否定する内容となっている。 

 

そもそもグアイド政権の存在について、一切考慮されて

いない報告となっている。 

 

このような理由から野党政治家や専門家はドーハン調

査員の暫定報告を非難・反論している。 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

ドーハン調査員の報告について、 

「制裁はベネズエラの危機を解決しないし、いくつかの

問題を悪化させる。しかし、制裁がベネズエラの問題の

根源だと主張するのは馬鹿げている。 

 

ベネズエラの危機は懲罰的で脅迫的な政府の政策が根

本的な原因であり、政府が行った誤った政策が投資家の

信頼をなくし、政治を崩壊させた。」 

と反論した。 

 

ドーハン調査員の報告内容に反論する彼の見解は適切

だろう。 

 

しかし、野党政治家の中には「制裁がベネズエラに悪影

響を与えた」という事実を拒否するために、ドーハン調

査員の報告ではなく、ドーハン調査員自身を非難する者

もいる。 

 

「第一正義党（PJ）」のトマス・グアニパ議員は、ドー

ハン調査員についてベラルーシ出身であることを指摘。

「キューバとイランにコントロールされた国連の委員

会はベラルーシの刺客を送った。これはベネズエラを破

壊している独裁政権から国民を守ろうとする全ての国

に対する侮辱であり、真実の被害者であるベネズエラ人

に対する侮辱だ。」 

と主張した。 

 

なお、グアイド議長は現在のところドーハン調査員の暫

定報告について特段のコメントはしていない。 
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「野党 “青年の日“で学生中心の抗議行動を実施」                  

 

２月１２日は「青年の日」である。 

 

グアイド議長は「青年の日」に学生を中心とする抗議行

動に参加すると発表。支持者にも参加を呼び掛けていた。 

 

グアイド議長は以前から度々抗議行動を呼びかけてい

たが、Covid-１９を理由とする集団行動の自粛ムードに

加えて、グアイド政権自体の人気低迷もあり、抗議行動

は盛り上がっていなかった。 

 

結論として「青年の日」の抗議行動もほとんど動員が出

来ておらず、学生よりも党員が多い印象。 

抗議行動を通じた政権交代の機運が無いことを改めて

証明した。 

 

 

（写真）ファン・グアイド議長ツイッター 

 

なお、野党に対応する目的で２月１２日にマドゥロ政権

側もミラフローレス（大統領府）前で政治集会を行った。

こちらも野党側と同じで小規模なイベントだった。 

 

 

 

 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

経 済                        

「ロイター イランから精製に必要な資材が到着」           

 

「ロイター通信」は、イランがベネズエラの製油所を改

修するための資材を空輸で運んできたと報じた。 

 

ロイターが関係者から入手した情報によると、イランは

パラグアナ石油精製センターあるいはカルドン製油所

で使用するための複数の「触媒（Catalizador）」を運ん

できたという。 

 

今後も国内製油所を稼働させるために同様の資材が空

輸で運ばれてくる予定だという。 

 

「Bloomberg マドゥロ政権は政治思想を放棄」         

 

「Bloomberg」は、化学品工場、コーヒー加工施設、ホ

テルなど過去ベネズエラ政府が接収した資産の多くを

マドゥロ政権が民間セクターに引き渡していると報道。 

 

マドゥロ政権は、故チャベス政権の政治思想を放棄しよ

うとしていると報じた。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年２月１２日～２月１４日報道            No.５６１   ２０２１年２月１５日（月曜） 

5 / 8 

 

政府の交渉について内容を知る人物によると、マドゥロ

政権は民間セクターに対して、施設の移譲と引き換えに

収入の一部をマドゥロ政権に引き渡すよう求めている

という。 

 

この状況について、一時マドゥロ政権下で経済担当副大

統領を担ったことのあるラモン・ロボ議員は、「民間セ

クターと公的セクターが歩調を合わせることはポジテ

ィブに捉えるべきだ。政府は企業の運営を監視し、利益

で見返りを受け取る。」 

と説明した。 

 

「中央銀行 ２０年のインフレ率約３，０００％」                  

 

ベネズエラ中央銀行は、２１年１月までのインフレ率を

更新した。詳細は以下の通り。 

 

２０年１２月のインフレ率は先月比７７．５％増。 

２１年１月のインフレ率は先月比４６．６％増とした。 

２０年の年間インフレ率は前年比２，９５９．８％増に

なる。なお、野党国会が公表している２０年のインフレ

率は同３，０４５．９２％で基本的に同じである。 

 

 

 

社 会                        

「マドゥロ大統領 ３月から学校を再開」           

 

２月１２日 マドゥロ大統領は３月から通学形式の学

校を再開すると発表した。ただし、具体的な日程は決ま

っていない。 

 

「３月の近いうちに通学形式の学校を部分的に再開す

る。学校は衛生規則を遵守しなければならない。」 

と発表した。 

 

マドゥロ政権は、２０年３月に最初の Covid-１９感染

者を確認した後、速やかに学校を閉鎖。 

 

それ以降、１年間インターネットや電話による遠隔学習

を行っていた。しかし、インターネットや電話回線は脆

弱でコストもかかるため、遠隔学習はほとんど機能して

いないと言われている。 

 

２０２１年２月１３日～１４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ロシア製ワクチン ベネズエラに到着」        

 

２月１３日 １０万個のロシア製ワクチン「Sputnik V」

がベネズエラに到着した。 

 

これまでベネズエラは「Sputnik V」フェーズ３の臨床

試験に協力していたが、今回は本接種のための輸入とな

る。 

 

マドゥロ政権はロシアから１０００万個のワクチンを

購入する契約を締結しており、今回が最初の到着。 

 

最初は医師、看護師らに摂取し、その後感染リスクが高

い人から優先的に摂取を行うとしている。 

Indice Var%

2021(*)

1月 480,553,055,894.4 46.6

2020

12月 327,767,509,170.0 77.5

11月 184,682,722,830.1 40.0

10月 131,945,447,084.8 30.5

9月 101,126,220,212.8 27.9

8月 79,061,685,127.4 24.7

7月 63,408,630,581.9 19.6

6月 53,033,212,824.9 25.1

5月 42,404,519,909.6 38.6

4月 30,594,008,765.7 27.5

3月 23,995,112,795.7 13.3

2月 21,174,462,628.9 21.8

1月 17,377,625,281.2 62.2
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なお、マドゥロ政権は、ワクチン供給を行う「Somos 

Venezuela」の党員にもワクチン接種を行うと説明。 

 

「Somos Venezuela」は、Covid-１９対策委員長を務め

るデルシー・ロドリゲス副大統領が党首を務めている政

党。 

 

つまり、与党支持者が優先的にワクチンを接種されるこ

とになり、政治思想を理由としたワクチン接種として野

党は人道支援で差別が行われていると指摘している。 

 

「２１年間で８０００億ドルを資金洗浄？         

  ～ルクセンブルクに不正口座を持つ４社～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.559」で、ルクセンブルク

に世界的な著名人らが税金支払いを回避するための口

座が多数存在しており、その中にマドゥロ政権関係者も

含まれているとの記事を紹介した。 

 

本件について、汚職関連の調査を行っているアレハンド

ロ・ロボジェド弁護士は、アルゼンチン系メディア

「Infobae」のインタビューに対応。 

 

故チャベス政権が発足してから現在までにベネズエラ

は８０００億ドルの資金をマネーロンダリングしてき

たと指摘。ベネズエラが世界の金融取引を汚染したと訴

えた。 

 

ロボジェド弁護士は、ルクセンブルクにはマドゥロ政権

と取引を行ってきた多くの企業家の口座があると指摘

した。 

 

本件に関連し「Miami Heraldo」は、アレハンドロ・ベ

タンコート・ロペス氏（大衆意志党のレオポルド・ロペ

ス党首の従兄弟）について「彼が問題となっているルク

センブルクの４つの会社の利益享受者」と報じた。 

 

「Miami Helado」によると、ルクセンブルクに口座を持

つ４つの会社の名前は「Latin America Ventures Sarl」

「Gainsboro Developments」「Ming International」

「O’Hara Financial」。 

 

ロペス氏は、これらの会社を通じて大量のマネーロンダ

リングを行っていたと報じた。 

 

なお、ロボジェド弁護士が述べている「故チャベス政権

が発足してからこれまでに８０００億ドルのマネーロ

ンダリングを行った」という指摘には疑問がある。 

 

中央銀行の輸出統計によると、２００１年から２０１８

年までの石油セクターの輸出総額が８９１０億ドルに

なる。恐らく１９年～２０年を合わせても９５００億ド

ルに届かない程度だろう。 

 

ベネズエラの外貨収入源はほぼ原油輸出である。 

 

仮に８０００億ドルもマネーロンダリングで国外に流

出したとすれば、ベネズエラはこの２１年間１５００億

ドルで生き延びていたことになり、１年間で１００億ド

ルも使用していないことになる。 

 

どのような計算からロボジェド弁護士が８０００億ド

ルという数字を出したのかは分からないが、この数字は

多めに見積もられていることだろう。 

 

経 済                       

「アルコール業界 ２０年の売り上げ７７％減」            

 

「カラカス都市部アルコール商工会（Calicor）」のカル

ロス・サラサール代表は、２０２０年のアルコール業界

の業績について前年から７７％も落ち込んだと説明。 

Covid-１９の感染防止のため２０年は４カ月間しか営

業をすることが出来なかったと説明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4db1e3c29afeeaa21410fcf568544ea.pdf
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また、この状況にも関わらず税金の支払い額は以前より

増えていると指摘。アルコール業界は疲弊しており、税

金支払いについて特別措置を講じる必要があると訴え

た。 

 

「観光業界 ２０年に４，５００社が事業停止」         

 

ベネズエラでは２月１５日～１６日は「カーニバル」で

国民の休日となる。 

 

これを理由にマドゥロ政権は、Covid-１９の隔離措置を

２月１７日まで緩和すると発表していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.557」）。 

 

「観光商工会（Conseturismo）」のレウド・ゴンサレス

代表は、Covid-１９隔離緩和措置の延長について 

「隔離措置が緩和されたことで予約、ツアーパッケージ

など観光業界が活発化した。」と肯定的に評価した。 

 

また、「４月のセマナサンタについても同様の措置が取

られることを期待している」と述べた。 

 

しかし、２０年３月以降 Covid-１９の影響で観光業は

深刻なダメージを受けており、ホテル、ポサーダ、旅行

会社、バス会社など観光業界の３０％に相当する４，５

００社が維持費を支払うことが出来ずに事業を停止し

たと説明した。 

 

ただし、４５００社の中には一時的に事業を停止してい

るだけの会社も多く、状況が改善し、事業を再開するこ

とを期待していると述べた。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「Carnaval ラグアイラのホテル稼働率は９０％    

 ～カラカス都市部 ドル生活者の状況は改善～」           

 

２月１４日 ベネズエラの玄関口であるマイケティア

国際空港があるラグアイラ州（旧バルガス州）「ラグア

イラ観光協会」のエルネスト・ガルシア代表は、ラジオ

番組「Union Radio」のインタビューに対応。 

 

２１年のカーニバル期間中の観光業について、ポジティ

ブな認識を示した。 

 

ガルシア代表によると、カーニバル期間中のホテルの稼

働率は９０％で、観光客が部屋を予約するのは大変な状

況になっていると言及。ハイシーズンに多くの観光客を

受け入れることが出来ており、とてもポジティブだと言

及した。 

 

実は最近カラカスは、“ドル生活者にとっては“状況が改

善していると言われている。 

 

ドル経済が定着したことでスーパーマーケットの物不

足はかなり解消しており、貧困街ペタレの山頂にある小

さな店舗でも棚には商品がいっぱいだという。 

 

地方はガソリン不足、停電、断水、その他インフラの劣

化により劣悪な環境にあるが、カラカス都市部は他方と

比べると恵まれている。そのため、地方からカラカスに

移住する人が増えており、都市部の人口が増えていると

の話もある。 

 

また、犯罪者集団が外国に移住するなどカラカス都市部

の犯罪率も低下しているという。実際に１９年、２０年

と殺人発生件数は連続で低下している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.560」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13fd14afcfb3be1a754a171e278408ea.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13fd14afcfb3be1a754a171e278408ea.pdf
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最近のカラカス都市部の状況については中々興味深い

情報があり、本件については「ウィークリーレポート」

で紹介したい。 

 

「バレンタインデーを祝うための費用は」         

 

２月１４日は「バレンタインデー」。 

ベネズエラにも「バレンタインデー」を祝う習慣はある。 

 

ただし、ベネズエラでバレンタインデーは「Dia del 

Amor y la Amistad（愛と友情の日）」と呼ばれており、

恋人だけを対象とした日ではない。「Dia del Amor y la 

Amistad」を家族で祝う人も多い。 

 

なお、バレンタインデーにカラカスの「El Rosal」（金融

系の会社が多いチャカオ市の地区）で一泊宿泊するため

には１５～５０ドルほどかかるという。 

 

チョコレートをプレゼントするのも一般的だが、チョコ

レートに限らず、花や風船やぬいぐるみなどをプレゼン

トするのも一般的である。 

 

なお、「Caraota Digital」の調査によると、プレゼント用

のチョコレートの値段は５ドル～２０ドル程度。高いも

のであれば８０ドル程度だという。基本的に日本と変わ

らないようだ。 

 

以上 

 


