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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 国会で年次報告を実施、未払債務についても言及” 

 

 

２０２１年１月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「米国南部軍司令官 ガイアナと軍事関係強化 

～マドゥロ政権 米国の介入に警戒～」 

「カプリレス元知事 欧州滞在の噂を否定」 

「米州機構 人権侵害で FAES の解体を要請」 

経 済                     

「Repsol、Rosneft PDVSA との取引を再開」 

「Ecoanalitica 経済情勢についてコメント」 

社 会                     

「２０年 全国の停電回数１５，７１９回」 

「イラン産ガソリンで自動車故障」 

２０２１年１月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「OAS アルマグロ事務局長 

～グアイド議長を孤立させてしまった～」 

「米国 押収したガソリン収入をテロ支援に使用」 

「マドゥロ大統領 ２０年の年次報告を実施 

～PDVSA 日量１５０万バレルの生産目標～」 

経 済                    

「CAVECECO ７＋７では感染防止出来ない」 

「マドゥロ大統領 未払債務について言及」 

社 会                     

「２０年 教育政策の失敗で学童５０％減」 
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２０２１年１月１１日（月曜）             

政 治                       

「米国南部軍司令官 ガイアナと軍事関係強化     

    ～マドゥロ政権 米国の介入に警戒～」       

 

１月１１日 米国の Craig Faller 南部軍司令官はガイア

ナを訪問。 

 

翌１２日にガイアナのアルファン・アリ大統領と両国の

軍事関係強化、安全保障協力について協議した。 

 

また、麻薬取引取り締まり強化のため、米国軍がガイア

ナ海域でパトロールを強化することなども議論したと

いう。 

 

米国政府は、２０年４月から麻薬取引取り締まり強化の

名目でカリブ海でのパトロールを強化しており（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.427」参照）、ガイアナが協力する

ことで麻薬取引の取り締りが一層強化されることにな

る。 

 

ただし、麻薬取り締まりというのは建前で、マドゥロ政

権に圧力をかけることが目的であるとの見方も強く、マ

ドゥロ政権は米国海軍がベネズエラ近海をパトロール

することに強い警戒感を示している。 

 

また、ガイアナはベネズエラと国境を接しており、両国

の間には「エセキボ」と呼ばれる両国が領有権を争う地

域があり、マドゥロ政権にとって同国海域で米国海軍が

パトロールをすることは他の海域と異なる脅威もある。 

 

この動きにマドゥロ政権は強く反応。 

米国海軍のパトロール強化を非難した。 

また、パドリーノ・ロペス国防相は、今後ベネズエラ海

域での海軍のパトロールを強化すると発表した。 

 

 

（写真）米国南部軍司令官ツイッター 

“米国南部軍司令官 ガイアナのアリ大統領と協議” 

 

「カプリレス元知事 欧州滞在の噂を否定」         

 

グアイド支持系とされる弁護士が、ツイッターで野党

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事と「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサ

レス元議員が、グアイド政権への支持を撤回させるため

欧州を回っていると投稿。 

グアイド政権のメディア担当を務めるラファエル・ポレ

オ氏は、この報道を拡散させ、情報が拡散している。 

 

両名は２０年１２月の国会議員選に野党が参加するべ

きと主張した人物で、現在の主要野党の方針に明確に反

対している（「ウィークリーレポート No.163」）。 

 

カプリレス元知事は、この噂を否定するため自身のツイ

ッターで自分がカラカスの町にいることを投稿。車に乗

ってカラカスの街を移動している姿を投稿した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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この噂を投稿、あるいは情報を拡散させた人々について

どこから情報を得て、どのような目的で虚偽の情報を投

稿したのか考えてほしいと訴えた。 

 

 

（写真）カプリレス元ミランダ州知事 

 

「米州機構 人権侵害で FAES の解体を要請」                  

 

１月８日からカラカスの「La Vega 地区」で警察らとマ

フィア団の衝突が続いている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.546」）。１月１１日の時点で死者数は２３名に増え

た。２３名のうち少なくとも２名は一般人だという。 

 

また、正式な発表ではないが、他に１名一般人が死亡し

たと報じられており、その人物は「特別機動部隊（FAES）」

の職員に家の外に出されて、FAES 職員に射殺されたと

いう。 

 

この騒動について、「米州機構（OAS）」の「米州人権委

員会（CIDH）」は、FAES に対して人権侵害を理由に解

体させるよう要請した。 

 

 

 

経 済                        

「Repsol、Rosneft PDVSA との取引を再開」           

 

エネルギー系情報サイト「Energy News Today」は、ス

ペインの「Repsol」とロシアの「Rosneft」が、PDVSA

との取引を再開したと報じた。 

 

２０年１１月以降、「Repsol」は PDVSA との取引を停

止していたが、２５万バレルのディーゼル燃料を

PDVSA に輸出するという。 

 

「Rosneft」は２０年１月に米国政府に制裁をかけられ

て以降、ベネズエラとの取引をほぼ停止したが、先週ガ

ソリン燃料の精製に必要な減圧軽油５４万バレルをベ

ネズエラに荷下ろししたという。 

 

減圧軽油の到着により、ベネズエラ国内にある製油所の

燃料精製量増加が予見されている。 

 

「Ecoanalitica 経済情勢についてコメント」         

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥロ

バル・オリベロ氏は、「El Estimulo」のインタビューに

対応。ベネズエラ経済についての質問に回答した。 

 

その内容の一部要約を紹介したい。 

 

「小規模企業を中心に企業活動が増えてきている。大企

業は政府の規制で成長が出来ないのか？」 

 

最近では、ベネズエラ国内でも、業績が回復する会社も

出始めている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42c6d1939983b79595544b62f71f9832.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42c6d1939983b79595544b62f71f9832.pdf
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業績が回復している主な業種は、食品加工・医薬品・技

術・通信・包装業などだ。この５業種は回復の兆しが見

えている。 

 

しかし、ベネズエラが成長するためには大企業の活躍が

必要だ。しかし、大企業の動きは停滞している。 

 

ベネズエラ経済に特に大きな影響を与えるのは石油産

業だ。石油産業は歴史的にベネズエラの基幹産業だが、

昨年は前年比３０％減と著しく落ち込んだ。建設業も大

事な業種だが、同業種も前年比３５％減だった。 

製造業は電力不足・輸入競合品の存在を受けて厳しい状

況にある。 

 

ベネズエラ経済に大きな影響を与える「石油産業」、「建

設業」、「製造業」は構造的な問題を抱えており、制度を

変えるだけでは回復できない。 

 

「制裁が引き起こしたものなのだろうか？」 

 

経済悪化は制裁が要素となっているが、最も大きな要素

ではない。ベネズエラの経済力の低下はチャベス政権が

施行した経済モデルの失敗の結果である。 

 

チャベス政権時代の経済成長は、原油価格の上昇に支え

られていた。原油価格が下がった時、ベネズエラ経済は

崩壊した。チャベス政権は将来的に来ることが予想でき

た原油下落に対して準備をしなかった。これが問題を深

刻化させた原因だ。 

 

制裁はマドゥロ政権が現実的な政策に舵を取るきっか

けを与えたと言える。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「２０年 全国の停電回数１５，７１９回」           

 

「停電被害者委員会」の Aixa Lopex 代表は、２０２０

年にベネズエラ国内で起きた停電の回数は１５，７１９

回と発表。また、２０２１年に入っても電力事情は改善

していないとした。 

 

「今年は１１日しか経っていないが、年始から停電が続

いている。 

 

カラカスについても引き続き停電が多い。 

カラカスの中で停電が多い地域は、「El Recreo」

「Altagracia」「La Pastora」「 San bernardino」「El 

Candelaria」「El Valle」。 

 

州別で見て特に停電が多いのはスリア州。次いで、タチ

ラ州、メリダ州、トゥルヒージョ州、バリナス州、ポル

トゥゲサ州となっている。」 

と訴えた。 

 

「イラン産ガソリンで自動車故障」         

 

ガソリン不足が深刻化する中、ベネズエラではイラン産

ガソリンや国内製油所で精製されたガソリンが出回っ

ているが、その品質が悪く車が故障するケースが散見さ

れている。 

 

また、路上ではガソリンに見立てた汚水を販売する人も

おり、問題となっている。 

 

一般人女性 Fabiaola Barrera 氏は、自身のツイッターで

イラン産ガソリンを給油した結果、車が壊れたと投稿。

彼女の訴えが拡散している。 
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投稿した映像で、彼女はタンクからガソリンを出してお

り、「タンクから出てくる燃料はガソリンには見えない」

と訴えている。 

 

 

（写真）Fabiola Barrera 氏ツイッター 

 

２０２１年１月１２日（火曜）               

政 治                        

「OAS アルマグロ事務局長              

   ～グアイド議長を孤立させてしまった～」        

 

「米州機構（OAS）」のアルマグロ事務局長は、スペイ

ン系メディア「El Mundo」のインタビューに対応。 

 

グアイド議長の現状について「我々はグアイド議長を実

質的に孤立させてしまった」との見解を示した。 

 

「グアイド議長は、英雄として称賛されるべきだと考え

ている。理由は簡単だ。彼はベネズエラの民主主義が回

復するかもしれないという期待感を高めることに成功

した。 

 

 

グアイド議長は、抑圧に数十億の資金を投じることが出

来るマドゥロ政権と対峙しなければいけなかったが、

我々はそのような政権と対峙する彼を実質的に一人に

させてしまった。カプリレス氏さえも彼を支援しなかっ

た。 

 

政権交代を達成できていない責任は、グアイド議長にあ

るのではなく、独裁政権と対峙するグアイド議長を支援

できなかった我々自身にある。」 

との見解を示した。 

 

また、マドゥロ大統領について裁きを下す必要性を主張。 

「裁きはベネズエラに民主主義を取り戻すための最良

のツールである。裁きにより独裁政権を排除することが

出来る。 

 

裁きは独裁者が権力の座から降りた後にやってくるこ

ともあるが、ベネズエラに関して、独裁者が権力に居座

っている最中に裁かれる可能性があると考えている。」 

とコメントした。 

 

「米国 押収したガソリン収入をテロ支援に使用」           

 

１月１２日 米国のポンペオ国務長官は、２０年 8 月に

押収したイラン産ガソリンの売却収入４，０００万ドル

を米国テロ被害者支援基金に使用すると発表した。 

 

２０年８月、マドゥロ政権はガソリン不足の対応策とし

てイラン産ガソリンを購入したが、タンカーを操縦する

業者は制裁の二次被害を避けるため、米国にタンカーを

引き渡した（「ベネズエラ・トゥデイ No.484」）。 

 

当時のレポートでも書いたが、マドゥロ政権は、このガ

ソリンの購入代金を支払い済みで、今回「米国テロ被害

者支援基金」に流れるお金はベネズエラのものだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
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米国政府がベネズエラを「テロ支援国家」に認定してい

るわけではないにも関わらず、ベネズエラの資金がテロ

被害者に流れるのはおかしい。 

 

４，０００万ドルは、凍結されているベネズエラ政府か

PDVSA の口座に入れるべきだ。 

 

もし、グアイド政権が「外国にあるベネズエラの資産を

守る」と主張するのであれば、ベネズエラが支払った資

金が全く関係ない米国のテロ被害者基金に流れること

に反対するべきだろう。 

 

しかし、野党系のメディアでこのような指摘をするメデ

ィアはない。「ウィークリーレポート No.182」でも書い

た通り、米国・英国政府が世論を操作する目的でベネズ

エラのメディアなど（間接的に野党政治家）に資金を流

したと考えられても仕方ない。 

 

「マドゥロ大統領 ２０年の年次報告を実施        

 ～PDVSA 日量１５０万バレルを生産目標～」         

 

１月１２日 マドゥロ大統領は、国会で２０年の年次報

告（Memoria y Cuenta）を行った。 

 

ベネズエラには、大統領は前年の政権運営実績について

１月１５日までに国会で説明しなければならないとい

う決まりがある。 

 

２０１６年に野党多数の国会が成立して以降、マドゥロ

大統領は最高裁、制憲議会の前で年次報告を行っていた

が、与党多数の国会が発足したことで２１年からは国会

で年次報告を行うことになる。 

 

本来であれば、年次報告は前年のインフレ率や失業率な

ど経済指標が公表されるが、１５年頃からこれらの数字

は公表されなくなり、ただの演説になっている。 

 

マドゥロ大統領は、トランプ政権、ドゥケ政権、ベネズ

エラ野党によるベネズエラへの侵略行為を非難。 

 

経済のデジタル化を一層進める方針を改めて示した他、

米国の経済制裁を非難。制裁による金融妨害で外貨収入

が大きく落ち込み、経済が悪化したと主張。 

 

他方、２０２０年の貧困率については、「極めて貧しい」

に分類されるのは人口全体の４％、「貧困」に分類され

るのは同１７％とかなり控えめな数字を示した。 

 

また、石油産業について、「２０１５年、オバマ政権が

最初にベネズエラに制裁を科した時、ベネズエラは日量

２１５．３万バレルを産出していたが、トランプ政権の

制裁により産油量は大きく減少した」と主張。 

２０１５年から２０年にかけて、制裁により受けた経済

的損失は１，０２５億ドルに上るとした。 

 

「２０２１年は、日量１５０万バレルを産出し、世界中

に原油を輸出することを目標にする。」 

と発言した。 

 

 

（写真）大統領府ツイッター 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/65703750678a6ef31f81e78d5d6dfaf7.pdf
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経 済                       

「CAVECECO ７＋７では感染防止出来ない」            

 

「ショッピングセンター商工会議所（CAVECECO）」の

フレディ・コーエン代表は、マドゥロ政権が行っている

Covid-１９感染防止策「７＋７」の効果に疑問を呈し、

「７＋７」を停止するよう求めた。 

 

「７＋７」は、１週間ごとに隔離緩和と隔離措置を交互

に行う感染防止策である。 

 

コーエン代表は 

「外出制限があるため、人は外出制限が緩和された時に

一斉に外出することになる。活動可能な時間をより長く

すれば、人が密集する機会が減り、長時間仕事をするこ

とが出来る。」 

と主張した。 

 

また、ショッピングセンターの状況について、１２月は

隔離緩和措置により多少安定したが、２０年は極めて厳

しい年だったとの見解を示した。 

 

「マドゥロ大統領 未払債務について言及」             

 

１月１２日 マドゥロ大統領は、年次報告で米国の経済

制裁を非難した際に未払債務についても言及した。 

 

マドゥロ大統領によると、米国の経済制裁によりベネズ

エラ国債・PDVSA 社債の債券保有者は７７０億ドルの

損失を被ったと主張。 

 

また、制裁はベネズエラに対して商業債権を抱えている

企業から１，２７０億ドルを奪ったと述べた。 

 

 

 

 

マドゥロ大統領は、制裁が科されるまでベネズエラは合

計で１０９兆６１９０億ドルの債務を返済してきたと

述べ、ベネズエラは常に債務を返済する意志があると主

張。現在支払いが停止している債務について債権者と交

渉する意志があると述べ、交渉再開を求めた。 

 

他、CITGO や Monomeros のコントロールが戻れば、

ベネズエラは正常なサイクルに戻り、産油量は回復でき、

債務返済は可能だと主張した。 

 

社 会                       

「２０年 教育政策の失敗で学童５０％減」            

 

２１年が始まったが、ベネズエラの学校は引き続きイン

ターネットや電話などによる遠隔学習が続いている。 

とは言え、ベネズエラの社会インフラは脆弱で、インタ

ーネットの切断、停電などを理由にまともな授業ができ

ないまま１年が経過しようとしている。 

 

現地メディア「TVV Noticias」は、現在のベネズエラの

教育セクターの状況について報道。 

 

２０２０年の間にベネズエラの学童は５０％以上減少

したという。理由は教員の外国移住、電気・インターネ

ットの切断、授業料を支払うことが出来ないなどの経済

的な理由だとした。 

 

教職者団体のラファエル・フィゲロア秘書官は、マドゥ

ロ政権の教育政策を非難。２０２０年にマドゥロ政権が

採った政策は教育セクターを破壊するもので、大きな失

敗だったと非難した。 

 

以上 


