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（写真）イバン・ドゥケ大統領ツイッター “コロンビア ベネズエラの不法移民に滞在ステータスを提供” 

 

 

２０２１年２月８日（月曜） 

 

政 治                     

「米国政府 国連人権委員会に復帰」 

「与党国会 新 CNE 役員の任命プロセス進む」 

経 済                     

「米国監査院 制裁はベネズエラ経済に悪影響 

～国務省 制裁は直接国民に影響を与えてない～」 

「SimpleTV インターネット開発の許可受ける」 

社 会                     

「ベネズエラ犯罪グループ ブラジルに移動？」 

「検察庁 カラカスの犯罪グループをほぼ解体」 

「１７年の抗議参加者殺害で軍人９名に有罪判決」 

２０２１年２月９日（火曜） 

 

政 治                    

「Covax 利用に暗雲 期限内に支払いできず？ 

マドゥロ政権 来週ロシア製ワクチン到着」 

経 済                    

「マドゥロ政権 カード決済 G4 対応に切り替え」 

「野党国会 ２１年１月のインフレ率５５．２％」 

社 会                     

「コロンビア ベネ不法移住者らに保護措置 

～１０年間は正規雇用・住居賃貸など可能に～」 

「ルクセンブルク 政権関係者の資産避難地に」 

「デル・ピノ元 PDVSA 総裁の裁判実施」 
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２０２１年２月８日（月曜）             

政 治                       

「米国政府 国連人権委員会に復帰」            

 

米国のアントニー・ブリンケン国務長官は、国連人権理

事会への復帰を希望すると発表した。 

 

２０１８年６月 人権理事会はパレスチナ問題でイス

ラエルを非難。これに対して、トランプ政権は同盟国で

あるイスラエルを擁護。「人権理事会はイスラエルに偏

見を持っている」と反論。 

 

また、「人権理事会は、中国・キューバ・ベネズエラを

擁護している」と非難するなど不満を口にし、人権理事

会の脱退を発表した。 

 

人権理事会は４７カ国で構成されており、各国の任期は

３年。現在、日本も人権理事会メンバーとなっている。

他、ベネズエラ（マドゥロ政権）やキューバや中国もメ

ンバーとなっている。 

 

ブリンケン国務長官は 

「人権委員会には欠陥があり、改革が必要だ。しかし、

組織を抜ければ目的は果たせない。我々の目的を達成す

るには人権委員会に復帰するのが最も良い選択だと考

えている。米国は人権問題をリードする準備がある。」 

とコメント。 

「人権理事会は、人権をひどく侵害してきた国に焦点を

当て、不正や強権政治と戦う重要な場にすることが出来

る」 

と補足した。 

 

ただし、正式な復帰ではなく、当面はオブザーバーとし

て参加するようだ。 

 

 

なお、米国の Namita Biggin 報道官は、人権理事会に加

わっているマドゥロ政権について 

「我々は直接マドゥロ政権と関わることはない。友好国

らと共同で行動することに注力する。」 

とのスタンスを示している。 

 

「与党国会 新 CNE 役員の任命プロセス進む」         

 

与党国会は２０年になし崩し的に任命された「選挙管理

委員会（CNE）」役員を正式に任命するとして、改めて

CNE 役員任命プロセスを進めている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.550」）。 

 

CNE 役員の任命は国会で協議されるが、この協議には

市民団体なども加わることになっている。 

 

与党国会は、この市民団体の代表者らを承認した。 

市民団体の代表者は以下の９名。 

 

・Carlos Alberto Baulin Gómez 

・Daza Martinez 

・Fernando Rivero 

・Mercedes Gutiérrez 

・Jesús González 

・Mauricio Perez Reina 

・José Diego Esteves 

・Jose Fuentes 

・Zoila Milagros Yánez 

 

上記９名に加えて、国会の「CNE 役員検討委員会」の

メンバー１１名にて協議の上、決定することになる。 

 

なお、与党国会の「CNE 役員検討委員会」メンバーは

以下の通り。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
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・Giuseppe Alessandrello Cimadevilla (代表)   

・Dessiré Santos Amaral (第１副代表) 

・José Gregorio Correa (第２副代表) 

・Nosliw Rodríguez 

・Gladys Requena 

・Didalco Bolívar 

・Luis José Marcano 

・Miguel Salazar 

・José Villarroel 

・Luis Augusto Romero 

・Cilia Flores.  

 

なお、「CNE 役員検討委員会」は今後の選考プロセスが

滞りなく進めば、セマナサンタ（４月１日）までには新

たな CNE 役員が決定するとしている。 

 

与党国会が CNE 役員検討プロセスを進める一方、水面

下で主要野党（グアイド派閥ではないグループ）が、州

知事選出馬に向けてマドゥロ政権と協議していると報

じられている。 

 

主要野党が州知事選に参加するためには、CNE 役員の

任命に野党側の意思を反映させる必要がある。 

 

与党国会主導で決定する CNE 役員で、主要野党の意思

が反映できるのか不透明な状況である。 

 

経 済                        

「米国監査院 制裁はベネズエラ経済に悪影響      

 ～国務省 制裁は直接国民に影響を与えてない～」           

 

「米国監査院（GAO）」は、米国がベネズエラに科して

きた制裁がベネズエラ経済に悪影響を与えているとの

報告書を公表した。 

 

 

 

GAO は、米国議会の調査組織で、議会が調査を希望す

るテーマについて調査、報告書を作成する公的組織であ

る。 

 

具体的な内容については、「ウィークリーレポート

No.186」を参照されたいが、要約すると２０１５年に米

国がベネズエラに制裁を科して以降、GDP 成長率、失

業率、産油量など各種経済指標が加速度的に悪化してい

ると指摘。 

 

現地専門家らのヒアリングの結果「制裁は元々悪化して

いた経済を更に悪化させた」と記載している。 

 

なお、報告書では米国政府組織（OFAC、国務省、USAID）

が経済制裁の悪影響を国民に与えないよう関係者への

ヒアリングなどを実施しているなど米国組織の取り組

みについて言及している。 

 

他、１９年１月に米国政府が PDVSA に制裁を科した後

の米国のガソリン価格や米国の原油輸出量などについ

て調査。 

 

結論として、メキシコ湾に面する精製会社などは

PDVSA 制裁の影響は受けたが、カナダやコロンビアな

ど他の供給先から原油を購入することで被害は抑えら

れていると指摘。 

 

ガソリン価格も制裁前後と比べて目立った変化は無く、

制裁が米国のエネルギー市場全体に与えた影響は軽微

だったと結論づけている。 

 

ベネズエラ中央大学の国際経済学教授ルイス・アンガリ

タ氏は、今回の報告書について「米国が内部でベネズエ

ラに対する方針を変えようとしている」 

と指摘している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abeb3d3673dd615cacccaad15dc05e0a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abeb3d3673dd615cacccaad15dc05e0a.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年２月８日～２月９日報道              No.５５９   ２０２１年２月１０日（水曜） 

4 / 8 

 

他方、バイデン政権の立場からすれば、容易に制裁をネ

ガティブに評価することはできないのかもしれない。 

 

２月８日 米国国務省の Namita Biggin 報道官は、 

「トランプ政権が科してきた制裁は直接的に国民に影

響していない。」と言及しており、引き続き制裁を擁護

する姿勢を示している。 

 

ただし、「直接的に国民に影響していない。」という表現

から「間接的に国民に影響を与えている」ということを

認識しているのが透ける気がしている。 

 

「SimpleTV インターネット開発の許可受ける」                  

 

「DirecTV」の有料放送サービス事業を引き継いだ

「SimpleTV」のカルロス・ランデール社長は、現地メ

ディア「Tal Cual」の取材に応じ、「国家通信監督局

（Conatel）」からインターネット開発のライセンスを得

たと述べた。 

 

ランデール社長は、 

「我々は人材を探している。我々は前進することを目指

しており、その計画を達成するため、我々は Conatel か

らインターネット開発のライセンスを受けた。」 

とコメントした。 

 

他、マドゥロ政権がサービス価格に上限を設けようとし

ている点について、 

「価格を凍結するという決定はサービスの質の低下に

つながる。我々は事業を始めるために投資を行っている。

衛星利用料を支払い、プログラムを購入している。また、

ソフトウェアや設備にも投資をした。これらの投資を回

収しなければ事業を継続することはできない。」 

との見解を示した。 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ犯罪グループ ブラジルに移動？」           

 

ブラジルの貧困層が住むファベーラを実効支配する犯

罪組織「PCC」に多くのベネズエラ犯罪グループの構成

員が加わっているという。 

 

ロライマ県の刑務所が実施した調査によると、少なくと

も７４０名のベネズエラ移民が PCC に加わったという。 

その中には、ベネズエラで凶悪な犯罪グループと認識さ

れていた「Tren de Aragua」が含まれているという。 

 

どうやら「Tren de Aragua」は構成員が「PCC」に流れ

ただけではなく、PCC が「Tren de Aragua」の幹部であ

るクリスティアン・アレクシス氏に一定の権限を与えて

主従関係のような形になっているようだ。 

 

過去には、イタリア人やパラグアイ人が PCC に加わっ

ており、外国人の加盟自体は珍しくないが、ベネズエラ

とブラジルの犯罪組織が合流したのは由々しき事態と

している。 

 

長引く経済低迷によりベネズエラ国内には犯罪者が奪

う金品を持った人が減っている。そのため、犯罪者グル

ープが外国に流れており、結果的にベネズエラの治安が

改善しているとの話も聞いている。 

 

「検察庁 カラカスの犯罪グループをほぼ解体」         

 

２月８日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、カ

ラカスの犯罪グループ「El Coqui」と「Wilexis」を実質

的に解体したと発表した。 

 

カラカスにはたくさんの犯罪グループがあるが、その中

で有名なグループは４つあるという。 
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１つ目は、カルロス・レベッテ氏をリーダーとする「El 

Coqui」。 

２つ目は、カルロス・カルデロン氏をリーダーとする「El 

Vampi」。 

３つ目は、ガルビス・オチョア氏をリーダーとする「El 

Garbys」。 

４つ目は、ウィレクシス・アセベド氏をリーダーとする

「El Wilexis」。 

 

現地メディア「Ultimas Noticias」は、サアブ検事総長に

対して、「これら４グループのリーダーを誰も拘束でき

ていないのはなぜか？」と質問したところ、サアブ検事

総長は 

「残念なことに、これらのグループの中で最も知名度の

高い人物は逮捕できていない。しかし、これらのグルー

プの構成員のほとんどは拘束され、法的な処分を受けて

いる。また、「Tren de Aragua」や「El Pique」の幹部ら

は拘束された。他のリーダーも拘束されるだろう。」 

とコメントした。 

 

なお、これらの犯罪グループは、犯罪に手を染める一方

で、自身が拠点としている地域を守っており、管轄地域

ではボディーガード的な役割を担っている。彼らは地域

の安全を保障する見返りに住民からお金を受け取って

いる。 

 

この点について 

「これらグループは、カラカスで殺人や誘拐や詐欺など

犯罪行為を行っている。彼らは警察官でも地域のボディ

ーガードでもない。」 

と主張した。 

 

 

 

 

 

 

 

「１７年の抗議参加者殺害で軍人９名に有罪判決」                  

 

２月８日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、２

０１７年に起きた抗議行動で亡くなったファン・パブ

ロ・ペルナレテ氏を殺害した軍人９名を起訴したと発表

した。 

 

「１７年に起きた抗議行動で参加者を殺害した軍人を

特定することが出来た。彼らは軍部に所属している人も

いれば、軍を退役した人もいる。彼らは全て法の裁きを

受けることになる。」 

と言及した。 

 

また、２０１７年の抗議行動について振り返り 

「当時は、事実上戦争状態にあった。警察署や公的組織

の建物を破壊し、人が生きたまま燃やされ、略奪が起き

た。抗議行動参加者は武器を持ち、警察官や軍人を攻撃

しようとしていた。このような状況で遺憾にも人権侵害

に当たる事件が多数起きた。」 

とコメントした。 

 

当時の抗議行動については「ウィークリーレポート

No.13」を参照されたい。 

 

２０２１年２月９日（火曜）               

政 治                        

「Covax 利用に暗雲 期限内に支払いできず？       

  マドゥロ政権 来週ロシア製ワクチン到着」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.556」で、「米州保険機構

（OPS）」が Covid-１９ワクチンを供給する米州地域の

「Covax メカニズム」を通して、ベネズエラにワクチン

を供給することを発表したとの記事を紹介した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46ffa28277774af3377fe2d8c0087155.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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グアイド政権の外相を務めるフリオ・ボルヘス PJ 幹事

長は、「ワクチンを購入するために英国に保管されてい

る中央銀行の GOLD を使用するのであれば歓迎する」

と発言しており、グアイド政権が OPS に支払いを行う

と見られている（「ベネズエラ・トゥデイ No.557」）。 

 

本件について、ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・

ロドリゲス氏は、ツイッターで 

「OPS はマドゥロ政権とグアイド政権に２月９日まで

に Covax メカニズムに参加するための合意を結ぶよう

求めていた。 

 

同日までにマドゥロ政権とグアイド政権が合意に至ら

ない場合は、政治対立を理由に Covid-１９のワクチン

がベネズエラに届かず、ベネズエラ人の人命が危険にさ

らされることになる。」 

と投稿した。 

 

ロドリゲス氏によると、OPS はベネズエラに対して２

月９日までにワクチンの購入費用１，１００万ドルを支

払うよう要請していたという。 

 

２月９日 グアイド政権で国連担当を務めているミゲ

ル・ピサロ元議員は、 

「我々は Covid-１９のワクチンがベネズエラ国民の手

に届くことを望んでいる。Covax メカニズムを通じて１，

２００万のワクチンを届けるために資金を使用する意

思がある。」 

と言及しており、ピサロ元議員の発言から想像するにま

だ支払いが完了していないと思われる。 

 

なお、マドゥロ政権は、ロシア製ワクチン「Sputnik V」

を購入する準備を進めている。２月９日 マドゥロ大統

領は、「来週ベネズエラに Sputnik V のワクチン１０万

キットが届く」と述べた。 

 

 

 

マドゥロ大統領によると、ワクチンは最初に医師・看護

士らに摂取するという。その後、社会的弱者層に摂取し、

その後、教員らに摂取するとしている。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 カード決済 G4 対応に切り替え」            

 

２月９日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、全てのカ

ード決済機を４Ｇ対応に切り替えると発表。現在使用し

ている２Ｇ，３Ｇのカード決済機の使用を停止するよう

求めた。 

 

マドゥロ政権は、２０２１年中にデジタル決済を１０

０％普及させるとしており、４Ｇへの変更は、デジタル

決済社会移行のための措置だという。 

 

このシステム変更のため、SUDEBAN は「Movistar」

「Movilnet」「Digitel」などの通信事業者、銀行関係者

などを召集し、協力を求めたという。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ベネズエ

ラ国内には以下のようなカード決済機が６０万台あり、

そのうちの４２万台は銀行の所有物だという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ベネズエラで使用されているカード決済機” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdbd1407d8ed56b91d893d23e3af2a66.pdf
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「野党国会 ２１年１月のインフレ率５５．２％」         

 

野党国会が新たに組織した経済指標を調査する組織「ベ

ネズエラ金融観測所（OVF）」は、２０２１年１月のイ

ンフレ率を公表した。 

 

OVF によると、１月のインフレ率は５５．２％。 

１２カ月分の累計インフレ率は３，４７８％。 

 

２０年１２月のインフレ率が３３．１％だったので、先

月よりインフレ速度が上がったことになる。 

 

なお、１カ月の基礎食料費はボリバル建てで BsS.４億

２，３０４。ドル建てに直すと２５１．２ドルだという。 

 

社 会                       

「コロンビア ベネ不法移住者らに保護措置       

 ～１０年間は正規雇用・住居賃貸など可能に～」            

 

２月８日 コロンビアのイバン・ドゥケ大統領は、国連

難民高等弁務官事務所のフェリペ・グランジ氏との会合

後、ベネズエラ移民に対して「一時保護ステータス

（EPT）」を与えると発表した。 

 

「コロンビア移民管理局」によると、２０年１２月末時

点でコロンビアには１７２．９万人のベネズエラ人が滞

在しており、そのうち５６％は正規の手続きを経ること

なくコロンビアに留まっている。 

 

国連によると、現在ベネズエラ移民は５００万人超とさ

れているため、ベネズエラ移民の約２４％がコロンビア

に流れていることになる。 

 

コロンビアは、正規の手続きを取らずに同国に留まって

いるベネズエラ人に「EPT」を与えるという。 

 

 

「EPT」のステータスが与えられるのは２０２１年１月

末の時点でコロンビアに滞在しているベネズエラ人。 

また、EPT の制度が正式に出来てから２年間は、手続き

を行うことで EPT のステータスを得て、コロンビアで

生活することが出来るという。 

 

EPT の有効期限は１０年間。 

EPT のステータスを得れば、正規の雇用に就くことが

でき、住居も正式な手段で借りることができるようにな

る。学生はコロンビアの奨学金などを利用することも可

能になる。ただし、税金の支払い義務を負うことになり、

コロンビアでの投票権は無い。 

 

EPT 手続きは正式に制度が施行されてから９０日後に

受け付けを開始する予定。最初はインターネットでの登

録作業で、その後、面談などを行い正式に EPT を得る

ことが出来るという。 

 

国連・グアイド政権は、ドゥケ政権の決断に称賛を送っ

ている。一方、専門家は、ドゥケ政権の今回の決断につ

いて「リスクを伴う」とコメントしている。 

 

コロンビアではベネズエラ移民が雇用を圧迫している

と考えている人が多く、移民受け入れに理解を示してい

ない人も多い。そもそも、コロンビア人とベネズエラ人

は犬猿の仲でお互いがお互いを嫌っている人が多い。 

 

ベネズエラ人移民への優遇措置は国家を圧迫する恐れ

もあり、社会不安を拡大させるリスクがあるという。 

 

一方で、メリットもある。将来のコロンビア経済の原動

力が増えることを意味しており、且つ登録されていない

移民が拡大すれば、非正規労働が増え、最終的に犯罪グ

ループが拡大するリスクもある。不法移民を登録しコン

トロールすることで、犯罪者になるリスクを抑えること

もできるだろう。 
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他、今回のドゥケ大統領の決断は、米国のバイデン政権

の方針に倣うことが目的とも報じられている。 

 

バイデン政権は「人権・人道支援」を重視しており、ド

ゥケ政権がバイデン政権の方針に従う意志を示したと

も考えられている。 

 

「ルクセンブルク 政権関係者の資産避難地に」           

 

フランス紙「Le Monde」は、世界的な有名人、政治家、

マフィア、資産家らが税金支払いを逃れるためルクセン

ブルクに資産を移していると報じた。 

 

この調査は、世界各国のメディアが共同で調査を行い判

明したという。 

 

具体的に名前が挙がっているのは、サッカー選手のクリ

スティアーノ・ロナウド、歌手のシャキーラ、女優のア

ンジェリーナ・ジョリー、俳優のブラッド・ピッド、ブ

ランド品エルメス経営者の家族、ルイヴィトン社長、サ

ウジアラビアの皇太子、アマゾンやファイザーの経営者

など。 

 

政治関連ではイタリアの極右政党「La Liga」や、マドゥ

ロ政権の関係者の名前も挙がっているという。 

 

国では１５７カ国の関係者がルクセンブルクで税金支

払いの回避スキームを使用しているようだが、最も多い

国はフランスだという。 

 

税金支払いを逃れるために外国に資産を移す行為は犯

罪ではないが、立場によっては非難される人も出てくる

だろう。 

 

 

 

 

「デル・ピノ元 PDVSA 総裁の裁判実施」         

 

２月９日 カラカスのメトロポリタナ地区裁判所で、

PDVSA の役員を務め総裁を務めたこともあるエウロヒ

オ・デル・ピノ氏の裁判が行われた。 

 

デル・ピノ元総裁は、０８年から PDVSA 役員を務めて

おり、１４年９月に PDVSA 総裁に就任した。また、１

５年８月には石油相に就任していた。 

 

し か し 、 １ ７ 年 １ １ 月  価 格 の 不 当 つ り 上 げ 、

Petrozamora の設備購入妨害、融資を巡る不正などを理

由にネルソン・マルティネス前 PDVSA 総裁とともに逮

捕された（「ベネズエラ・トゥデイ No.66」）。 

 

最高裁判所の発表によると、デル・ピノ元総裁の罪は「商

取引の妨害」、「怠慢により石油産業に損害を与えたこと」

「安全特別地区を危険にさらし、「Petrozamora」とベネ

ズエラ政府に損害を与えたこと」だという。 

 

デル・ピノ元総裁の他にも、これらの犯罪に関わったと

される数名（Gustavo Malavé 氏、Orlando Chacín 氏、 

Henry Sánchez 氏、Adolfo Torres 氏）が裁判にかけら

れている。 

 

他にも Noris Perozo 氏、Oswaldo González 氏、Adolfo 

Artigas 氏、Hirto Hurtado 氏、Juan Gamboa 氏、Luis 

Martínez 氏、Hjalmar Granado 氏、Raybeth Azuaje 氏、

Héctor Roque 氏、César Valera 氏、Juan Barreto 氏、

Juan Carrillo 氏らも犯罪に何らかの形で関与したとし

ている。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3b9986250c6b61cb57e8276c104c7486.pdf

