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（写真）PDVSA “PDVSA のボナイレ原油ターミナル「BOPEC」が倒産” 

 

 

２０２１年３月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「欧州外交代表 米国との協力に意欲示す」 

「Fedecamaras 代表 ワクチン購入の承認ない」 

経 済                     

「米国議員 ディーゼル燃料制裁停止を要請」 

「経済学者 CITGO 保護、燃料不足問題に提案 

～グアイド政権とマドゥロ政権の協力不可欠～」 

「WOLA 米国は制裁を緩和する意思ない」 

「CENDAS-FVM ２月の基礎食糧は２９５ドル」 

社 会                     

「集団イベントで感染者続出 政府関係者も」 

２０２１年３月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「OPS アストラゼネカ社ワクチン供給を確認」 

経 済                    

「PDVSA ボナイレ 制裁により倒産を発表」 

「マドゥロ政権 ディーゼル燃料の値上げ検討」 

「家庭用ガス価格 正規価格の４倍超」 

「シスネロス財閥 ベネズエラで資産購入」 

社 会                     

「ベネズエラ教会 中絶・同性婚に反対呼びかけ」 

「Casalab2020 カラカスでは別の名前で活動」 

「マドゥロ政権 ４月の学校再開を延期」 
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２０２１年３月２２日（月曜）             

政 治                       

「欧州外交代表 米国との協力に意欲示す」       

 

３月２４日 欧州のジョセップ・ボレル外交政策委員長

と米国のアントニオ・ブリンケン国務長官はブリュッセ

ルで会合を予定しており、議題にはベネズエラ問題も上

がる予定となっている。 

 

３月２２日 ボレル外交政策委員長はブリンケン外相

との会合の前に記者会見で自身の認識を表明。 

 

「ベネズエラ問題について、トランプ政権と欧州は認識

が完全に相違しており、米国と欧州の協力はなかったが、

バイデン政権では確実にベネズエラ問題について協力

して行動できると確信している。」 

との見解を示した。 

 

２月２２日 欧州連合がマドゥロ政権関係者１９名に

制裁をかけたことで、マドゥロ政権は対抗措置として在

ベネズエラ欧州代表大使を国外追放。 

欧州連合も対抗措置として、マドゥロ政権の在欧州ベネ

ズエラ代表大使を国外追放処分にした（「ベネズエラ・

トゥデイ No.565」「No.566」）。 

 

このイベントをきっかけにマドゥロ政権と野党との交

渉の雰囲気は急激に低下している。 

 

また、グアイド政権が発表した「COVAX ファシリティ」

を通じた Covid-１９ワクチン購入について、「とても重

要なことでポジティブに理解している」と言及した。 

 

他、２０２１年にベネズエラで予定されている全国州知

事選、市長選について「与野党の合意を引き出すきっか

けになることを期待している。我々は合意を実現させる

ために可能な限り努力する。」とした。 

「Fedecamaras 代表 ワクチン購入の承認ない」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.576」で、マドゥロ政

権は、経済団体「Fedecamaras」がロシア製ワクチンを

５００万個購入することを承認したとの与党議員、在ベ

ネズエラ・ロシア大使の発言を紹介した。 

 

この発言について、「Fedecamaras」のリカルド・クサノ

代表はこの発言の一部を否定した。 

 

クサノ代表は、 

「与党国会の対話委員会との協議で Fedecamaras が提

案したのは、労働者へのワクチン接種の取り組みを経済

界が支援するというもので、調達や輸送については民間

セクターの合意は存在していない。この提案は今週協議

される予定だ。」 

と述べ、公式な結論は今週出る予定とした。 

 

つまり、前号で紹介した報道は、全くの嘘ではないよう

だが、少なくとも民間セクター側では合意に至っていな

いということだろう。 

 

ただし、クサノ代表は「購入は政府が行うべきだ」と述

べており、物流面や接種時の場所提供などを想定してい

るのかもしれない。 

 

他、クサノ代表は「Fedecamaras」が想定している民間

セクターの労働者数は２００万人としており、前号の報

道でロンデロ議員が言及していた４００万人という数

字と一致していない。 

 

また、ロンデロ議員の発言について 

「ワクチン購入が決定したとの情報をどこから得たの

か分からない」 

との見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
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経 済                        

「米国議員 ディーゼル燃料制裁停止を要請」           

 

３月２２日 「AP 通信」は、米国コネチカット州選出

の民主党上院議員 Chris Murphy 氏（外交委員会）が、

ブリンケン国務長官に対してベネズエラに科している

ディーゼル燃料取引の制裁を解除するよう要請する書

簡を送ったと報じた。 

 

Murphy 議員は書簡で、「４月にはベネズエラのディー

ゼル燃料在庫が底をつく見通しで、物流に影響を与える

ことで極めて壊滅的な状況になる」と指摘。 

制裁を解除することで数百万人のベネズエラ人の生活

を改善することになると訴えた。 

 

また、ディーゼル燃料の取引を禁止する制裁は、マドゥ

ロ政権の政治方針を変えるための因子になっておらず、

むしろ米国の脅威と経済攻撃がベネズエラの問題の理

由との主張を裏付ける結果になっているとした。 

 

Murphy 議員は、バイデン政権が掲げている「国際社会

による圧力と人道支援」という対ベネズエラ方針に関す

る目標の見直しを要請。 

 

この方針がマドゥロ政権と野党の合意を妨げており、

Covid-１９ワクチン調達に悪影響を与えていると指摘

した。 

 

AP 通信は、Murphy 議員の求めは、ベネズエラでの事

業再開を求める石油事業者やウォールストリートの投

資関係者、多くの民主党議員、人道支援関係者らに歓迎

されていると報じている。 

 

ディーゼル燃料取引を停止する制裁の解除は２０年秋

にも１１５の人道支援団体がポンペオ国務長官（当時）

に求めていた。 

 

「経済学者 CITGO 保護、燃料不足問題に提案     

 ～グアイド政権とマドゥロ政権の協力不可欠～」                  

 

ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・ロドリゲス氏は、

CITGO を債権者から守り、ベネズエラの燃料不足を解

決するためにはグアイド政権とマドゥロ政権の協力が

不可欠との見解を示した。 

 

まず、ベネズエラの燃料不足について「CITGO はベネ

ズエラの燃料不足を解決する力を持っている」と指摘。 

 

CITGO はディーゼル燃料を日量２３万バレル、ガソリ

ンを日量３０万バレル精製できると説明。 

ベネズエラのディーゼル燃料需要は日量５万バレル、ガ

ソリン需要は日量１０万バレルなので、ベネズエラの需

要を満たす十分な量の燃料を供給できると指摘した。 

 

また、CITGO の債権者からの差し押さえについて、先

週米国デラウエア州のスターク判事は、グアイド政権が

任命した PDVSA 役員の要請を棄却。債権者が売却プロ

セスを進めることを改めて認めたと言及し、OFAC が最

終承認を出せばベネズエラが CITGO のコントロール

を失う危機にあるとした。 

 

そして、仮に CITGO を失ってしまえば、ベネズエラの

問題は解決する手段を失うと警鐘を鳴らした。 

 

ロドリゲス氏は指摘していないが、これは米国政府がい

つでも CITGO をベネズエラから取り上げる権限を持

っていることを意味し、米国の意向に従わせる圧力をか

けることができるということだろう。 

 

ベネズエラが CITGO のコントロールを維持するため

には、債務支払いのための原油収入を保証できるマドゥ

ロ政権と債務を支払う権限を有するグアイド政権の協

力が必要だと指摘した。 
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「WOLA 米国は制裁を緩和する意思ない」         

 

米国のシンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントンオフ

ィス（WOLA）」の Geoff Ramsey ベネズエラ調査部長

は、ベネズエラの問題を解決するためには合意しか手段

がないと説明。一方で、現在のベネズエラの状況につい

て「凍結されている」との見解を示し、解決は容易では

ないとした。 

 

「WOLA」は、「ウィークリーレポート No.174」で紹介

した通り米国の経済制裁効果を疑問視するレポートを

公表していた。 

 

Ramsey 氏は 

「バイデン政権のベネズエラに関する方針をよく知っ

ている人からの情報によると、バイデン政権は少なくと

もマドゥロの退陣を求めている。そして、マドゥロ政権

との交渉が結果を生み出さなかった場合のリスクをよ

く理解している。」 

と言及した。 

 

また、「新たな選挙管理委員会（CNE）役員の任命と政

治犯の開放は、マドゥロ政権が米国に対して制裁緩和を

求めるサインになるだろう」 

との見解を示した。 

 

他、グアイド政権のために米国で凍結されているベネズ

エラ政府資産について、「凍結資産はグアイドも使用で

きていない」と指摘。 

 

「ベネズエラ問題の解決は、与野党双方の合意しか道は

ないが、容易なことではない」 

とした。 

 

 

 

 

「CENDAS-FVM ２月の基礎食糧は２９５ドル」                  

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２１年２月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年２月の基礎食料費は

先月比１７．１％増の BsS.５３５，７５６，６８４．０

５。先月のインフレ率が４１．５％だったので、インフ

レ速度は減速したことになる。 

 

「Dolar Today」の２月の平均レート（１ドル BsS.１，

８１３，５２３）でドルに換算すると２９５．４２ドル。 

 

２１年１月の基礎食料費は２８６．２９ドルだったので、

当時よりやや物価が上がったことになる。 

 

２０年３月～２１年２月の１２カ月の累積インフレ率

は１，９１４．５％となっている。 

 

17.1

535,757

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

前月比上昇率 基礎食料費

グラフ： 基礎食料費の推移（２０年２月～２１年２月）

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出

（単位：百万BsS）
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https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9fddbd46ed66ca2a12e5981f1d8c00de.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年３月２２日～３月２３日報道            No.５７７   ２０２１年３月２４日（水曜） 

5 / 7 

 

社 会                        

「集団イベントで感染者続出 政府関係者も」           

 

ブラジル型変異ウイルスの感染者確認を受けて、マドゥ

ロ政権は感染防止策を強化している。 

 

一方で、ベネズエラの一般市民は Covid-１９の隔離措

置に慣れ始めたこともあり、マスクは着用するものの通

常の生活に戻り始めている。 

 

そんな中、集団イベントが各地で行われクラスター感染

が各地で報じられている。 

 

1 つ目は、２月２６日に行われたアンソアテギ州レチェ

リアの会員クラブでの結婚式イベント。８５０名の人々

が招待されたようで、同イベントに参加した大勢の人が

感染したと報じられている。 

 

急進野党系の人権活動家タマラ・スジュ氏は、自身のツ

イッターで「このイベントには、タレク・ウィリアム・

サアブ検事総長が参加していた」と投稿。 

また、「サアブ氏の母親が Covid-１９に感染した」と指

摘。結婚式に参列したためではないかと推測した。 

 

この記事を受けて、サアブ検事総長に対して無責任との

非難が殺到している。 

 

また、３月２２日 カラカスのカティア地区では１００

名超のパーティーが開催されている様子が投稿された。 

 

他、ラグアイラ州でも大規模なパーティーが実施され、

州警察がパーティーを停止するよう指導したという。 

 

 

 

 

 

 

（写真）カティア地区で行われたパーティーの様子 

 

２０２１年３月２３日（火曜）              

政 治                       

「OPS アストラゼネカ社ワクチン供給を確認」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.576」で、グアイド政

権は「米州保険機構（OPS）」が提供する「COVAX フ

ァシリティ」を通じたワクチン購入予算を承認したとの

記事を紹介した。 

 

本件を受けて OPS の Ciro Ugaete 氏は、ベネズエラに

供給するワクチンはアストラゼネカ社のワクチンにな

ると発表した。 

 

以前よりアストラゼネカのワクチンになるとされてい

たが、正式に発表したことになる。 

 

マドゥロ政権はグアイド政権のワクチン購入予算につ

いて肯定も否定もしておらず、本件がマドゥロ政権の合

意済みなのか、合意されていない状況で予算を承認した

のかは判明していない。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97f18809a899eca619ccac6c4f5213c6.pdf
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経 済                       

「PDVSA ボナイレ 制裁により倒産を発表」            

 

「ロイター通信」は、PDVSA がボナイレに保有してい

る原油を貯蔵する施設「Sint Eustatius y Saba, Bonaire 

Petroleum Corporation（以下、BOPEC）」が、倒産して

いたと報じた。 

 

「ロイター通信」によると、BOPEC は自社の倒産と債

務免責をボナイレの裁判所に求め、３月９日にボナイレ

裁判所がこの要請を発表したという。 

 

倒産の理由について、「米国の制裁を理由にこれ以上、

債務を支払い続けることができなくなったため」として

いる。 

 

BOPEC のターミナルは１，０００万バレルの原油を保

管できる施設。PDVSA の原油流通網の重要なターミナ

ルである。しかし、米国の制裁により PDVSA の物流機

能が崩壊。顧客減・金融制裁などの要因でオペレーショ

ンが回らなくなっていた。 

 

また、ボナイレ政府は同施設のメンテナンス不足で原油

が流出する恐れがあるとして、PDVSA に対して原油在

庫を国外に出すよう求めていた。 

 

「マドゥロ政権 ディーゼル燃料の値上げ検討」         

 

PDVSA 労働組合の元代表だったイバン・フレイテス氏

は、「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

現在のディーゼル燃料需要については日量６．５万バレ

ルだが、供給が追いついておらずマドゥロ政権がディー

ゼル燃料の値上げを検討していると指摘した。 

 

 

 

また、ガソリン・ディーゼル燃料は１９年までは自給で

きていたと説明。 

「２００１年のベネズエラのディーゼル燃料消費量は

日量１２万バレルだったが、２０１９年には日量１１．

３万バレルになった。また、２００１年のベネズエラ国

内のディーゼル燃料の精製量は日量３０万バレル。２０

１９年は日量１１．５万バレル。２０１９年までは自国

で燃料を自給することができていた。」 

と言及した。 

 

「家庭用ガス価格 正規価格の４倍超」           

 

野党国会が組織した「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、現在の家庭用ガスの価格が高すぎると訴えた。 

 

OVF によると、２１年２月の家庭用ガス１８キロの値

段は、公式には BsS.４０万だが、非公式な手段で調達し

た場合は BsS.１，３２９万になるとした。 

 

他、４３キロの家庭用ガスの値段は公式には BsS.８０

万だが、実態は BsS.３，７９８万と指摘。 

 

ガス不足を理由に値段が吊り上がっており、１８キロ、

４３キロともに４倍以上価格に開きがあると訴えた。 

 

「シスネロス財閥 ベネズエラで資産購入」           

 

ベネズエラにはグスターボ・シスネロス氏という大富豪

が社長を務めるエンターテイメント・メディア・金融・

食品業界などのコングロマリット「La Organizacion 

Cisneros SA」（本社はベネズエラと米国）という会社が

ある。 

 

同社は家族経営で故チャベス政権の際に、ほとんどの関

係者は米国に移住した。 
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しかし、「Bloomberg」は、このシスネロスファミリーが

再びベネズエラで資産を買い集めていると報じた。 

 

「Organizacion Cisneros」の創設者ディエゴ・シスネロ

氏の孫にあたるエドゥアルド・シスネロス氏はフロリダ

州に「３B１ Guacamaya Fund」というプライベートフ

ァンドを作り、２０２０年にベネズエラの塗料会社

「Corimon CA」など約６，０００万ドル相当の事業を

安価に購入したという。 

 

投資会社「London’s EM Funding」のピーター・ウエス

ト氏は、 

「経済回復基調に入った時には大きな利益を得られる

可能性がある。ただし、投資は高いリスクを許容できる

者でなければならない。」 

とコメントしている。 

 

社 会                       

「ベネズエラ教会 中絶・同性婚に反対呼びかけ」            

 

ベネズエラのカトリック団体「CEV」は、各教会に対し

て、中絶や同性婚を承認する法律を妨げるための声をあ

げるよう要請した。 

 

「ベネズエラは、人間が生まれた瞬間から亡くなるまで、

全ての期間で人間の生命を尊重してきた。同様に家族愛

を促進し、神の創造物である男女としての尊厳を促進し

てきた。そして、男性と女性の自然な結婚の性質を維持

してきた。これらの人間としての大きな価値を守るため

に我々は声を挙げよう。」と主張。 

 

また、立法者に対し、良心の声を聴き、神の恐れと英知

に準じて行動するよう求めた。 

 

報道では、この CEV の主張には多くの批判の声が寄せ

られたと報じられている。 

 

「Casalab2020 カラカスでは別の名前で活動」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.568」で、マイケティア国

際空港に到着した際には、入国時に PCR 検査が義務化

されたとの記事を紹介した。 

 

入国時に PCR 検査を行うのは「Casalab2020」という会

社で現金４０ドルを支払うことが義務付けられている。 

 

本件について、ベネズエラ人記者フェデリコ・ブラック

氏は自身のツイッターで「Casalab2020」は、カラカス

では「Laboratorio Eficiente」という名前で活動している

と報じた。 

 

ベネズエラでは入国時の PCR 検査に加えて、入国４８

時間前に受けた PCR 検査結果を入国時に提示する必要

がある。 

 

つまり、入国のために２回 PCR 検査を受けなければな

らない。一般的に言って過度な検査体制と思われ、この

入国時の検査には汚職が存在しているのではないかと

疑われている。 

 

「マドゥロ政権 ４月の学校再開を停止」         

 

３月１日 マドゥロ大統領は４月から通学形式の学校

を再開すると発表していた。 

 

しかし、マドゥロ大統領は 

「我々は４月から学校を再開することを想定していた

が、現状を踏まえると通学形式の学校は不可能と考えて

いる。引き続き遠隔授業を継続する。」と発言。 

 

Covid-１９の感染が再び増えていることを受けて、４月

からの学校再開は見合わせることを決めた。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf

