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（写真）VTV “国連バチェレ弁務官 人権委員会にてベネズエラ問題について報告、マドゥロ政権を非難” 

 

 

２０２１年３月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「スイス外相 グアイド議長への支持表明 

～ノルウェー政府関係者 ベネズエラ訪問～」 

「米国外相 ロシアの関与に警戒」 

「トーレアルバ MUD 元統括秘書 政治活動再開か 

～新たな野党グループ組織の可能性～」 

経 済                     

「公式発表無く給料再び改定？最低賃金５０％増」 

「Fedecamaras 提案 国会議論の対象にならず」 

社 会                     

「偽１００ドル札の流通に警鐘」 

 

２０２１年３月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「バチェレ弁務官 国連でベネズエラ問題報告 

～制裁言及なし、１００％マドゥロ非難～」 

「マドゥロ政権 OHCHR との関係を再検討」 

「CNE 役員選定プロセス終了」 

経 済                    

「Fedecamaras 企業家にアンケートを実施」 

「OPEC ２１年２月は日量５２．１万バレル」 

「マドゥロ政権 外貨獲得のためリサイクル」 

社 会                    

「Datanalisis ベネズエラ人の関心事は経済」 
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２０２１年３月１０日（水曜）             

政 治                       

「スイス外相 グアイド議長への支持表明       

 ～ノルウェー政府関係者 ベネズエラ訪問～」       

 

３月１０日 スイスの Ann Linde 外相は、グアイド議

長とインターネットを介して会談。ベネズエラの人道問

題について協議した。 

 

Linde 外相は、「ベネズエラの人道危機に対応し、ベネ

ズエラに自由で公平な選挙を実現するために圧力をか

ける。」と言及。「現政権による野党政治家への迫害は許

容できない。」との見解を示した。 

 

また、３月１０日 イタリア国会の外交政策委員会は

「ベネズエラ市民の民主主義の戦いを支持する」との声

明を承認した。 

 

同声明では、２０１５年に当選した国会に対する支援と

２０年１２月に行われた国会議員選への非難が明記さ

れており、グアイド政権を支持する趣旨の内容となって

いる。 

 

２月２０日～２５日にかけて、グアイド政権のボルヘス

外相（PJ 幹事長）、レオポルド・ロペス VP 党首らは、

コロンビアの米国大使館で米国政府関係者、コロンビア

政府関係者と協議を実施した。 

 

この会合が行われている最中の２月２２日 EU は、マ

ドゥロ政権関係者１９名に制裁を科した。マドゥロ政権

がこれに対応し、在ベネズエラ EU 大使を国外追放。マ

ドゥロ政権と欧州の距離ができ始めている。 

 

一方、バイデン政権は「対話による解決を支持する」と

表明しており、欧州側と近いスタンスになっている。 

 

バイデン政権は就任前から「国際社会との連携によりベ

ネズエラ問題を解決する」との方針を示していた。 

 

これまでの動きを見る限り、欧州は米国に近い方針にシ

フトし、米国は欧州に近い方針にシフトし、両者はスタ

ンスを接近させている印象がある。 

 

欧米が一致団結することでマドゥロ政権の孤立を加速

させる方針と考えられる。 

 

この方針が見え始めたのは、グアイド政権関係者がコロ

ンビアの米国大使館で会合を行った時からであり、ここ

で欧米が双方の方針を接近させることで合意にいたっ

たと思われる。 

 

また、３月９日からノルウェー政府関係者がベネズエラ

を訪問しているようだ。 

 

ノルウェー政府は２０１９年の与野党対話の仲裁国と

して活動していた。 

 

その後、グアイド政権は交渉を離脱。 

マドゥロ政権の時間稼ぎに手を貸したとして、ノルウェ

ー政府へのネガティブキャンペーンが展開されたこと

もあり、メディアでのノルウェー政府の評価はよくない。 

 

３月１０日 グアイド政権は、コロンビア系メディア

「NTN２４」のテレビ番組にネット出演。 

 

グアイド議長は、 

「ベネズエラの民主主義を支援し、自由で公平な選挙実

現を支持する全ての関係者と協議する」 

と述べており、ノルウェー政府と会合を持つ意思を暗に

示した。 
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「米国外相 ロシアの関与に警戒」         

 

３月１０日 米国のアントニー・ブリンケン外相は、米

国議会でベネズエラとキューバにおけるロシアの役割

に懸念を表明した。 

 

「ロシアに関して、ベネズエラでの活動を懸念している。

同時にここ数年はキューバでのロシアの活動が再開し

ている。これらの状況について米国はとても注意深く追

っている。」 

と述べた。 

 

また、米国下院議会議員でキューバ系移民の Albio Sires

氏もロシアのベネズエラでの活動について言及。 

ロシアが米州地域を不安定にさせていると懸念を表明

した。 

 

なお、１月１３日に「Energy News Today」というウェ

ブメディアが、ロシアの石油会社「Rosneft」がベネズエ

ラに対して燃料供給を再開したと報じていたという。 

 

３月１１日 この報道について「Rosneft」は、メディア

の報道が虚偽であると反論。 

「Rosneft」の評価を落とすため意図的に誤った情報を

投稿したと非難した。 

 

「トーレアルバ MUD 元統括秘書 政治活動再開か    

    ～新たな野党グループ組織の可能性～」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.571」で、２０１４年

９月～１７年２月まで「野党統一連合（MUD）」の統括

秘書官を務めていたヘスス・トーレアルバ氏のツイッタ

ー投稿について紹介した。 

 

その後、トーレアルバ氏は、現地メディア「El Nacional」

のインタビューに出演。 

 

選挙棄権を呼びかけ続けた野党、グアイド議長について

痛烈に非難した。 

 

トーレアルバ氏は、「与党も野党も快適な状況で、悲惨

な現状維持に満足している」と指摘。 

 

「マドゥロ政権は国内を掌握しており、鉱物産業や原油

の取引を行っている。彼らは快適な状況にある。 

一方、一部の野党は外国で大使を任命し、ベネズエラの

代表として国際会議に出席し、米国外相から電話を受け

たことで祝杯をしている。 

 

この状況が政治セクターを快適にさせている。 

しかし、彼らの感覚はベネズエラ国民の大多数の感覚と

かけ離れてしまい、政治家と国民の大多数との間に大き

な隔たりが生じている。」 

と指摘した。 

 

また、ベネズエラ移民について、 

「グアイド政権はベネズエラの移民拡大の問題をマド

ゥロ政権だけの責任にしようと考えているが、実際のと

ころ移民は２０１７年から急激に増えている。 

 

彼らはマドゥロ政権が悲惨な政府だと気づいたから移

住したわけではない。彼らは野党も悲惨との結論を出し、

国民を代表する存在ではないことに気づいたから国外

に出た。」 

と主張した。 

 

なお、トーレアルバ氏はここ数年、沈黙を続けていたこ

とについて「野党から止められていた」と説明。 

「しかし、これ以上我慢していることはできない」と述

べ、政治活動を再開する意思を示した。 

 

また、「自由で公平な選挙」というグアイド政権の方針

について否定。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a26885f5d1969a894056c99ad04263.pdf
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「マドゥロ政権は決してグアイド政権が望むレベルの

自由で公平な選挙の条件を提供することはない。 

 

国内あるいは国際的な基準では決して民主的といえな

い不平等な選挙条件で戦う必要がある。」 

と主張した。 

 

「ウィークリーレポート No.190」で紹介した通り、国

民は既存の与党でも野党でもない第三者の登場に期待

している。２０１５年の国会議員選で野党を勝利に導い

たトーレアルバ氏は「第三者」になる可能性はあるが、

与党も野党も新たな可能性をつぶすようメディア戦略

を講じることだろう。 

 

 

（写真）@amandasanchezc 

 

経 済                        

「公式発表無く給料再び改定？最低賃金５０％増」           

 

現地メディア「Cronica Uno」は、マドゥロ政権が正式

な発表を行うことなく、最低賃金および年金支給額を引

き上げたと報じた。 

 

 

 

 

現在の最低賃金は BsS.１２０万。この最低賃金も２０

年１１月に正式な発表無く改定されていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.523」）。 

 

新たな最低賃金は、BsS.１８０万。現在の為替レートで

は１ドル弱になる。 

 

なお、ベネズエラの年金支給額は最低賃金と同額のため、

年金受給者も BsS.１８０万になる。 

 

「Fedecamaras 提案 国会議論の対象にならず」                  

 

与党国会の対話委員会のメンバーとなっているオスカ

ル・ロンデロス議員は、ラジオ番組「Union Radio」に

出演。 

 

ロンデロス議員は、「Fedecamaras（ベネズエラ経団連）」、

「Fedenaga（畜産団体）」が提出した提案について、い

つでも協議する意思があると言及した。 

 

また、ロンデロス議員は、「経済団体からの提案ができ

るだけ早く結果を出すことを期待する。」と言及した一

方で、「Fedecamaras」が対話委員会に提出した提案につ

いては、「現在の国会の議論の対象になっていない。」と

説明。 

 

その理由は、「提案するタイミングが遅かったから」と

した。 

 

なお、Fedecamaras の提案の中の石油産業に関する提案

は、「国内企業、外国企業がベネズエラの石油産業に投

資できるよう実現しなければならない部分がある。」と

の認識を示しており、石油産業に関する規制緩和を行う

意思はあるようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/441134beb03500f3328d8c12df683e72.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
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社 会                        

「偽１００ドル札の流通に警鐘」           

 

経済のドル化が進むにつれて偽札が増えているようだ。 

 

ツイッターで、偽札を受け取ったとの訴えが投稿されて

いる。 

 

現地メディア「La Verdad de Vargas」によると、偽札は

青色の帯の部分で判断するとのこと。 

青色の線の部分には「USA」という文字があり、「１０

０」と書かれている。また、紫外線に当てると赤色に発

光するという。 

 

 

（写真）La Verdad de Vargas 

 

２０２１年３月１１日（木曜）              

政 治                       

「バチェレ弁務官 国連でベネズエラ問題報告      

  ～制裁言及なし、１００％マドゥロ非難～」        

 

３月１１日 国連人権高等弁務官事務所のバチェレ弁

務官は、人権委員会でベネズエラの状況について報告を

行った。 

 

 

 

 

結論から言うと、バチェレ弁務官の報告は、マドゥロ政

権の人権侵害の問題を指摘する内容で、ベネズエラの人

道問題の悪化は Covid-１９で悪化したと指摘。制裁に

ついては一切触れなかった。 

 

特にバチェレ弁務官は、適切な法的プロセスを経ること

なく、治安当局が行う殺害について指摘。 

「２１年１月から現在まで「La Vega 地区」の衝突に関

連して、少なくとも１４人が適切な法的プロセスを経る

ことなく殺害されたことが確認されている。」 

と指摘。警察や検察当局に対して、事件の真相を解明す

るよう求めた。 

 

また、「野党政治家に加えて、非政府系団体や人道活動

家が与党支持者により攻撃されている」と指摘。 

現地での人道活動の障害となっており、表現の自由が抑

圧されていることに警鐘を鳴らした。 

 

他、「２０年 9 月以降、公共サービス、医療対応、水、

ガス、食料、ガソリンなどの提供に問題が起きている。

これらの問題はCovid-１９を理由に更に悪化している。

また、基本的な公共サービスが停止していることにより

抗議行動が増え、人権を損なわせている。」と訴えた。 

 

マドゥロ政権あるいは２月に国連人権委員会の調査員

が発表した「制裁はベネズエラの人権問題を悪化させて

いる」という側面については触れなかった。 

 

（写真）PROVEA ”バチェレ弁務官 国連で報告” 
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「マドゥロ政権 OHCHR との関係を再検討」           

 

３月１１日 マドゥロ政権のベネズエラ外務省は、国連

でのバチェレ弁務官の発言を受けて、「国連人権高等弁

務官事務所（OHCHR）が、組織の役割を失い、ベネズ

エラに圧力をかけるグループに屈したことを懸念して

いる」と表明。 

 

「内政不介入、自国主権の原則に従い、在ベネズエラ

OHCHR との関係と今後の協力継続について再検討す

る」と発表した。 

 

国連は比較的マドゥロ政権に対して協力的であり、マド

ゥロ政権にとっては唯一の拠り所のため、簡単には関係

を断絶しないとは思うが、欧米がマドゥロ政権の孤立政

策を進める中、OHCHR としても同様の方向で話を進め

る可能性はありそうだ。 

 

「CNE 役員選定プロセス終了」              

 

３月１０日 与党国会の「選挙管理委員会（CNE）役員

選定委員会」は、役員任命に必要な全てのプロセスを終

えたと発表。役員決定の最終議論に入るとした。 

 

「CNE 役員選定委員会」のギュセップ・アレッサンド

ロ委員長によると、CNE 役員候補者は７５名おり、う

ち４５名は市民セクターからの推薦、１０名は教育セク

ターからの推薦、１８名は民衆権力（倫理委員会）から

の推薦と説明した。 

 

与党国会は３月中に新たな CNE 役員を任命するとして

いる。いつ新たな CNE 役員が発表されたとしても不思

議ではないだろう。 

 

 

 

 

なお、グアイド政権が CNE 役員の任命プロセスに関与

しない場合、今後の選挙でグアイド政権は投票不参加を

呼びかけることになるため、州知事選・市長選で与党が

圧勝することは避けられないだろう。 

 

経 済                       

「Fedecamaras 企業家にアンケートを実施」            

 

ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」は、

世論調査会社「Datincorp」と共同で加盟企業に対して

アンケート調査を実施した。 

 

調査によると、回答者の８２％は「政府の政治的な要求

を守らなかった場合、ビジネスや身体に危険が及ぶ可能

性がある」と回答した。 

 

この状況について、Fedecamaras は、政府は起業家の信

頼を得なければならないと主張した。 

 

また、一連のアンケート結果を受けて、以下の通り７つ

の結論を出した。 

 

・経済界は様々な障害があるが、引き続きベネズエラで

活動を続けることを望んでいる。 

・経済界は、新たな交渉の重要なアクターにならなけれ

ばいけない。 

・政府に対して、不信感がある。 

・制裁は政府の交代を引き起こさない。 

・危機を解決する手段は選挙と交渉である。 

・投資を行うためには、完全な社会的平和と新たな政治

的な枠組みを必要とする。 

・民間セクターは、政府が留保している分野にも参入す

る用意がある。 
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制裁について、回答者の６４％は「政権交代を起こさな

い」と認識。 

 

６９％は「交渉と選挙」が政権交代を起こす最も可能性

の高い手段と認識している。 

 

回答者の８２％は、「国際社会が支持する与野党交渉の

際には、経済界が新たなアクターとしての役割を果たす

べき」と考えている。 

 

回答者の５１％は、「野党が関与しない経済界と政府だ

けの交渉でマドゥロ政権と交わす約束は信頼できない」

と回答した。 

 

「OPEC ２１年２月は日量５２．１万バレル」         

 

３月１１日 OPEC は２１年３月の「マンスリーレポー

ト」を公表した。 

 

同レポートによると、２１年２月のベネズエラの産油量 

（第三者調べ）は日量５２．１万バレル。 

２１年１月の産油量が日量４８．８万バレルだったので、

同３．３万バレル増えたことになる。 

 

なお、ベネズエラ石油省は２１年２月の産油量は日量５

３．８万バレルだったとしている。 

 

 

（写真）OPEC（第三者調べ） 

 

 

（写真）OPEC “加盟国政府の公表した産油量” 

 

「マドゥロ政権 外貨獲得のためリサイクル」         

 

マドゥロ大統領は、再使用可能な全てのゴミを「戦略物

資」と認識すると発表。 

 

リサイクル可能なものは全て「Corporacion Socialista 

Esquiel Zamora」に集めるよう求めた。 

 

ただし、政府がリサイクル事業を行ってもうまくいかな

いだろうとの指摘が多く、民間セクターを排除したスキ

ームは失敗に終わると専門家は指摘している。 

 

ちなみに、ベネズエラには可燃物、不燃物、ビン、缶な

どゴミを分ける習慣はない。 

 

筆者も駐在して最初のころはゴミの分別が全くないこ

とに違和感を覚えたが、慣れてしまうと非常に楽だ。 

 

ベネズエラ人にゴミの分別を習慣化させるのは簡単な

ことではないだろう。 
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社 会                        

「Datanalisis ベネズエラ人の関心事は経済」           

 

「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、直近の世論

調査の内容を公表した。 

 

レオン社長によると、現在のベネズエラ人の大多数は

「ガソリン不足」に対する関心は強くないという。理由

は、ほとんどのベネズエラ人が車を使用できなくなり、

ガソリンが生活に関係なくなってしまったためと指摘。 

 

一方で、公共交通機関を利用しているのでディーゼル燃

料の問題の方がより関心が強いという。 

 

また、これら経済問題について、大多数の国民はマドゥ

ロ政権が主要な責任者であると認識していると言及。 

回答者の７６％は政権交代を望んでいるとした。 

 

また、回答者の５８％は故チャベス政権下の方が良い生

活を送っていたと回答したという（個人的には４２％が

別の回答をしたことが意外ではある）。 

 

レオン社長は、「国民はマドゥロ政権の運営を強く拒否

しているが、同時に野党についても変化を引き起こすこ

とができないと考えている。」と説明した。 

 

他、国内の決済の６４％は外貨建てで行われていると言

及。この経済体制の移行は勝者と敗者を明確にしている

と指摘した。 

 

一例として、診療所の医師を挙げ、彼らは１９年までは

診療費として５ドルを受け取っていたが、今は１００～

１５０ドルを受け取っていると説明。勝者と敗者が明確

になることでベネズエラには２つの現実があると指摘

した。 

以上 


