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（写真）与党国会 “５月４日 与党国会 新たな CNE 役員５名、補欠役員１０名を任命” 

 

 

２０２１年５月３日（月曜） 

 

政 治                     

「エルサルバドル ブケレ大統領と野党が衝突 

～グアイド政権の政府認識を見直し～」 

「ロドリゲス議長 米国にゴドレウ氏引渡を要請」 

「COVAX ワクチン ７月到着を予定」 

経 済                     

「２１年４月の原油輸出 日量約７０万バレル」 

「最低賃金改定後の公務員の給料表」 

「２１年３月の外貨預金 １０行が９７％占める」 

社 会                     

「Youtuber ベネズエラの観光スポットを紹介」 

２０２１年５月４日（火曜） 

 

政 治                    

「与党国会 CNE 役員を任命 

～与党系役員３名、野党系役員２名の構図～」 

「主要野党 選挙参加の可能性高まる」 

「米議会外交委員長 対話の絶好の機会」 

「西マドリッド州選挙 右派が圧勝 

～左派候補は、政界引退しベネズエラへ？～」 

「ワクチン EpivacCorona の臨床試験を開始」 

経 済                    

「アンソアテギ州で原油漏れ」 

「農業冬季シーズン 燃料不足で栽培できず」 
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２０２１年５月３日（月曜）             

政 治                       

「エルサルバドル ブケレ大統領と野党が衝突      

     ～グアイド政権の政府認識を見直し～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.594」でも紹介したが、

エルサルバドルの国会が最高裁判事、検事総長を解任し

た。 

 

エルサルバドルの国会は、同国の Nayib Bukele（以下ブ

ケレ）大統領が所属する政党が多数派を占めている。 

 

今回解任された最高裁判事、検事総長は、ブケレ政権が

関与しているとされる麻薬取引捜査を進めており、自身

の犯罪を隠ぺいするために彼らを解任したとして、国際

的な非難が高まっている。 

 

この状況を受けて、グアイド政権で外相を務めるフリ

オ・ボルヘス PJ 幹事長は自身のツイッターでブケレ政

権を「独裁政権」と非難した。 

 

ブケレ大統領は、この投稿に反応。 

「もしあなた方が政権に就いたとして、マドゥロ政権の

検事総長（タレク・ウィリアム・サアブ）と最高裁判事

（マイケル・モレノ）をそのままにしておくのか？ 

 

自分たちを支持することはマドゥロ政権を支持するこ

とと同じであることを国民に伝えたのか？ 

 

外国の“野党”政治家が我々の議員の決定を非難してい

る。我々は彼らを決して支持しない。仮に彼らが政権に

就いたとしても彼らとは外交をしない。」 

と反論した。 

 

実は、エルサルバドルのブケレ政権はグアイド政権をベ

ネズエラの正当な政府と認識している。 

１９年１１月 ブケレ政権は、エルサルバドルに留まっ

ていたマドゥロ政権の外交官を国外追放し、グアイド政

権を正当な政府と認識すると発表していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.365」）。 

 

今回のブケレ大統領の投稿は「“野党”政治家」と“野党”

であることが強調されている。 

 

つまり、エルサルバドルはグアイド政権をベネズエラの

正当な政府と認識しなくなったということだろう。 

 

なお、ブケレ大統領はマドゥロ政権とも対立している。

つまり、エルサルバドルにとってベネズエラは大統領の

いない国ということになる。 

 

「ロドリゲス議長 米国のゴドレウ氏引渡を要請」         

 

１年前の２０２０年５月３日 離反軍人と米国の傭兵

会社らがマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon Operation」を

起こした（「ベネズエラ・トゥデイ No.440」「No.441」）。 

 

「Gedeon Operation」から１年が経過したことを受け、

与 党 国 会 の ホ ルヘ ・ ロド リ ゲ ス 議 長 は、「 Gedeon 

Operation」の主犯格の一人、ジョーダン・ゴドレウ氏、

クリベル・アルカラ氏を引き渡すよう米国に要請した。 

 

ジョーダン・ゴドレウ氏は米国の軍事コンサル会社

「SilverCorp USA」の社長。 

 

マドゥロ政権を倒壊させるためグアイド政権と軍事契

約（コロンビアに亡命している離反軍人らのトレーニン

グ、計画立案など）を結んだが、金銭不払いの問題が理

由でグアイド政権と関係が悪化。２０年５月にコロンビ

アに亡命した離反軍人らとクーデターを実行し、失敗し

ている（「ウィークリーレポート No.148」「No.149」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4c10095af9afb62171f6617c140d92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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「SilverCorp USA」は、トランプ大統領の選挙キャンペ

ーン時のボディーガードを務めたこともあり、ペンス副

大統領（当時）と関係もある人物とされ、今回の事件に

は間接的に米国の関与が疑われている。 

 

ゴドレウ氏は米国で捜査を受けているようだが、米国帰

国後の彼の消息、捜査の進展に関する報道はこの１年間

ほとんど確認できない。 

 

ロドリゲス議長は、「Gedeon Operation」について、グ

アイド議長、コロンビアのドゥケ政権が関与していた証

拠が出ていると主張。「Gedeon Operation」実行グルー

プの軍事キャンプは２０年９月にドゥケ政権が取り壊

し、隠ぺいしたと訴えた。 

 

また、ゴドレウ氏についてもトランプ政権との確かな関

係が確認されているとして、ベネズエラの適切な法の裁

きを下す権利を主張した。 

 

「COVAX ワクチン ７月到着を予定」                  

 

マドゥロ政権のカルロス・アルバラド保健相は、Covid-

１９のワクチン調達について、COVAX から５００万超

のワクチンを調達する予定と説明。 

 

アルバラド保健相は「COVAX に対して、ほぼ全ての支

払いを行った」と述べており、マドゥロ政権は２０年に

合意したワクチン代１．２億ドルの支払いを完了してい

るのかもしれない。 

 

また、アルバラド保健相は、COVAX を通じたワクチン

の調達時期について７月頃を予定していると説明。 

COVAX のワクチン到着までは、まだ２カ月かかるとの

想定を示した。 

 

 

 

COVAX は当初ベネズエラに英国製薬大手「アストラゼ

ネカ」のワクチンを送る予定だった。しかし、マドゥロ

政権は、副作用を理由にアストラゼネカ社のワクチンの

使用を拒否。 

 

ロドリゲス議長は、「一回だけの接種で完了すること」

「冷蔵保存の要件が厳しくないこと」を理由として

「Johonson ＆ Johinson」のワクチン使用を検討してい

ると説明している（「ベネズエラ・トゥデイ No.592」）。 

 

経 済                        

「２１年４月の原油輸出 日量約７０万バレル」           

 

「ロイター通信」は、２０２１年４月のベネズエラの輸

出量について日量６８万８，５３３バレルと報道。３カ

月連続で輸出量が増加しているとした。 

 

また、輸出の３／４はアジア、中東向けとした。 

 

２０２０年～２１年１月にかけて、米国トランプ政権の

制裁強化の影響でベネズエラの原油輸出は著しく減少

したが、バイデン政権の発足を機に原油輸出は増加傾向

を示しているという。 

 

４月には２５隻のタンカーがベネズエラを出発。 

中国・マレーシア・アラブ首長国連邦に向けて輸出され

たという。他方、欧州向けの原油輸出は日量１１万バレ

ルに減少した。 

 

日量７０万バレルの原油輸出は、過去３カ月でみると増

加しているが、１年前の２０年４月と比べると１９％減

と１年前の水準には戻っていない。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/96973dd940085e6e4c576bc8f1ac6801.pdf
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「最低賃金改定後の公務員の給料表」           

 

５月１日 マドゥロ政権は最低賃金を月額 BsS.７００

万にすると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.594」）。 

 

法定福利の食料補助の月額 BsS.３００万を含めると、

実質最低賃金は月額 BsS.１０００万（約３．５ドル）に

なる。 

 

また、今回の最低賃金改定に伴い、公務員の給料表は以

下の通りとなった。 

 

 

（写真）官報 

 

ベネズエラでは公務員の給料は、高卒・大卒などの「学

歴」と「役職」で分類されている。 

 

最も安い賃金は月額 BsS.７００万、最も高い給料でも

BsS.２１２８万（７．５ドル）にしからならない。 

 

公務員は給料以外にも政府の補助制度を受けやすいが、

それでも１カ月生活するには全く足りておらず、汚職を

増やす原因にもなっている。 

 

 

 

「２１年３月の外貨預金 １０行が９７％占める」                  

 

金融コンサル会社「Aristimuño Herrera & Asociados」

は、２１年３月のベネズエラ国内金融機関の外貨預金額

について報じた。 

 

２１年３月の外貨預金額は、合計８億６，５８６万ドル。 

２１年２月の実績から３，８％増加した。 

 

なお、２１年２月の外貨預金実績の詳細については「ウ

ィークリーレポート No.197」を参照されたい。 

 

最も外貨預金額が多かったのは、「Banco de Venezuela」。 

ついで、「Banco Nacional de Credito（BNC）」 

「 Banco Mercantil 」「 BOD 」「 Bancamiga 」「 Banco 

Bicentenario 」「 Bancaribe 」「 Bancodel Tesoro 」

「Provincial」「Banca Plaza」と続く。 

 

上位１０行で外貨預金額全体の９７．２％を占めている

という。 

 

社 会                        

「Youtuber ベネズエラの観光スポットを紹介」           

 

ベネズエラは悲観的なニュースが多いが、本来ポジティ

ブな国民性の国で、自然豊かで美しい国である。 

 

メキシコ人 Youtuber のアレックス・ティエンダ氏がベ

ネズエラを訪問し、同国の観光地・現地の状況などを

YouTube にアップしている。 

 

以下では、アレックス氏がベネズエラを訪問し、インス

タグラムに挙げた写真を紹介したい。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3453026eba7eec26bdb1bab4777300b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3453026eba7eec26bdb1bab4777300b2.pdf
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（写真）Soyalextienda（写真は上から、カナイマ国立公

園、ファルコン州モロコイビーチ、ペタレ） 

 

２０２１年５月４日（火曜）              

政 治                       

「与党国会 CNE 役員を任命                

 ～与党系役員３名、野党系役員２名の構図～」        

 

５月４日 与党国会は「選挙管理委員会（CNE）」役員

を決定した。新たな CNE 役員は以下の通り。 

 

１人目は、タニア・デ・アメリオ氏。 

２００９年から CNE 役員を務めており、再任。 

 

 

２人目は、ペドロ・カルサディージャ氏。 

歴史学の教授で、マドゥロ政権下で文化相、大学教育相

などを務めたことがある人物。 
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３人目は、アレックス・コレドール氏。 

制憲議会議員を務めていた。 

 

 

４人目は、エンリケ・マルケス氏。 

主要野党「新時代党（UNT）」の議員で、２０１８年ま

で UNT 執行党首を務めた人物。２０１６年には野党国

会の第１副議長を務めた。 

 

１８年５月に行われた大統領選について野党支持者に

投票を呼び掛けたことで、主要野党と距離を置いていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」）。 

 

 
 

５人目は、ロベルト・ピコン氏。 

２０１５年１２月の国会議員選の際に、「野党統一連合

（MUD）」の選挙アドバイザーを務めた人物。２０１２

年に行われた大統領選でカプリレス元ミランダ州知事

のアドバイザーを務めた。 

 

２０１７年に「祖国に対する罪」を理由にマドゥロ政権

に拘束されたこともある。 

 

 

（写真）与党国会 

 

他にも１０名の補欠役員を任命したが、補欠候補は基本

的に第一線には登場しないので割愛したい。 

 

今回の任命を総評すると、野党側に配慮された印象。 

 

水面下の交渉がなければ、マルケス氏とピコン氏の任命

に至ることはなかっただろう。 

 

紹介した経歴の通り、マルケス氏、ピコン氏は、共に野

党と強い関係がある人物で、少なくとも与党系の役員で

はない。 

 

一方、３名は与党派の人物が役員に就任した。 

タニア・デ・アメリオ氏は与党系の CNE 役員の中では

比較的クリーンなイメージのある役員。役員全員が一気

にいなくなると運営に問題が起きると思われ、一人はベ

テランの代表を置くのは妥当な印象がある。 

 

「主要野党 選挙参加の可能性高まる」           

 

今回の決定で主要野党がどのように動くのかは確定し

ていない。 

 

しかし、現時点で野党側の反応を見る限りグアイド政権

とカプリレス元知事のスタンスには大きな違いがある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf
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グアイド議長は、今回の CNE 役員任命についてツイッ

ターで見解を表明。 

「選挙レフェリーの押しつけは、２０１８年、２０年と

同じ結果を生む。ベネズエラを崩壊させ、更に深刻な被

害が生じる。 

 

本日、統一同盟は団結して、自由で公平で検証可能な選

挙に対する強い意志を表明する。」 

と投稿した。 

 

最初、筆者がこの投稿を見たときは、グアイド政権とし

ては今回の任命に納得していないと感じたが、グアイド

政権の公式ツイッターアカウント「国家通信センター」

の投稿を見ると、 

「我々は民主主義を取り戻すため、ベネズエラ国民・国

際社会が求める包括的な合意をする意思がある。」 

 

「選挙条件を一方的に決めることはできない。引き続き

自由選挙の条件を勝ち取るため戦いを続ける。」 

と投稿している。 

 

解釈の仕方によっては拒絶とも承認とも受け取れる投

稿をしている。 

 

一方で、今回の CNE 役員任命について明確に賛成の意

思を表明しているのは、主要野党「第一正義党（PJ）」

のリーダーのエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事。 

 

カプリレス元知事は、自身のツイッターで、今回の役員

任命を称賛。 

「エンリケ・マルケス氏とロベルト・ピコン氏の CNE

役員任命は、ベネズエラで民主的な選挙を行うための大

きな一歩だ。 

この２名の CNE 役員は常に民主主義を尊重する意思を

示してきた。大多数のベネズエラ国民は自由で透明な選

挙で自身の政治意思を表明することを求めている。」 

と投稿している。 

 

グアイド政権が今回の CNE 役員任命を受け入れない可

能性は考えられるが、カプリレス元知事は今回の CNE

役員任命を受けて、ミランダ州知事選に出馬することも

あり得るだろう。 

 

カルロス・オカリス元スクレ市長など、選挙参加を支持

する主要野党の政治家もカプリレス元知事の側に流れ

ることが予想される。 

 

グアイド政権が選挙参加を拒否するのであれば、主要野

党の分裂が拡大する可能性が高い。 

 

「米議会外交委員長 対話の絶好の機会」           

 

５月４日 米国下院議会の外交政策委員長を務める

Gregory Meeks 氏は、ベネズエラ問題について「マドゥ

ロ政権との対話を開始する絶好の機会」との見解を示し

た。 

 

「対話を始めるための絶好の機会がある、米国はベネズ

エラ問題の解決のため、この機会を利用するべきだ。

我々はベネズエラ国民のことを考えなければならない。 

 

トランプ政権の掲げてきた方針は機能していないと考

えている。後退した政策を修正する機会だ。」 

と述べた。 

 

４月１９日 マドゥロ政権は、以前から米国が求めてい

た国連世界食料計画から人道支援を受け入れる合意を

締結した（「ベネズエラ・トゥデイ No.589」）。 

 

４月３０日には、PDVSA の米国子会社 CITGO の元役

員６名を禁錮刑から自宅軟禁措置に変更。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
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５月１日には、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

野党「第一正義党（PJ）」に所属していたリベルタドー

ル市議フェルナンド・アルバン氏が、マドゥロ政権側の

警察による拷問で亡くなったとの事実を認めた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.594」）。 

 

今回の CNE 役員の任命など、マドゥロ政権からの対話

再開を求める明確なメッセージが出されていると考え

るべきだろう。 

 

グアイド政権が方針を明確にした後にバイデン政権も

方針を発表するのではないだろうか。 

 

「西マドリッド州選挙 右派が圧勝          

 ～左派候補は、政界引退しベネズエラへ？～」         

 

５月４日 スペインでマドリッド州議選が開催された。 

 

結果、サンチェス首相が所属する「社会労働党（POSE）」

が大敗（３７議席→２４議席）し、野党第１党の「国民

党（PP）」が圧勝（３０議席→６５議席）した。 

 

社会労働党は、中道左派の政党。 

他 に POSE と 連 立 政 権 を 組 ん で い る 急 進 左 派 の

「Podemos」も振るわず、左派政党が大敗し、右派政党

が躍進する構図となった。 

 

また、特に大きく議席を失ったのは「Ciudadanos」。 

２６議席から０議席と一気に議席を失った。 

 

同政党はサンチェス政権を支持していたわけではない

が、中道左派と理解されている。 

 

圧勝した「国民党」は、Covid-１９の営業規制や外出制

限などを最小限に抑える政策を掲げており、マドリッド

で感染防止策の緩和が進むとみられる。 

 

今回の大敗を受けて急進左派「Podemos」のパブロ・イ

グレシアス党首は政界を引退すると発表。 

報道によると、イグレシアス氏はベネズエラに移住する

との噂もあるようだ。 

 

「ワクチン EpivacCorona の臨床試験を開始」         

 

現在ベネズエラ国内で使用されている Covid-１９ワク

チンはロシア製の「Sputnik V」と中国の「SinoPharma」

の２種類のみ。 

 

５月４日 マドゥロ政権は、もう１つのロシア製 Covid-

１９ワクチン「EpivacCorona」の臨床試験を開始すると

発表した。 

 

最初の臨床試験者は、在ベネズエラ・ロシア代表大使の

Sergey Melik 氏。 

 

また、５月３日にはロシアから５万個の「Sputnik V」が

到着。アルバラド保健相は、６月には５００万個のワク

チンがベネズエラに届くと述べた。 

 

 

（写真）ベネズエラ国営放送局（VTV） 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
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経 済                       

「アンソアテギ州で原油漏れ」            

 

アンソアテギ州 Quebradon de San Diego de Cabrutica

地区にある油田で原油漏れが起きている。 

 

急進野党「Vente Venezuela」は、ツイッターで原油漏

れの現場の状況を投稿。川が原油で真っ黒になっている

ことが確認できる。 

 

投稿によると、６カ月前から近隣住民は原油漏れ被害を

訴えているという。また、近隣の農家にも影響を与えて

いるとした。 

 

 

（写真）Vente Venezuela 

 

「農業冬季シーズン 燃料不足で栽培できず」         

 

「ベネズエラ農業団体（Fedeagro）」で米製品を担当す

るロベルト・ラティーニ部長は、燃料不足が農業に与え

ている影響について言及した。 

 

ラティーニ部長によると、燃料不足でトラクターが動か

ないので１．３万ヘクタールの豆類栽培ができなかった

という。 

また、サトウキビは収穫ができず、４０万トン相当の砂

糖が失われたとした。 

 

また５月からはベネズエラの農業にとって最も重要な

冬季シーズンの栽培が始まるが、栽培の目途が立たない

と訴えた。 

 

最後にマドゥロ政権に対して、第三国からの燃料輸入を

承認するよう要請。燃料不足に対する解決策を提示する

よう求めた。 

 

以上 


