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（写真）グアイド議長 “５月１１日 「国家救済合意」を提案” 

 

 

２０２１年５月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「カルロス・オカリス元スクレ市長 野党に提案 

～野党のリーダーを国民に問う必要がある～」 

「ベネズエラの Covid-１９感染状況 

～医師の死者数 ４月は１０３名～」 

経 済                     

「加 Western Union ベネズエラへの送金許可」 

「現地通貨流通量は、外貨預金額の１／２」 

「FORD de Venezuela 新モデルを発表」 

社 会                     

「コロンビア・ベネズエラ国境 限定的に解放」 

２０２１年５月１１日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 国家救済合意を提案 

～野党の分裂をさけるための戦略？～」 

「ローマ法王 与野党代表を招き協議？」 

「新 CNE 出馬禁止措置を見直し」 

「野党国会 ワクチン調達で２７００万ドル承認」 

経 済                    

「デリバリー市場 ２社のシェアが８５％」 

「OPEC ４月の産油量 日量４４．５万バレル」 

社 会                    

「アプレ州 FARC 残党 軍人８名を誘拐」 
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２０２１年５月１０日（月曜）             

政 治                       

「カルロス・オカリス元スクレ市長 野党に提案     

 ～野党のリーダーを国民に問う必要がある～」       

 

５月１０日 「第一正義党（PJ）」の創始者の一人、カ

ルロス・オカリス元スクレ市長は、記者会見を実施。 

「野党が国民から信頼されるグループになるため、国民

に問う必要がある」と提案した。 

 

オカリス元市長は、 

「現在の野党は大きく方向性を誤っており、その結果国

民の信頼を失い、国民の政治離れが起きた。 

 

国民との絆が失われた状態で、抗議行動を呼びかけても

市民は参加しないし、国民との絆がなければ圧力をかけ

ることはできない。交渉をすることもできない。 

 

変革を望む我々は間違いなく多数派だが、我々は組織的

に無秩序な状態になっており、組織が機能していない。」 

と指摘。 

 

野党のリーダーシップを正当なものにするため、全ての

政治家の信認を国民に問う必要があると主張した。 

 

 

（写真）Runrunes 

 

オカリス元市長は、２００８年～１７年までカラカス最

大の貧困地区ペタレがあるスクレ市の市長を務めた人

物。 

 

２０１７年１０月に行われた州知事選では、ミランダ州

知事の野党統一候補として出馬した人物。 

 

２１年に予定されている州知事選でも出馬を望んでい

ると噂されている。 

 

基本的な思想は PJ のエンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事と似ており、協力関係にある。 

 

「ベネズエラの Covid-１９感染状況             

     ～医師の死者数 ４月は１０３名～」         

 

ここ最近、ベネズエラの Covid-１９に関する状況を紹

介していなかったので、現状を紹介したい。 

 

５月１０日の Covid-１９新規感染確認者数は１，２８

６名。総感染者数は２０万９，１６２名となった。 

 

最近、新規感染確認者は１，０００人超を維持している

が、マドゥロ政権が感染検査の実施数を調整することで、

意図的に感染数を操作しているとの報道もある。 
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マドゥロ大統領は、新規の感染確認者が１０００人超で

推移していることを受けて「感染の波を抑えている」と

評価。現時点では、感染防止措置を強化する意思がない

との認識を示している。 

 

また、これまでに感染した２０万９，１６２名のうち、

回復した患者は１９万２，０７５名。 

８，５９６名は、あまり症状はない。 

５，１０２名は、呼吸器官に軽微な異常。 

７６８名は、呼吸器官に異常。 

３１７名は、呼吸器官に重篤な異常。 

２，３０４名は死亡。 

となっている。 

 

５月１０日の新規感染者を地域別でみると、最も感染が

多く確認されたのはララ州で２０１名、ヤラクイ州で１

８２名、ミランダ州で１７９名と続く。 

 

 

（写真）保健省 

 

なお、Covid-１９に対応する医療従事者の Covid-１９

感染が問題になっている。「MedicosUnidos」によると、

３月に死亡した医療従事者の数は７４名、４月は１０３

名、５月は１０日の時点で１９名となっている。 

 

 

 

経 済                        

「加 Western Union ベネズエラへの送金許可」           

 

正規ルートでベネズエラに送金を行う際は、「Zoom 

Remesa」を使用することが多い。 

 

「Zoom Remesa」は、米国系金融企業「Western Union」

と提携しており、外国にいる人がベネズエラに送金をす

る場合は、その国にある「Western Union」から送金を

行うことができる。 

 

同サービスは、一部地域では利用できなかったが、

「Zoom Remesa」は、カナダからの送金が利用できるよ

うになったと発表した。 

 

なお、日本は「Western Union」を使って、ベネズエラ

に正規ルートで送金を行うことが可能。 

 

適用される為替レートは、政府が運営している「両替テ

ーブル」の平均値が用いられる。 

 

「現地通貨流通量は、外貨預金額の１／２」                  

 

ベネズエラ中央銀行は、２０２１年４月の通貨流通量

（ボリバル貨幣・紙幣・預金額の合計）が BsS.１兆２，

７００億だったと発表した。 

 

先月が BsS.１兆１，８１０億だったので、７．５％増加

したことになる。また、前年４月と比べると１，３８７％

増になる。 

 

この金額を、「両替テーブル」の為替レートでドルに換

算すると４億４，６１７万ドルになる。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年５月１０日～５月１１日報道            No.５９８   ２０２１年５月１２日（水曜） 

4 / 8 

 

一方、「ウィークリーレポート No.197」で紹介した通り、

２１年３月時点でベネズエラ国内の金融機関が預かっ

ている外貨の総額は８億３，０９０万ドル。 

 

つまり、ベネズエラ国内に流通している通貨量よりも、

外貨建ての預金額の方が２倍近く多い（ベネズエラの通

貨流通量は外貨預金の約１／２）ことになる。 

 

「FORD de Venezuela 新モデルを発表」         

 

「FORD Motor de Venezuela」は、新モデル「Bronco 

Sport Wildtrak 4×4 2021」を発表した。 

 

同社の販売担当の Patricia Fuentes Gimos 部長は、 

「２５年を経て、レジェンドが再誕した。どんな場所で

も移動できるピックアップタイプの車がベネズエラに

再び登場した。」 

と発表した。 

 

金額は、４７，２３８ドル＋付加価値税（１６％）。 

 

 

（写真）Ford de Venezuela 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「コロンビア・ベネズエラ国境 限定的に解放」           

 

Covid-１９感染拡大防止のため、コロンビアとベネズエ

ラの国境をつなぐ橋「シモン・ボリバル橋」は、閉鎖さ

れていたが、ここ最近は週に２日だけ通行が可能になる

という。 

 

５月８日 数百人のベネズエラ人が「シモン・ボリバル

橋」を渡り、コロンビアに向かった。 

 

現地メディアによると、ベネズエラ側で橋の通行を監視

する監視員は、ベネズエラの身分証明書を見るだけで、

特に厳格な審査はなく、コロンビアに移動できていると

いう。 

 

「シモン・ボリバル橋」が閉鎖され、両国の陸路での行

き来が制限されている時は、夜間にタチラ川を通って非

合法な手段で国境を超えるケースが増えていた。 

 

しかし、ここ最近はタチラ川の水量が増しており、非合

法な行き来も困難になっていたという。 

 

今回の措置は、水量が多い川を無理に渡ることで、事故

が起きるのを避けるための措置と報じられている。 

 

２０２１年５月１１日（火曜）              

政 治                       

「グアイド議長 国家救済合意を提案               

    ～野党の分裂をさけるための戦略？～」        

 

５月１１日 グアイド議長は、全ての民主的な勢力に対

して、「国家救済合意」を提案した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3453026eba7eec26bdb1bab4777300b2.pdf
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主な提案内容は以下の４点。 

 

１．大統領選、国会議員選、州知事選、市長選について、

自由で公平な選挙を実現するためのスケジュール

の設定。 

２．人道支援、Covid-１９ワクチン調達に関する合意。 

３．全ての政治セクターの政治参加。政治犯の解放と外

国に亡命した野党政治家の国内帰国の合意。 

４．国際社会は、マドゥロ政権が交渉に応じるための段

階的な制裁緩和を約束する。 

 

個人的な感想としては、これまでと何が違うのか分から

ない。 

 

「大統領選・国会議員選の実施も含めて、全て野党の望

む通りの内容になるのであれば、交渉をし、米国は段階

的に制裁を緩和する」と言っているように理解できる。 

 

また、マドゥロ政権を強く非難するグアイド議長の演説

の仕方も変わらず、このトーンで行う交渉でマドゥロ政

権と合意に至る気がしない。 

 

マドゥロ政権は、政治犯の解放や過去選挙参加を禁止し

た政治家の出馬は容認するだろうが、大統領選や国会議

員選のやり直しは合意しないだろう。 

 

グアイド議長が言及する「大統領選・国会議員選のスケ

ジュールを設定する」という発言が、「大統領選が２０

２４年、国会議員選は２０２５年（任期満了に伴う選挙）

でも構わない」ということであれば、マドゥロ政権との

交渉は可能だが、１、２年以内に大統領選・国会議員選

の実施を望んでいるとすれば、無理な提案をしている。 

 

１９年１月のグアイド政権が発足当初で勢いがあった

頃なら無理な提案ではなかったが、マドゥロ政権は、そ

の危機を乗り切り安定してしまった。 

 

 

この状況で、マドゥロ政権がグアイド政権に１００％譲

歩する理由がない。 

 

合意できない提案を行うのであればこれまでと同じ。 

交渉する意思がないことと同じだろう。 

 

また、グアイド議長は２１年に予定されている州知事

選・市長選に参加しようとしている野党政治家をけん制。 

「独裁政権の罠にはまってはいけない」と主張。 

「選挙条件を勝ち取るため、私と戦おう」と呼びかけた。 

 

ここ最近、マドゥロ政権は一定の懐柔策を提示しており、

選挙参加の必要性を主張する野党政治家が増えている。 

 

グアイド議長の今回の提案は実はこれまでと変わらな

いものだが、少し言い方を変えることで交渉を行うよう

なそぶりを見せ、選挙に参加しようとしている野党政治

家を引き留め、けん制しているように見える。 

 

また、急進野党からは「マドゥロ政権との交渉」「制裁

緩和」について言及した今回の提案は「国家救済合意」

ではなく、「マドゥロ政権救済合意」と否定的にとらえ

られている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 
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「ローマ法王 与野党代表を招き協議？」           

 

イタリア系メディア「Nova」は、ローマ法王がベネズエ

ラの政治問題を仲裁しようとしていると報じた。 

 

ローマ法王は、マドゥロ大統領とグアイド議長をバチカ

ンに招待し、両者と顔を合わせて仲裁を行うことを望ん

でいるという。 

 

なお、ローマ法王はマドゥロ政権・グアイド政権どちら

にも偏らず、中立的な立場で調停を行う意思があるとい

う。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.594」で紹介した通り、４

月３０日 ベネズエラでホセ・グレゴリオ・エルナンデ

スをカトリック教の「聖人」に認定する式典が開催され

た。 

 

この式典に際し、バチカン市国（キリスト教国）から

Baltazar Porras 枢機卿と Aldo Giordano 教皇大使がマ

ドゥロ大統領と面談していた。 

 

本件について「Nova」は、本来であればバチカン市国の

ピエトロ・パロリン国務長官がベネズエラを訪問する予

定だったが、直前でキャンセルされたと報じた。 

 

「Nova」によると、パロリン国務長官がベネズエラの訪

問をキャンセルした理由は、ローマ法王の望み（バチカ

ンで直接仲裁を行う）が合意に至らなかったことの現れ

ではあるが、引き続き協議を続けているという。 

 

 

 

 

 

 

 

「新 CNE 出馬禁止措置を見直し」         

 

５月１１日 新たな「選挙管理委員会（CNE）」の代表

に任命されたペドロ・カルサディージャ氏は、近日中に

州知事選・市長選および州議会議員・市議会議員の選挙

日とスケジュールを発表すると説明した。 

 

また、現在の有権者登録を大幅に更新すると説明した。 

 

加えて、「その他組織の意見を考慮に入れ、現在出馬を

禁止されている政治家の出馬権の見直しを検討する」と

述べた。 

 

２１年の選挙参加を呼び掛けている「第一正義党（PJ）」

のカプリレス元ミランダ州知事、「LCR」のアメリコ・

デ・グラシア議員らは公職選への出馬を禁止されている。 

 

今回の見直しで彼らの選挙参加が許可される可能性は

あるだろう。 

 

「野党国会 ワクチン調達で２７００万ドル承認」         

 

５月１１日 グアイド政権率いる野党国会「委任委員会」

は、ネット会議を実施。 

 

Covid-１９ワクチンの調達のため２，７７１万５，７２

０ドルの予算を承認した。 

 

２１年だけでグアイド政権は、既に Covid-１９対策費

として１．３億ドルの予算を承認しているため、今回で

１．６億ドル近い予算を承認したことになる（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.590」）。 

 

１．３億ドルの予算は承認されたばかりで使用された形

跡はない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be7fd6e918a74b42ccde249848e25109.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be7fd6e918a74b42ccde249848e25109.pdf
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また、野党国会の公式ツイッター「国家通信センター」

でも、今回承認された２，７７１万ドルがなぜ追加で必

要になったのか、その使用用途などは公表されていない。 

 

同予算は「委任委員会」に属する「第一正義党（PJ）」

のカルロス・パパローニ議員の提案。 

 

個人的な推測だが、「第一正義党（PJ）」は事実上２つに

分裂している印象。 

 

１つは、選挙参加を支持し、グアイド政権の運営に疑問

を呈しているカプリレス元ミランダ州知事派閥。 

オカリス元スクレ市長やホセ・ゲラ議員はカプリレス派

閥にいると思われる。 

 

もう１つは、グアイド政権を支持するファン・パブロ・

グアニパ国会第１副議長派閥。パパローニ議員はグアニ

パ派閥に属すると思われる。 

 

PJ のフリオ・ボルヘス幹事長は、グアイド政権で外相を

務めているが、同時にグアイド議長降ろしを画策してい

るとの噂もあり、どちらに転ぶか分からない。 

 

経 済                       

「デリバリー市場 ２社のシェアが８５％」            

 

経済低迷が続くベネズエラだが、Covid-１９を理由に隔

離政策が施行される中、デリバリー業界は好調。 

 

ベネズエラでは「Uber Eats」のようなデリバリーを仲

介する会社が複数存在する（「ウィークリーレポート

No.192」では、カラカスのデリバリー事情について簡単

に紹介している）。 

 

ベネズエラの大学院「IESA」は、ベネズエラのデリバリ

ー業界の状況に関する調査レポートを発表した。 

 

調査は、首都カラカスでデリバリー業者のサービスを利

用している１４８の飲食店を対象に行った（２１年３月

～４月）。 

 

同調査によると、デリバリー業者で最も売上額が多いの

は「Yummy」で総売上額の５５％。続いて「Pedidos YA」

が３４％。その他業者が１２％。 

 

「Yummy」「Pedidos YA」が、デリバリー売上額全体の

８９％を占めた。 

 

また、注文数でみても「Yummy」が全体の５５％、

「Pedidos YA」が３０％、その他が１５％と「Yummy」

と「Pedidos YA」の２社で８５％を占めていた。 

 

他、デリバリーサービスを利用する２１１名を対象に調

査を行っている。 

 

同調査によると、利用者の７５％は「Yummy」と

「Pedidos YA」の両方のアプリをインストールしている

という。 

 

なお、デリバリーを使用する理由について、自宅から出

ずに食べ物を調達できること、アプリの利便性が高いこ

と、アプリに信頼があること、が上位に挙がっている。 

 

逆に、レストランのバリエーションが多いこと、割引サ

ービスがあること、価格などはデリバリーを利用する理

由として上位に上がらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18a76ccac315aca460fe35c00c68fa74.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18a76ccac315aca460fe35c00c68fa74.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年５月１０日～５月１１日報道            No.５９８   ２０２１年５月１２日（水曜） 

8 / 8 

 

「OPEC ４月の産油量 日量４４．５万バレル」         

 

５月１１日 OPEC は「マンスリーレポート（２１年５

月）」を公表した。 

 

同レポートによると、２１年４月のベネズエラの産油量 

（第三者調べ）は日量４４．５万バレル。 

２１年３月の産油量が日量５２．６万バレルだったので、

同８．１万バレルと大きく減少したことになる。 

 

なお、ベネズエラ石油省は２１年４月の産油量を OPEC

に報告していないようで、空欄になっている。 

 

ディーゼル燃料不足を緩和するため製油所に軽質油を

優先的に使用しており、その結果、産油活動に必要な軽

質油が不足し、産油活動が低迷しているという。 

 

 

 

（写真）OPEC 

 

 

 

社 会                       

「アプレ州 FARC 残党 軍人８名を誘拐」            

 

今ではメディアで報じられることは少なくなったが、 

コロンビアとベネズエラの国境を接するアプレ州で起

きている「コロンビア人民解放軍（FARC）」離反グルー

プとベネズエラ軍との衝突は、現在も続いている。 

 

５月１０日 非政府系団体「Fundaredes」のハビエル・

タラソナ代表は、自身のツイッターに「FARC 離反グル

ープにベネズエラ軍人８名が誘拐された」と投稿した。 

 

また、FARC 離反グループは、「国際赤十字」に文書を

提出。 

その文書には、「拘束した８名を引き渡す意思があり、

引き渡しのためのプロトコールを指示するよう求める」

と書かれている。 

 

もちろん解放の見返りに軍に対して交渉を求めている

ということだろう。 

 

（写真）Javier Tarazona 氏ツイッター 

 

以上 


