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（写真）CNE “CNE 州知事選・市長選・州議会議員・市議会議員選の実施日を１１月２１日に決定” 

 

 

２０２１年５月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「大統領 既存の対話スキームへの参加を要請 

～対話をするなら自分たちの犯罪を認めろ～」 

「グアイド議長 障害なら暫定大統領を辞任する 

～LCR 国家救済合意を拒否～」 

「欧米 国家救済合意を支持」 

「AD が選挙に参加しなかった本当の理由」 

「COVAX Johnson＆Johnson 製ワクチンを調達」 

経 済                     

「公的非石油産業の外貨収入 ６年で５１１％増」 

「再びガソリン不足が深刻化」 

２０２１年５月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「全国州知事選・市長選 １１月２１日開催 

～主要野党の合意なく選挙日を決定～」 

経 済                    

「PDVSA １５２の事業を７７６億ドルで売却」 

「米国 エネルギー事業者の制裁緩和急がず」 

「与党国会 接収企業の返還を検討」 

「石油業界 国会に炭化水素法の改定を提案」 

「石油業界従業員 給料は月額３．４ドル」 

社 会                    

「欧州への児童密売 儀式の生贄用途の可能性」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年５月１２日～５月１３日報道            No.５９９   ２０２１年５月１４日（金曜） 

2 / 7 

 

２０２１年５月１２日（水曜）             

政 治                       

「大統領 既存の対話スキームへの参加を要請      

  ～対話をするなら自分たちの犯罪を認めろ～」      

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.598」で紹介した通り、

グアイド政権は「国家救済合意」を提案。マドゥロ政権

との交渉を行う意思を表明した。 

 

５月１２日 この提案についてマドゥロ大統領がコメ

ント。 

 

「彼らが既存の侵略やクーデター方針を諦め、真の意味

で対話する意思があるならば歓迎する。」 

と言及。 

 

一方 

「もし過激派が対話に参加したいのであれば、既存の対

話スキームに参加しろ。対話スキームは既に存在してい

る。そこで全てのテーマについて議論しており、参加を

歓迎する。彼らがトップだと勘違いしてはいけない。」 

との見解を示した。 

 

既にマドゥロ政権は、「発展進歩党（AP）」のヘンリー・

ファルコン党首など穏健野党と対話テーブルを組織し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.414」）。 

マドゥロ大統領は、既存のスキームに参加するよう主要

野党に求めていることになる。 

 

つまり、マドゥロ政権は、 

「野党が我々に条件を突きつけることはできない。 

あくまで我々の土俵で勝負する必要がある」 

とのスタンスを暗に示していることになる。 

 

 

 

また、与党「社会主義統一党（PSUV）」副党首を務める

ディオスダード・カベジョ議員は、グアイド議長の提案

に懐疑的な見解を示した。 

 

「私はグアイドに対する信頼がない。私は間違いなく２

０１９年に彼と会合をした。しかし、奴はその事実を否

定した。彼の言葉には信頼がない。」 

と述べた。 

 

２０１９年 グアイド政権が発足して勢いのあった時、

「グアイド議長がカベジョ副党首と会合を持った」 

との噂が報じられた。 

 

与党と交渉をすることに拒否感を示す人は多く、この報

道が事実であれば、グアイド議長の支持が大きく落ち込

む危険性があった。そこで、グアイド議長はカベジョ副

党首との面談の事実を否定。カベジョ副党首の偽装工作

と一蹴した。 

 

しかし、後になってカベジョ副党首と面談をしていたこ

とが事実である可能性が高まり、現在は当時のグアイド

議長の発言は嘘だったと考えられている。 

 

また、カベジョ副党首は、 

「親愛なるチャビスタ達。我々はボリバル革命と対立す

るいかなる勢力とも交渉しない。憲法では次の大統領選

は２０２４年に実施されることが決まっている。その原

則に交渉の余地はない。」 

と大統領選やり直しの可能性を否定した。 

 

グアイド議長は 

「大統領選・国会議員選・州知事選・市長選のスケジュ

ールで合意すること」 

を提案しているが、与党としては大統領選・国会議員選

は憲法に準じて実施済みで、再選挙を行う意思がないと

の意思表明と言える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42b8edf8dd0815d02d33708f868717b2.pdf
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交渉再開について、最も厳しい条件を突きつけたのは、

マドゥロ政権の交渉窓口を務めるホルヘ・ロドリゲス国

会議長だろう。 

 

５月１３日 ロドリゲス議長は、グアイド政権の提案に

ついて交渉意思を支持した一方で条件を突きつけた。 

 

「交渉は冤罪を伴わない。もし、彼らが交渉を望むので

あれば、盗んだものを返さなければいけない。また、自

分たちが過ちを犯したことはもちろん、犯罪行為をした

ことも認めなければならない。」 

との見解を示した。 

 

「グアイド議長 障害なら暫定大統領を辞任する    

         ～LCR 国家救済合意を拒否～」                

 

５月１２日 グアイド議長は「国家救済合意」について

記者会見を実施し、追加の説明を行った。 

 

「この提案の目的は、我が国・家族を救うための提案で、

ベネズエラに我々の子供が帰国できるようにするため

のものだ。 

 

我々はダダをこねているわけではなく、自分の権利を主

張している。自由で公平な選挙は譲れないものだ。ワク

チンの調達は譲れないものだ。我々の生きる権利は譲れ

ないものだ。」 

と主張した。 

 

また、「条件はタダで勝ち取ることはできない。」と言及。 

 

自身の進退についても触れた。 

「もし、役職が問題だというのであれば２０１９年にも

言った通り、私は辞任する。ベネズエラを救うために大

統領を譲る。我々がしなければいけないことは、ベネズ

エラを救うことだ。」と述べた。 

 

個人的な見解だが、グアイド議長はマドゥロ政権との対

立姿勢を明確にしすぎた。グアイド議長では与党と合意

に至ることはできないだろう。 

 

野党が「国家救済合意」で与党と合意するためにはグア

イド議長は辞任する必要があると考えている。 

 

なお、主要野党に属する中堅政党「LCR」のアンドレス・

ベラスケス党首は、グアイド議長が提案した「国家救済

合意」について賛同しないとの意思を示した。 

 

「欧米 国家救済合意を支持」                  

 

グアイド議長の「国家救済合意」の提案について、欧米

は支持する意向を示している。 

 

バイデン政権でベネズエラ問題を担当している Julie 

Chaung次官は、グアイド政権の提案を支持すると表明。 

 

「自由で平等な選挙の実施を経て民主主義を回復させ

ようとするファン・グアイドとベネズエラ野党の取り組

みを支持する。現在の危機を解決する唯一の手段は包括

的な合意だ。」 

との見解を示した。 

 

欧州もグアイド議長の提案に賛同の意思を示している。 

 

欧州連合のジョセップ・ボレル外交政策委員長は、グア

イド政権の「国家救済合意」について 

「満足という言葉では表現できない。欧州はファン・グ

アイドの提案を全力で支持する。欧州は１年以上前から、

今回の宣言を求めてきた。交渉なくして、ベネズエラの

問題を解決することはできない。」 

との見解を示した。 
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スペイン政府も今回の提案を支持。 

スペインのアランチャ・ゴンサレス外相は、 

「我々は常に、国際社会が立ち会った上でのベネズエラ

の政治リーダーの交渉を通じた問題解決を支持してき

た。グアイド氏の提案は我々が必要だと考える全ての内

容が含まれている。」 

との見解を示した。 

 

なお、中国、ロシアなどマドゥロ政権を支持している国

からは今回の提案について特段の意見は表明されてい

ない。 

 

「AD が選挙に参加しなかった本当の理由」         

 

５月１２日 与党国会で野党議員として活動をしてい

る元「第一正義党（PJ）」のホセ・ブリト議員は、主要

野党の一角「行動民主党（AD）」が、２０１８年、２０

年の選挙に参加しなかった理由について言及した。 

 

この主張が事実かどうかは定かではないが、仮にこれが

事実であれば大きな暴露になる。 

 

ブリト議員曰く、AD が選挙に参加しなかった本当の理

由は、米国がアジュップ幹事長を脅迫したからだという。 

 

「行動民主党のラモス・アジュップは２０１８年の大統

領選、２０年の国会議員選に出馬しなかった。 

この点について責任をもって説明する。米国はアジュッ

プの息子（PDVSA 関連の取引で汚職の疑惑あり）を使

い、彼を脅迫した。 

 

アジュップは選挙実施が宣言される３カ月前まで選挙

に参加することに合意していた。しかし、一夜にして意

見を一転させた。これが AD 内で亀裂を生み、ベルナ

ベ・グティエレスが AD の執行幹事長として党を率いる

ことになった。」と主張した。 

 

なお、ブリト議員は２０１９年末に主要野党を離反した

人物で、それまでは野党議員として活動していた。野党

の内情について知っている可能性はある。 

 

また、２０１８年、２０年ともに AD は選挙参加を望ん

でいると報じられており、AD のリーダーであるアジュ

ップ幹事長も選挙参加の必要性を主張していたが、その

主張が不自然に無くなっていた印象は受けている。 

 

「COVAX Johnson＆Johnson 製ワクチンを調達」                  

 

「米州保険機構（OPS）」が運営する COVAX メカニズ

ムは、ベネズエラは６月に Johnson＆Johnson の Covid-

１９ワクチンを調達する予定と発表した。 

 

４月１０日 マドゥロ政権は Covax へ５，９２０万ス

イスフラン（約６，４００万ドル）を支払った。 

この金額は２０年９月に OPS と合意した総額１．２億

ドルの約半分に相当する（「ベネズエラ・トゥデイ

No.585」）。 

 

その後、追加の支払いについて正式に発表していないが、

支払いが実行されたとの噂が存在していた。 

 

この点について、OPS の Ciro Ugarte 部長は、「ベネズ

エラから追加の支払いがあった」と説明。 

しかし、「全額は支払いが完了しておらず、１，８００

万ドルの支払いが完了していない」と補足した。 

 

なお、マドゥロ政権は以前から Johnson＆Johnson のワ

クチン調達を希望する旨の発言をしていた。 

 

同社のワクチンを求める理由は、 

１．接種が１回で完了すること 

２．保存要件が他のワクチンよりも厳しくないこと 

としていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
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経 済                        

「公的非石油産業の外貨収入 ６年で５１１％増」           

 

制裁を受け石油産業からの外貨収入が減少する中、マド

ゥロ政権は別の外貨収入源を開発している。 

 

現地金融コンサル会社「 Aristimuno Herrera ＆ 

Asociados」は、２０１４年～２０年にかけての公的セク

ターの非石油部門の輸出額の推移を分析。 

 

２０１４年には公的セクターの非石油部門の輸出額は

１３．１億ドルだったが、２０２０年には８０億ドルと、

６年間で５１１％増加したと報じた。 

 

この輸出額増加の主な理由は「GOLD 輸出」。 

ボリバル州一帯の GOLD 埋蔵地帯で採掘した GOLD

をトルコに輸出することで収入を得ているとした。 

 

なお、制裁を回避するため、マドゥロ政権は輸出に関す

る情報を極秘で管理しており、詳細なデータを知ること

はできないが、基本的に中国、ロシア、トルコ、アラブ

首長国連邦、南アフリカ地域の国などと取引をしている

という。 

 

（写真）Aristimuno Herrera ＆ Asociados 

“１４年～２０年 公的部門非石油産業の輸出額推移” 

 

「再びガソリン不足が深刻化」              

 

地方ではガソリンは深刻な不足状況が続いているが、首

都カラカスでは、ガソリン不足感は緩和されつつあった。 

 

しかし、ここ最近、カラカスでも多くのガソリンスタン

ドが閉鎖しており、再びガソリンの不足感が加速してい

る。 

 

カラカスの交通状況などが確認できるカメラでもガソ

リンスタンドで給油するための行列ができていること

が確認できる。 

 

ガソリン供給量が減少している理由について、現地経済

学者のルイス・オリベロス氏は、 

「ディーゼル燃料の精製を優先しているため、結果的に

ガソリンの精製量が減少している」 

と述べた。 

 

 

（写真）Traffic Center 

“カラカス市内の交通状況” 
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２０２１年５月１３日（木曜）              

政 治                       

「全国州知事選・市長選 １１月２１日開催      

    ～主要野党の合意なく選挙日を決定～」       

 

５月１３日 「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・カ

ルサディージャ代表は２１年に予定されている全国州

知事選・市長選および州議会議員・市議会議員選の実施

日を発表した。 

 

選挙の実施日は１１月２１日（日曜）。 

選挙は１２月に行われることが多いため、少し早い時期

での開催になる。 

 

また、今後のスケジュールについても説明。 

 

７月１日～１５日にかけて、有権者登録の更新を実施。 

８月９日～２９日にかけて、候補者の受付を実施。 

９月８日～２２日まで、候補者の変更受付期間。 

１０月２８日～１１月１８日まで選挙キャンペーン。 

とした。 

 

グアイド政権は、「大統領選、国会議員選、州知事選、

市長選」のスケジュール決定について協議を提案したが、

交渉前に州知事選・市長選の予定が決まったことになる。 

 

経 済                       

「PDVSA １５２の事業を７７６億ドルで売却」            

 

スペイン系メディア「ABC」は、マドゥロ政権が石油産

業を立て直すため、国内外の石油事業者に投資の提案を

持ち掛けているという。 

 

 

 

 

PDVSA が石油事業者に渡している提案資料によると、

１５２の投資機会があり、これらの投資事業の総額は７

７６億ドルにのぼるという。 

 

ロイター通信は、PDVSA が作成した投資家向けの提案

資料について報道しており、同資料によると、ベネズエ

ラが１９９８年当時の産油量に戻るためには５８０億

ドルの投資が必要と書かれているという。 

 

「米国 エネルギー事業者の制裁緩和急がず」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、米国政府

関係者から得た情報を報道。 

 

「Argus Media」によると、バイデン政権は「Chevron」

など米国エネルギー事業者のベネズエラでの活動を制

限している制裁ライセンスを延長する可能性が高いと

いう。 

 

現在、「Chevron」「Haliburton」など米国のエネルギー

事業者は、制裁ライセンスによりベネズエラでの採掘活

動などを禁止されており、施設のメンテナンスのための

活動だけを許可されている。 

 

この制裁ライセンスは６月上旬に失効するため、５月末

に新たな制裁ライセンスを発行する予定だが、現時点で

は特に変更なく３カ月あるいは６カ月延長される可能

性が高いようだ。 

 

バイデン政権は「制裁解除を急がない」との姿勢を示し

ており、マドゥロ政権からの譲歩が得られるまで様子見

をする意向だという。 

 

ただし、バイデン政権内でも制裁緩和を求める声はあり、

グアイド政権とマドゥロ政権の交渉の行方によって制

裁ライセンスを緩和する可能性も残されているという。 
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「与党国会 接収企業の返還を検討」           

 

与党国会で対話委員会の副代表を担っているルイス・エ

ドゥワルド・マルティネス議員は、「ベネズエラ経団連

（Fedecamaras）」の提案を与党国会で議論すると言及。 

 

マルティネス議員によると、「Fedecamaras」は、過去チ

ャベス政権・マドゥロ政権が接収した民間企業を元のオ

ーナーに返すことを提案しており、候補となっている企

業の数は１３５社だという。 

 

また、現在、この提案は行政監督庁が精査しており、正

式な結果が出れば公表することになると説明した。 

 

なお、接収企業の返還以外にも Fedecamaras は経済テ

ーマについて、いくつかの提案をしており、建設分野、

イノベーション分野、投資保護の分野での提案も検討し

ているとした。 

 

「石油業界 国会に炭化水素法の改定を提案」         

 

ベネズエラ石油商工会のレイナルド・キンテロ代表は、

与党国会のエネルギー委員会に対して「炭化水素法」の

改定案を提出したと発表した。 

 

提案には、「契約」「政府の石油部門による管理の緩和」

「事業者の活動の自由化」などが書かれており、実現す

れば石油産業の開発にポジティブな影響が期待できる

とした。 

 

また、石油産業に関する税制についても変更を提案して

おり、他国と比べて競争力を高める必要性があるとした。 

 

ただし、政府の税収を減らすことが目的ではないと補足

し、税収を増やすことは国の財務の安定につながるとの

見解を示した。 

 

「石油業界従業員 給料は月額３．４ドル」         

 

「石油労働者組合（FUTPV）」のホセ・ボダス幹事長は、

現地メディア「Contrapunto」に出演。 

 

「中国・ロシア・米国のエネルギー事業者は、国内の労

働者に対して月額３．４ドルしか給料を支払っていない」

と訴えた。 

 

ボダス幹事長によると、給料は労働者が受け取る収入の

４％程度に過ぎず、残りの９６％は食料補助など給料以

外の名目で支給されているという。 

 

その結果、実質的な収入は月額４０ドル程度になるよう

だが、生活には不十分だという。 

 

社 会                       

「欧州への新生児密売 儀式の生贄用途の可能性」            

 

以前「ベネズエラ・トゥデイ No.594」で、コロンビア

とベネズエラの国境の町ククタ（コロンビア側）で、ベ

ネズエラ人新生児の密売組織を摘発したとの記事を紹

介した。 

 

本件の続報だが、コロンビア当局によると、欧州に密売

された新生児の多くは悪魔崇拝の儀式に使用された可

能性があるという。 

 

逮捕された新生児の密売関係者によると、 

「最も高い価格を付けた人に売っていた。この取引には

悪魔崇拝の信者が関係しており、彼らは新生児の生き血

を呑む」 

と証言しているという。 

 

以上 

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

