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（写真）Fedecamaras “７月２０日 Fedecamaras の年次総会 デルシー・ロドリゲス副大統領、招待される” 

 

 

２０２１年７月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 ７＋７解除の決定を見送り」 

「AD 党員 内部崩壊で相次いで離党」 

「ペルー カスティージョ候補の当選を決定」 

経 済                     

「２１年６月の外貨預金額 ９．２億ドル 

～BNC の外貨預金受け入れ額が躍進～」 

「英国銀行の GOLD 訴訟が再開」 

「CENDA ６月の基礎食糧費は２２０ドル」 

社 会                     

「東京オリンピック ベネズエラ代表選手ら到着」 

２０２１年７月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「Cota９０５で治安当局とマフィア再び衝突 

～Koki メンバーとされる４名を拘束～」 

「ゲバラ氏拘束当時の映像が流出」 

経 済                    

「Fedecamaras 総会 ロドリゲス副大統領出席 

～クサノ代表 急進的な方針を放棄するべき～」 

「OFAC CITGO 保護ライセンスを延長」 

「世銀 ベネズエラのビジネス環境は最下位」 

社 会                    

「サバナグランデの新名物 Carolina Chacon」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年７月１９日～７月２０日報道            No.６２８   ２０２１年７月２１日（水曜） 

2 / 8 

 

２０２１年７月１９日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 ７＋７解除の決定を見送り」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.626」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権は Covid-１９感染拡大防止策「７＋７」の解

除を検討している。マドゥロ大統領は、「７月１８日か

ら解除する可能性がある」と言及していた。 

 

しかし、７月１８日 マドゥロ大統領は自身のツイッタ

ーで７月１８日からの７＋７解除の決定を見送ると投

稿。７月１８日～２５日の週は、通常の予定通り Covid-

１９隔離緩和週にすると発表した。 

 

なお、マドゥロ政権は「祖国システム（Sistema Patria）」

を通じて、「７＋７」解除に関するアンケート調査を行

っている。 

 

質問は「７＋７の柔軟化に参加するか？」 

「７＋７の緩和後もマスク着用義務、ソーシャルディス

タンスの維持などに関する措置を続けることを支持す

るか？」 

「どの業種（銀行・商業・娯楽等）の緩和を望むか？」 

など。 

 

「７＋７」の解除まではもう少し時間がかかりそうだ。 

 

「AD 党員 相次いで離党」              

 

主要野党の一角「行動民主党（AD）」で内部崩壊が起き

ており、ここ数日で多くの党員が離党を宣言している。 

 

特筆するべき人物の１人は Iveev Silva 氏（下写真）。 

Silva 氏は、元国会議員で AD の青年部代表。 

他、AD の執行役員メンバーの Daniela Rodriguez 氏。 

AD 秘書官の Mariana Spina 氏。 

AD カラカス青年部秘書官の Carlos Rada 氏。 

AD のラモス・アジュップ幹事長の腹心と言われる

Pedro Perozo 氏も辞任の意向を表明している。 

 

現地メディア「Tal Cual」によると、辞任の理由は、ア

ジュップ幹事長の腹心の一人であるカルロス・パパロー

ニ氏の「執拗な攻撃」だという。 

 

具体的な理由については書かれていないが、州知事選・

市長選の参加を巡り意見の対立があったと思われる。 

パパローニ氏はリベルタドール市の市長選への出馬の

可能性が噂されており、選挙参加に肯定的ではない AD

内のグループと対立している可能性が高い。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/139e4bdd191a6c3258b88cb7f57662b3.pdf
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「ペルー カスティージョ候補の当選を決定」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.626」で、７月２０日にペ

ルー選管が６月６日に行われた大統領選の正式な結果

を発表するとの記事を紹介した。 

 

しかし、ペルー選管は、当初の説明よりも１日早い７月

１９日にペドロ・カスティージョ候補の当選を正式に発

表した。 

 

選挙不正を訴えていたフジモリ候補も結果を受け入れ

ると発言。これにより７月２８日からカスティージョ氏

がペルーの大統領になることが正式に決まった。 

 

なお、ペルーの大統領任期は５年間なので、カスティー

ジョ氏の任期は２１年７月２８日～２６年７月２７日

になる見通し。 

 

ただし、ペルーの大統領はこの５年間で３回（ペドロ・

クチンスキ氏→マルティン・ビスカラ氏→マニュエル・

メリノ氏→フランシスコ・サガスティ氏）も変わってい

る。カスティージョ氏も彼らのように任期途中で交代す

ることも考えられるだろう。 

 

なお、カスティージョ氏は左派系の候補のため、マドゥ

ロ政権はカスティージョ候補の当選を歓迎している。 

一方、カスティージョ氏自身はマドゥロ政権への連帯の

意思を明確にはしていない。 

 

ベネズエラ問題については「ペルーの国益になる決定を

する」と発言しており、マドゥロ政権がベネズエラを実

効支配していることを認め、付かず離れずの関係を維持

する可能性が高そうだ。 

 

 

 

 

経 済                        

「２１年６月の外貨預金額 ９．２億ドル       

    ～BNC の外貨預金受け入れ額が躍進～」        

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２１年６月のベ

ネズエラ国内の外貨預金額を報じた。２１年６月時点の

外貨預金額は９億２，０５０万ドル。先月比０．６％増

と微増となった。なお、６カ月前（２０年１２月末）と

比較すると１２．５％増だった。 

 

なお、現在、ベネズエラ国内で外貨口座を開設する時は

「為替協定１号（以下 CC１）」の枠組みで開設すること

になるが、その前は「為替協定２０号（以下 CC２０）」

の枠組みで外貨口座が開設されていた。 

 

「Bancaynegocios」は、CC１の枠組みで開設された口

座の預金額は約３分の２の６億ドルとし、残りの３億強

がCC２０の枠組みで開設された口座に預金された外貨

としている。 

 

また、CC２０の枠組みで開設された外貨のほとんどは

「Banco de Venezuela」に預金されているが、CC1 にな

ってからは民間金融機関の「Banco Nacional de Credito」

が最も預金受け入れ額の多い銀行になっているとした。 

 

以下は「為替協定１号」で開設された口座の外貨預金受

け入れ額のランキング。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/139e4bdd191a6c3258b88cb7f57662b3.pdf
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「Banco Nacional de Credito（BNC）」が１億１，６１

６万ドル（為替協定１号預金総額の３５．０４％）。 

「Banco Mercantil」が６，８０２万ドル（同２０．５％） 

「Banco de Venezuela」が３，６９０万ドル（同１１．

１％）と続いている。 

 

「英国銀行の GOLD 訴訟が再開              

 ～英国政府 グアイド政権認識を改めて宣言～」           

 

英国銀行で保管されているベネズエラ中央銀行の

GOLD の裁量権を巡るグアイド政権とマドゥロ政権の

訴訟が７月１９日から再開した。 

 

今回の訴訟の争点は、英国がマドゥロ政権とグアイド政

権のどちらをベネズエラの政府と認識しているかがカ

ギとなる。裁判には英国外相が召喚される見通しだ。 

 

７月１９日 英国外務省の報道官は本件について英国

の見解を発表。 

「英国政府および英国王室（イサベル２世）は、２０１

９年２月からファン・グアイド氏をベネズエラの暫定大

統領と認識している。同日より、英国政府はマドゥロ氏

をベネズエラの大統領と認識していない。」 

と発表した。 

 

英国政府の見解は想定通りのものだが、実際のところ英

国政府はマドゥロ政権がベネズエラを実効支配してい

る前提で対応しており、グアイド政権が任命した在英国

ベネズエラ代表大使も認めていない。 

 

英国政府の対応は、報道官の発言のように明確なもので

はなく、マドゥロ政権側の弁護士団の反論が予見される。 

 

この訴訟は７月２２日まで続くとされており、現時点で

は裁判所から最終結論は出されていない。 

 

 

「CENDA ６月の基礎食糧費は２２０ドル」                  

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２１年

６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。 

 

CENDA によると、２１年６月の基礎食料費は先月比６．

９％増の BsS.６９１，４７９，１２３．２８。 

ドルに換算すると２２０．２７ドルになる。 

 

２１年５月のドル建ての基礎食糧費は２１９．２４ドル

だったのでドルで見ても少しだけ物価が上昇している

ことになる。 

 

インフレは以前より落ち着いているが、それでも多くの

人にとって生活が厳しいことに変わりない。現在の最低

賃金は月額２．２２ドル。１カ月の基礎食糧費の１．０

２％しかカバーできていない。 

 

 

（写真）CENDA “２１年６月の基礎食糧費” 
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社 会                        

「東京オリンピック ベネズエラ代表選手ら到着」           

 

７月２３日から東京オリンピックが始まる。 

 

７月１９日 ベネズエラの代表選手らが選手村に入っ

たと報じられた。 

 

なお、７月２４日（土曜）午後４時１５分～６時１０分

にかけてバレーボールの日本－ベネズエラ戦が予定さ

れている。NHK、BS１、テレ朝などで視聴できるよう

だ。 

 

バレーボール以外でもベネズエラの選手は陸上、ボクシ

ング、自転車、柔道、空手など１６競技に４３人の選手

が出場する予定。 

 

また、７月２８日（水曜）午後３時～５時にかけて、メ

ルビン・マルドナード青年・スポーツ相の来日演説（オ

ンライン）が予定されている（テーマは「ベネズエラ最

新事情」）。 

 

参加希望の方は「ベネズエラの主権を擁護する有識者の

会（sindo@nifty.com）」に連絡をされたい。 

 

 

（写真）@PuntoOlimpico 

 

２０２１年７月２０日（木曜）              

政 治                       

「Cota９０５で治安当局とマフィア再び衝突      

    ～Koki メンバーとされる４名を拘束～」        

 

７月２０日 Cota９０５で再び治安当局とマフィアと

の衝突が起きた。特に衝突が激しかったのは「Coche 地

区」。この地域のアパートにマフィアグループ「Koki」

のメンバーが潜伏していたようで、「犯罪科学捜査班

（CICPC）」がアパートを襲撃した。 

 

Lysaura Fuente 記者によると、この襲撃で Koki メンバ

ーの１人 Carla Dorianny 氏（Pelua）ら４名が拘束され

たという。 

 

 

（写真）Fuente 記者ツイッター“Pelua 氏拘束される” 
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「ゲバラ氏拘束当時の映像が流出」           

 

７月１２日 グアイド議長の腹心で２０１７年に国会

第１副議長を務めたフレディ・ゲバラ氏が「特別機動部

隊（FAES）」に拘束された。 

 

ゲバラ氏は SEBIN の収容施設「Hericoide」に拘束され

ていると報じられているが、親や弁護士も含めて、ゲバ

ラ氏と面談できる機会は限られているという。 

 

現地メディア「Monitoreamos」は、７月１２日にゲバラ

氏が拘束される瞬間の映像を公開した。 

 

映像によると、ゲバラ氏が拘束されたのは「プラド・デ

ル・エステ高速道路」を走行していた時だったようだ。 

 

ゲバラ氏は左下の黒い車に乗っていたようだが、挟み撃

ち（前後・右側）にあい、動けなくなり停止。FAES 職

員はゲバラ氏を車から出し、前の車に乗せている。 

 

 
（写真）Monitoreamos “連行されるゲバラ氏” 

 

経 済                       

「Fedecamaras 総会 ロドリゲス副大統領出席     

 ～クサノ代表 急進的な方針を放棄するべき～」            

 

７月２０日 ベネズエラで最も大きな経済団体「ベネズ

エラ経団連（Fedecamaras）」の年次総会が開催された。 

 

同日の総会で最も注目されたのはデルシー・ロドリゲス

副大統領が出席していたこと。また、ロドリゲス副大統

領は総会で政府代表として演説を行った。 

 

ロドリゲス副大統領は演説で「建設的な対話ができる民

間セクターとは対話を継続する」との意思を表明。 

 

「経済妨害対策法」や「経済特別地域法（与党国会で協

議中）」の枠組みで民間企業の活動を活性化させる意思

があるとの見解を示した。 

 

また、経済界が期待している「７＋７」の解除について

も「政権内で検討している」と説明。近日中にマドゥロ

大統領が感染防止策の柔軟化を発表するだろうとした。 

 

また、今回の総会で交代する「Fedecamaras」のリカル

ド・クサノ代表は演説で「急進的な方針を放棄するべき」

と言及。ベネズエラ経済を回復させるため、必要な利害

関係者と対話を行い、問題解決を図らなければいけない

と主張した。 

 

なお、毎年、総会で Fedecamaras が選ぶ「Empresario 

del año（今年の企業家）」はラム酒メーカー「Ron Santa 

Teresa」の Alberto Vollmer 社長が選ばれた。Vollmer 社

長はマドゥロ政権が組織する企業家団体の代表を務め

ており、野党政治家からは「Fedecamaras」の姿勢を疑

問視する声も出ている。 
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「OFAC CITGO 保護ライセンスを延長」         

 

７月２０日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は制裁

ライセンス No.５を更新した。 

 

制裁ライセンス No.５は、PDVSA が発行した社債

「PDVSA２０」に関する全ての取引を２１年１０月２

０日まで禁止するという内容（正確には「２０２１年１

０月２１日以降、PDVSA２０に関する取引を許可する」

と書かれている）。 

 

PDVSA２０は、他の社債とは違い PDVSA の米国子会

社「CITGO」の株式５０．１％が担保になっている。 

 

つまり、PDVSA２０がデフォルトした場合、債権者は

CITGO 株式５０．１％をもって投資を回収する権利が

保障されている。 

 

「PDVSA２０」は既にデフォルトしており、本来であ

れば債権者はこの権利を行使することができるが、制裁

ライセンス No.5 によりこの措置が止められている。 

 

つまり、今後も２１年１０月２０日までは CITGO は債

権者から株式を没収されないことになる。 

 

「世銀 ベネズエラのビジネス環境は米州最下位」         

 

世界銀行は世界の投資環境に関する年次レポート

「Doing Business ２０２０」を公表した。 

 

同レポートによると、ベネズエラの投資環境は米州地域

で最下位。世界（１９０カ国）でも３番目に悪い国（１

８８位）となっている。 

 

なお、１９０位はソマリア、１８９位はエリトリア。ベ

ネズエラの上（１８７位）はイエメンとなっている。 

 

レポートではベネズエラの投資環境の問題点として、

「所有権が保障されておらず、ビジネスで問題が起きた

際に問題を解決する訴訟が機能していない」という。 

 

なお、１位はニュージーランド、２位はシンガポール、

３位は香港、４位はデンマーク、５位は韓国だった。 

 

日本は２９位。ロシア（２８位）が日本より上なのは意

外な気がした。 

 

 

（写真）Doing Business 

 

 

 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
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社 会                       

「サバナグランデの新名物 Carolina Chacon」     

 

カラカスには「サバナグランデ」と呼ばれる商業店が集

まる通りがある。日本で言う原宿通りのような場所だ。 

サバナグランデは、ベネズエラの流行発信地のような場

所だが、最近「Carolina Chacon」という露店が賑わって

いるようだ。 

 

以下の写真の通り、Covid-１９感染対策でソーシャルデ

ィスタンスが気にされる現在でも多くの人がお店に列

を作っている。 

 

現地メディア「El Estimulo」は、「Carolina Chacon」の

オーナーを取材。オーナーは、カティアの市場で店舗を

構えていたようだが、店舗が使用できなくなり、２０年

１２月からサバナグランデで営業を始めたという。 

 

 

 

 

商品は、米由来のクリームの上にシナモンと砂糖菓子が

乗っている飲み物。チャンスがあれば店舗を拡大すると

しており、チャカオ界隈でも「Carolina Chacon」の露店

を見かけるようになるかもしれない。 

 

 

（写真）El Estimulo 

以上 


