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（写真）UltimasNoticias “１０月２５日から通学形式の学校を再開（１２歳以上が対象）” 

 

 

２０２１年１０月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「学校再開 リュックサック・文房具など配布 

～５０００校でワクチン接種～」 

「反対派 CNE 役員 １月から罷免投票申請可能」 

「CPI 検事 ベネズエラを訪問」 

「オルテガ元検事総長 スペインへ亡命申請」 

経 済                     

「一部ガソリンスタンド ディーゼルも料金改定」 

「IAEM ２１年の GDP 成長率△２．７％」 

社 会                     

「コロンビアの麻薬グループトップ逮捕」 

２０２１年１０月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 Fundaredes 関係者２名を解放 

～CITGO 元役員 刑務所から病院へ搬送～」 

「主要野党と穏健野党 候補者の統一を協議か」 

経 済                    

「イランからコンデンセート輸入 取引３回目」 

「中銀 為替安定のため５０００万ドル供給」 

社 会                    

「個人送金アプリ Zelle ITIN 登録必要に」 

「労働も学業もしない若者が増加」 

「ミスコン優勝者数 カラカス出身が世界最多」 
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２０２１年１０月２５日（月曜）             

政 治                       

「学校再開 リュックサック・文房具など配布        

       ～５０００校でワクチン接種～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.669」で紹介した通り、

１０月２５日から通学形式の学校が再開した。 

 

ただし、１０月２５日の時点で通学形式の学校が始まっ

たのは１２歳以上の学生のみ。１２歳未満の学童は徐々

に授業が再開する予定となっている。 

 

マドゥロ政権側の広報を見る限り、学校は清掃やペンキ

の塗り直しなどをしており、比較的綺麗に見えるが、施

設のメンテナンスが全くされていないとの指摘もある。 

 

１週間前に商業相に就任した Dheliz Alvarez 氏は、学生

に対してリュックサックや文房具、教科書などを無料で

提供。学生が授業を受けるために必要な環境を整えると

宣言した。 

 

 

（写真）Dheliz Alvarez 新商業相 

 

また、学校再開イベントに立ち会ったデルシー・ロドリ

ゲス副大統領は、少なくとも５０００の学校施設でワク

チン接種を開始すると発表。１２歳以上の学生とその両

親にワクチン接種を行うとした。このワクチン接種キャ

ンペーンには、ユニセフも協力するという。 

 

なお、１０月２５日の週は Covid-１９感染拡大防止策

「７＋７」の隔離緩和週にあたる。 

 

また、１１月１日～１２月末にかけて隔離緩和を継続す

る予定なので、今週から１２月末まで隔離緩和週が続く

ことになる。 

 

ベネズエラの Covid-１９新規感染確認者数は依然、１

日当たり１５００人前後を維持しており、収束してはい

ないが、徐々に通常の生活に戻り始めているようだ。 

 

「反対派 CNE 役員 １月から罷免投票申請可能」         

 

「選挙管理委員会（CNE）」のロベルト・ピコン役員（野

党支持系の役員）は、「２０２２年１月１０日から大統

領の罷免投票プロセスを申請できる」と発表した。 

 

ベネズエラの憲法では、選挙で当選した全ての公職者は

任期の半分が過ぎた段階で解任の是非を問う「罷免投票」

を求めることが出来る。 

 

罷免投票を求めるためには所定のプロセスがあり、

CNE がこのプロセスを遵守したと認識した場合、罷免

投票が行われる。 

 

マドゥロ大統領の任期は２０１９年１月５日から。 

そして、大統領の任期は６年。 

つまり、３年が経過した２０２２年１月から罷免投票を

申請することが出来る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8410c6338dbfa7f9da59d3b1599cfcc.pdf
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なお、大統領の任期が残り２年を切ると罷免投票で大統

領の解任が決定しても、残りの任期は副大統領が担うと

憲法で定められている。 

 

つまり、２０２３年以降にマドゥロ大統領の解任が決ま

ったとしても副大統領が大統領にスライドするだけで

政権交代は起きない。 

 

従って、野党が政権交代を目指すのであれば２０２２年

中に罷免投票を実施する必要がある。 

 

なお、２０１６年に野党は罷免投票を試みたが CNE が

罷免投票プロセスに様々な障害を置き、手続きも遅かっ

たため２０１６年中に罷免投票が実施できず、野党側の

試みが失敗した。 

 

ピコン氏は「２０１６年のような失敗が起きないように

しなければいけない」との見解を示した。 

 

ただ、野党が罷免投票を申請するかどうかは不透明だ。 

 

少なくとも２０２２年以降もグアイド政権を続ける場

合、野党はマドゥロ大統領を大統領と認識していないの

で、罷免投票を申請することで矛盾が生じる。 

 

 

（写真）Roberto Picon CNE 役員ツイッター 

 

 

 

また、罷免投票を申請することは野党がマドゥロ大統領

をベネズエラの大統領と認識していることを認めるこ

とになるため、急進野党から強い非難を浴びることが想

定される。 

 

このため、今後の野党のかじ取りによっては罷免投票を

申請しない可能性も考えられる。 

 

「CPI 検事 ベネズエラを訪問」                  

 

「国際刑事裁判所（CPI）」の Karim Khan 検事が１０月

２５日から１０日間、ベネズエラとコロンビアを訪問す

る。 

 

２０１８年９月 アルゼンチン、コロンビア、チリ、カ

ナダ、ペルー、パラグアイの６カ国は、CPI に対してマ

ドゥロ政権を訴えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.195」）。 

 

この要請に対する検討は CPI のベンソーダ検事が担当

していたが、調査を行うかどうかの正式な決定が出ない

ままベンソーダ検事の任期が満了し、２１年６月に

Khan 検事にその役割を引き継ぐことになった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.614」）。 

 

今回の Khan 検事のベネズエラ訪問は CPI でベネズエ

ラ問題を担当するようになって初めてとなる。 

 

状況は基本的にマドゥロ政権に不利だろう。 

 

Khan 検事はベネズエラ問題について多くはコメントし

ていないため、本件に対するスタンスははっきりしたこ

とは言えない。なお、Khan 検事は英国人。これまで「国

連貿易開発会議（UNCTAD）」の代表としてイラクの首

都バクダッド、ニューヨークに駐在した。国籍・経歴を

見る限り、米国の意向が強そうな印象を受ける。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
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「オルテガ元検事総長 スペインへ亡命申請」         

 

現在コロンビアに亡命している故チャベス政権からの

政府重鎮だったルイサ・オルテガ・ディアス元検事総長

は、スペインへ亡命を申請した。 

 

オルテガ元検事総長は２０１７年にマドゥロ政権に反

旗を翻し、コロンビアに亡命。彼女の離反をきっかけに

同年に激しい抗議行動が始まり、米国がベネズエラに経

済制裁を科すきっかけを作った。 

 

なぜ彼女が今のタイミングでスペインへ亡命を希望す

るか理由は公表されていない。 

 

筆者の予想の範疇を超えないが、サアブ氏の米国への身

柄引き渡しと関係があるのかもしれない。 

 

元々アレックス・サアブ氏の名前が脚光を浴びるように

なったのは、オルテガ元検事総長による告発が理由。 

 

オルテガ元検事総長はコロンビア亡命後に「アレック

ス・サアブ氏はマドゥロ大統領のテスタフェロ（蓄財に

協力する人物）」と名指ししたことでサアブ氏の名前が

広く知られるようになった。 

 

サアブ氏は元々コロンビア人でコロンビアでも強力な

コネクションがある。その彼が米国に拘束されたことで、

コロンビア国内でも強いプレッシャーを受けており、ス

ペインに亡命を求めている可能性はありそうだ。 

 

ただし、最近スペインは汚職に関与した疑いがある故チ

ャベス政権時代からの幹部を米国に引き渡している。 

 

オルテガ元検事総長は米国政府にかなり協力している

印象はあるが、彼女も汚職の噂が絶えない人物。米国へ

の身柄引き渡しリスクはあるだろう。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ルイサ・オルテガ・ディアス元検事総長” 

 

経 済                        

「一部ガソリンスタンド ディーゼルも料金改定」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.669」にて補助金ガソ

リンの価格が１リットル BsD.０．１に値上げしたとの

記事を紹介した。 

 

この値上げは１０月２４日から有効で既に補助金ガソ

リンは１リットル BsD.０．１で販売されている。 

 

ただし、これと同時に PDVSA の改革委員会は、複数の

民営ガソリンスタンドに対して「全ての燃料を補助金な

しの価格で販売しても良い」との許可を発表しており、

ディーゼル燃料についても１リットル０．５～１ドルで

販売されているという。 

 

なお、記事を読む限り燃料不足が深刻な地域では１リッ

トル２～３ドルで販売しているところも多いようで、１

リットル１ドルなら安いとの声も散見されるようだ。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8410c6338dbfa7f9da59d3b1599cfcc.pdf
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「IAEM ２１年の GDP 成長率△２．７％」                  

 

野党国会の「ベネズエラ金融観測所（OVF）」を中心に

発足した「IAEM」は、２０２１年１月～９月までの GDP

成長率について、前年同期比△２．７％と発表した。 

 

２０２０年１月～９月の GDP 成長率は前年同期比（１

９年１月～９月）で△６５．９％だったとのことで、当

時からすると減少速度は落ち着いたと評価した。 

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、これを回復

傾向にあると評価することも可能だが、現時点では経済

減速は続いているとした。 

 

社 会                        

「コロンビアの麻薬組織のトップ逮捕」           

 

１０月２３日 コロンビアの麻薬組織「クラン・デル・

ゴルフォ」のトップのダリオ・アントニオ・ウスガ氏（通

称オトニエル）が拘束された。 

 

オトニエル氏は、同組織の拠点の１つでパナマ国境に近

いネコクリで拘束されたという。 

 

オトニエル氏は、コロンビアで最も大きな麻薬組織を仕

切っており、１９９３年にパブロ・エスコバルが亡くな

って以降、コロンビアのコカイン取引を仕切っていたと

いう。 

 

拘束後の報道によると、オトニエル氏はベネズエラ経由

の麻薬売買にも関与していたようで、彼の証言によりベ

ネズエラの麻薬取引の実態や誰が取引に関与していた

のかなどの情報が判明する可能性があるという。 

 

 

 

 

２０２１年１０月２６日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 Fundaredes 関係者２名を解放     

 ～CITGO 元役員 刑務所から病院へ搬送～」        

 

１０月２６日 マドゥロ政権はタチラ州を中心に活動

する人権団体「Fundaredes」の活動家２名（Omar de 

Dios García 氏、Rafael Tarazona 氏）を解放した。両名

は２１年７月に SEBIN に拘束された。 

 

この２名に加えて「Fundaredes」の Javier Tarazona 代

表（Rafael Tarazona 氏の兄）も拘束されたが、彼は解

放されていない。 

 

マドゥロ政権のホルヘ・ロドリゲス国会議長は、Javier 

Tarazona 代表の携帯メッセージアプリからコロンビア

政府高官とのやり取りを確認したと発表。その内容を公

表した。 

 

公表した情報は Javier Tarazona 代表とコロンビア大統

領府のファン・エステバン・ゴメス氏のやり取り。 

 

そのやり取りでは、６月２５日に起きたコロンビアのド

ゥケ大統領らを乗せたヘリコプター襲撃事件について、

ドゥケ政権の自作自演と理解できるような内容が書か

れている（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」）。 

 

この問題がある限り、Javier Tarazona 代表は簡単には解

放されないだろう。 

 

また、本件とは別で１０日前に自宅軟禁から再び投獄さ

れた CITGO 元社長のホセ・ペレイラ氏が病院に搬送さ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。報道によると、

ペレイラ氏は軽い心臓疾患の症状が出ているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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「主要野党と穏健野党 候補者の統一を協議か」         

 

ベネズエラ人ジャーナリストのウラディミール・ビジェ

ガス記者は、「野党統一連合（MUD）」と「穏健野党

（Alianza Democratica）」が候補者の統一について協議

していると報じた。 

 

MUD で協議に参加しているのは、 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事。 

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス氏。 

「行動民主党（AD）」のアキレス・モレノ氏。 

 

穏健野党側で協議に参加しているのは 

「Cambiemos」のティモテオ・サンブラーノ議員。 

「発展進歩党（AP）」のルイス・ロメロ議員。 

「変化の希望党（EPC）」のハビエル・ベルトゥッシ議

員。 

 

具体的には 

ララ州知事はヘンリー・ファルコン AP 党首。 

タチラ州知事はライディ・ゴメス現知事。 

アンソアテギ州知事はバレット・シラ現知事。 

スリア州知事はマニュエル・ロサレス UNT 党首。 

に統一するという協議。 

 

アジュップ AD 幹事長は、この噂を否定しているが、政

治家の言葉が真実を言っていることはあまりないので

参考にはならないだろう。 

 

実際にララ州イリバレン市の市長候補について、PJ は

穏健野党が推薦した候補を推薦すると発表したとの記

事が報じられている。 

 

筆者としては、実現すればベネズエラにとって良い方向

に進むと考えている。 

 

経 済                       

「イランからコンデンセート輸入 取引３回目」            

 

ロイター通信は、イラン産のコンデンセート２１０万バ

レルを積んだタンカーがベネズエラに到着すると報道。

１０月２７日に荷揚げを開始すると報じた。 

 

９月 PDVSA と「イラン国営石油公社（NIOC）」はベ

ネズエラ産原油 Merey１６とイランのコンデンセート

の交換取引を開始している。 

 

合意を結んで以降、ベネズエラからイランのタンカー

「Felicity」がベネズエラ原油を積んで出港。 

 

その後、イランのコンデンセートを積んだ「Dino I」が

ベネズエラに到着。その後、ベネズエラ産原油を乗せて

出港した。今回は３回目の取引になるという。 

 

なお、この取引は米国の経済制裁に違反しており、米国

政府は警戒を強めている。 

 

ただし、イランは既に米国から十分な経済制裁を受けて

おり、両国の取引をこれ以上制限するためにはタンカー

を拿捕するなど強硬な措置が必要になるだろう。 

 

「中銀 為替安定のため５０００万ドル供給」         

 

１０月１日に６ケタの通貨切り下げが行われた。 

 

１０月１日の為替レートは、「両替テーブル」（公式な為

替レート）は１ドル BsD.４．２。 

「並行レート」（闇レート）は１ドル約 BsD.５．１だっ

た。 
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通貨切り下げで一時的に並行レートが大きくボリバル

安に動いたが、中央銀行が両替用の外貨５０００万ドル

を銀行に供給。 

 

ドル供給が増えたことで為替レートは落ち着きを取り

戻し、現在は両替テーブル、並行レートともに１ドル

BsD.４．３５前後で推移している。 

 

現地経済コンサル会社「Aristimuño Herrera & Asociados」

が関係者から得た情報によると、中央銀行は今後ボリバ

ル安が進行することを想定し、更に５０００万ドルと５

００万ユーロを両替市場に投入するという。 

 

通常１１月～１２月、特に選挙時期は為替レートが不安

定になりやすい。加えて、１１月に最低賃金の改定が予

想される。最低賃金が上昇すると、ボリバルの流通量が

増加するため為替レートが大きくボリバル安に動くこ

とが多い。 

 

ボリバルの価値下落を抑えるため、外貨を投入するとい

う。 

 

最近の金融当局は資金が制限されている中では妥当な

金融政策を取っているように見える。そのせいか、イン

フレ率は２０２０年からやや減速傾向にある。 

 

社 会                       

「個人送金アプリ Zelle ITIN 登録必要に」            

 

ベネズエラでは「Zelle（ゼル）」という個人間送金サー

ビスを利用して決済をする人が多い。 

 

「Zelle」は単独のモバイルアプリではなく、銀行が運営

する口座と連動しており、相手に口座情報を知らせなく

ても送金を行う、あるいは送金を受け取ることが出来る。 

 

 

しかし、「Zelle」の利用に新たな要件が設定された。 

１１月から米国金融当局の規則により「Zelle」を利用す

る人は「個人用納税者番号（ITIN）」を登録する必要が

あるという。 

 

この要件を満たさない場合は口座を閉鎖されるリスク

があるという。 

 

金 融 サ ー ビ ス 会 社 「 FBM Solutions 」 の Josefina 

Maldonado 氏によると、ラテンアメリカ地域で「Zelle」

を使用しているのは、ほとんどベネズエラ人とのこと。 

この要件は国籍や使用する国に関係なく必要だと警鐘

を鳴らしている。 

 

「労働も学業もしない若者が増加」            

 

１０月２６日 「アンドレス・ベジョ・カトリック大学」

および「経済社会調査研究所（IIES）」らが共同でベネズ

エラの若者らを対象にアンケートを実施した。 

 

対象は１５～２９歳の男女。調査の結果 

「労働に従事」しているとの回答は全体の３４％ 

「学業に従事」しているとの回答は同２５％ 

「労働も学業もしてない」との回答は同３７％ 

「労働も学業もしている」との回答は同４％だった。 

 

なお、２０１３年に同じ調査を行った時は 

「労働に従事」しているとの回答は全体の３５％ 

「学業に従事」しているとの回答は同３１％ 

「労働も学業もしてない」との回答は同２３％ 

「労働も学業もしている」との回答は同１１％ 

だったという。 

 

大きく変わったのは「労働も学業もしてない」のグルー

プが２３％から３７％と大きく増加したことだという。 
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同アンケート調査はボリュームが多いので「ウィークリ

ーレポート」で詳細について紹介したい。 

 

「ミスコン優勝者数 カラカス出身が世界最多」           

 

ベネズエラは「美女が多い国」として知られている。 

 

ベネズエラには多くのモデル養成校があり、国内でも

様々なミスコンクールがあった。また、２０１０年初頭

の経済が好調だった頃、ベネズエラのコスメ市場、美容

整形市場の大きさは南米で突出していた。 

 

また、美容院に週１回通う人や、ネイルサロンに足しげ

く通う女性も多く、美に関心が高い国だったことは間違

いないだろう。 

 

ただし、現在は経済低迷により当時の生活スタイルを維

持している人はごくわずかになっている。 

 

英国メディア「Money」は、「Miss Mundo」「Miss 

Universo」「Mr Gay World」など過去開催された有名な

ミスコン５００回超の結果から、最も優勝者の多かった

国を報じた。 

 

同調査によると最も優勝回数が多かったのは米国で６

１回。次いでベネズエラが３５回で２番目に多かったと

いう。 

 

なお、優勝者の出生都市でミスコンの優勝者数を並べる

と最も優勝者が多かったのはベネズエラの首都カラカ

スで１０名。５番目にはスリア州の州都マラカイボ（５

名）がランクインしている。 

 

 

 

 

 

グラフ：国別のミスコン優勝者数 

 

グラフ：都市別のミスコン優勝者数 

 

 

以上 


