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（写真）大統領府 “ベネズエラ人フリオ・マジョラ氏重量挙げで銀メダル獲得” 

 

 

２０２１年７月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 Bloomberg インタビュー記事 

～団結して、８月の与野党交渉に参加する～」 

「COVAX Sinovac、SinoPharma の発送を決定」 

「ペルー大統領就任式 マドゥロ大統領出席せず」 

経 済                     

「西 Repsol 米国の方針は同社に影響与える」 

「Favenpa ２１年の組み立て台数は１台」 

社 会                     

「東京オリンピック ベネズエラ初のメダル獲得 

～地元沸くも政治的な発言で賛否両論～」 

２０２１年７月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「Fuerza Vecinal 統一候補を決めるよう要求 

～野党支持者の票分散を防ぐ～」 

経 済                    

「PDVSA  Petrocedeño のコントロール獲得 

～仏 Total、ノルウェーEquinor が株式売却～」 

「外貨建て・デジタル通貨建て融資を支持」 

「ボリバル州 GOLD での取引が一般的に」 

社 会                    

「東京オリンピック開催についてベネ記事」 

「マルドナード大臣 日本でオンライン講演実施」 
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２０２１年７月２８日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 Bloomberg インタビュー記事      

 ～団結して、８月の与野党交渉に参加する～」       

 

７月２８日 グアイド議長は「Bloomberg」の取材に応

じた。 

 

グアイド議長は「Bloomberg」に対して、「今後数週間・

数カ月のうちにベネズエラ問題の解決に向けて大きく

動く。」と言及。「大統領選を含めた選挙スケジュールで

合意することが出来るだろう」と意欲を示した。 

 

記者から「ロドリゲス議長が暴力的な政権交代を企てる

グループと交渉はできない」と述べていた点について聞

かれると、グアイド議長は「我々は交渉を行う準備が整

っている」と発言。 

８月にメキシコで行われる与野党交渉に参加する意思

があることを示した。 

 

「マドゥロ政権は常に悪意を抱きながら交渉に参加し

ており、交渉を悪用している」と指摘。 

「Cota９０５や La Vega で起きている問題を野党の責

任にすることで、交渉を阻害している」と非難した。 

 

他、キューバで起きている抗議行動について意見を聞か

れると、グアイド議長は抗議行動を抑圧するディアス・

カネル政権を非難。 

 

グアイド議長は、 

「キューバの「サンイシドロ連合」や「キューバ祖国統

一（Unpacu）」（反対派グループと思われる）や外国の

亡命キューバ人団体と連絡を取っており、連携を図って

いる。言葉だけで独裁政権を倒壊させることはできない。 

行動する必要がある。」 

と抗議行動を支持する意向を示した。 

また、「野党が分断しているのではないか？」との質問

を受けると 

「我々は直近の１０年間、これまでで最も完璧な団結を

維持してきた。しかし、少しの意見の相違を大きく見せ

ようとしている。我々の９５％は団結をしている。 

 

例えば、統一プラットフォームでは多くの政治団体・社

会団体・教育団体が加わり、ベネズエラの問題解決に対

して統一的な意思を表明している。 

 

意見が異なる人がいないとは言わない。当然意見が異な

る者はいるが、彼らも同様に独裁政権からの脱却を求め

ており、“団結していない”わけではない。」 

と主張した。 

 

他、マドゥロ政権が制裁解除を求めている点について聞

かれると、 

「マドゥロ政権の善意を信じることはできない。彼らは

常に政権の存続を脅かさないような条件を提示してき

た。一部の政治犯の解放や、操り人形の CNE 役員の一

部を交代するなどだ。 

 

我々の目標は自由で公平な選挙を実現することで、制裁

を維持することが目的なわけではない。」 

と回答。 

 

野党が満足できる条件を得られるのであれば、制裁の緩

和あるいは解除をする意思があると理解できるような

回答をした。 

 

「COVAX Sinovac、SinoPharma の発送を決定」         

 

７月２８日 「米州保険機構（OPS）」の COVAX ファ

シリティは、ベネズエラに対して中国製ワクチン

「Sinovac」「Sinopharma」を送ると発表した。 
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７月８日 COVAX は、ベネズエラからワクチンを調達

するために必要な資金１．１億ドルの支払いを受領した

ことを確認。どのブランドのワクチンをベネズエラに送

るかを決める協議に入っていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.623」）。 

 

マドゥロ政権は「J＆J」のワクチン調達を検討している

との報道が流れていたが、支払い完了から２０日が経過

し、「Sinovac」と「Sinopharma」を送ることで合意した

ようだ。 

 

COVAX の発表によると、「Sinovac」と「Sinopharma」

は７月～９月にかけてベネズエラに送られる予定だと

いう。 

 

「ペルー大統領就任式 マドゥロ大統領出席せず」                  

 

７月２８日 ペルーでペドロ・カスティージョ新大統領

の就任式が行われた。 

 

フジモリ候補との接戦で前大統領の任期直前まで新大

統領が決定しない異例の事態となったが、当日は大きな

滞りなく大統領就任式が行われたようだ。 

 

なお、カスティージョ新大統領の任期は２０２６年７月

までだが、ここ数年ペルーでは大統領が何度も任期満了

前に交代しており、カスティージョ氏も任期満了前に交

代する可能性はあるだろう。 

 

カスティージョ新大統領は左派系とされており、就任式

にはマドゥロ大統領が出席する可能性も指摘されてい

たが、国際世論を配慮してかカスティージョ大統領の就

任式にはマドゥロ大統領は出席せず、代わりにアレアサ

外相が出席した。 

 

 

 

就任式にマドゥロ政権の外相が参列していることは、ペ

ルーとしてマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識し

ていることを暗に示している。 

 

トランプ政権時代に、マドゥロ大統領と強く対峙する趣

旨で南米に「リマグループ」という反マドゥロ政権同盟

が結成されたが、宗主国のリマ（ペルー）は反マドゥロ

政権ではなくなったということだろう。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

経 済                        

「西 Repsol 米国の方針は同社に影響与える」           

 

Repsol は２１年６月末時点の財務諸表を公表。 

 

同社がベネズエラに保有しているリスク資産を３億６，

３００万ユーロとした。２１年１２月末の３億２，００

０万ユーロから１３．４％（４，３００万ユーロ）増え

たことになる。 

 

Repsol は、ベネズエラについて引き続きインフレ、経済

低迷、社会不安が続いていると指摘。また、ボリバル通

貨が大きく減価していることについて、特に Repsol の

財務には影響を与えていないと補足した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b3bce22f583c20cf48b7bcf31f4f0c08.pdf
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Repsol は「ベネズエラ事業について、米国の経済制裁を

含めて国際制裁規則を尊重し、引き続き必要な措置を講

じる」とし、「米国政府が現状の政策を維持する、ある

いは変更した場合、我が社のベネズエラでの活動に影響

を与える」との見解を示した。 

 

「Favenpa ２１年の組み立て台数は１台」         

 

「自動車部品生産者組合（Favenpa）」のオマール・バウ

ティスタ代表は、「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

外国からの自動車部品の輸入関税が免除されている現

状を非難。国内製造業に悪影響を与えていると指摘した。 

 

バウティスタ代表は、現在ベネズエラ国内で動いている

自動車の台数について、約２００万台と予想。昨年は４

００万台の車が動いていたが、ガソリン不足により多く

の人が自動車を維持することを諦めたと言及している。 

 

また、自動車の部品需要は一定程度維持しているが、新

車の購入需要は大きく減退しており、ベネズエラ国内で

の自動車組み立て台数も大きく減っていると指摘。 

 

２０２０年のベネズエラ国内での自動車組み立て台数

は年間で１０７台だったが、２１年は１台しか組み立て

てないとした。 

 

ちなみに、６２年間の自動車組み立て台数の平均は約１

０万台としており、ここ数年の状況が著しく悪いと訴え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「東京オリンピック ベネズエラ初のメダル獲得     

    ～地元沸くも政治的な発言で賛否両論～」           

 

７月２８日 ベネズエラ人が東京オリンピックで初め

てメダルを獲得した。 

 

メダルを獲得した種目は「重量挙げ」。 

 

ベネズエラからは、７３キロ級男子にフリオ・マジョラ

氏が出場した。彼は３６４キロのバーベルを持ち上げ２

位入賞。銀メダルを獲得した。 

 

マジョラ氏はバルガス州カティア・ラ・マル出身。 

地元では、屋外に巨大テレビが設置され、マジョラ氏の

試合を住民らが観戦した。 

 

なお、ベネズエラ人で銀メダルを獲得したのは歴史的に

５人目。ボクシング（７６年、８０年、１６年）が３回。 

陸上の３弾飛びで１６年にユリマル・ロハス選手が銀メ

ダルを獲得している。 

 

なお、ユリマル・ロハス選手は２１年の３弾飛びにも出

場する（７月３０日に試合）。今回は金メダルを獲得で

きるのではないかと期待されている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “フリオ・マジョラ氏” 
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多くのベネズエラ国民がマジョラ氏の銀メダルを祝福

したが、ちょっとした問題が起きた。 

 

銀メダル獲得後、マジョラ氏はマドゥロ大統領と電話会

談を行った（この映像をマルドナード・スポーツ相が自

身のツイッターで公開）。 

 

丁度、７月２８日は故チャベス元大統領の誕生日だった

こともあり、マジョラ氏は「この勝利をチャベス大統領

に捧げる」と発言をしてしまい、「スポーツに政治を持

ち込むな」と反チャベス支持者が激怒。ネットが荒れて

いる。 

 

２０２１年７月２９日（木曜）              

政 治                       

「Fuerza Vecinal 統一候補を決めるよう要求      

       ～野党支持者の票分散を防ぐ～」        

 

現チャカオ市長のグスタボ・ドゥケ市長や、エルアティ

ージョ市長のエリアス・サジェ市長、バルータ市のダー

ウィン・ゴンサレス市長らが「Fuerza Vecinal（近隣の

力）」という政党を結成している。 

 

「Fuerza Vecinal」は、マドゥロ政権下でも選挙参加に

積極的な政治グループではあるものの、政治家というよ

り実務家の集まりと認識されており、ネガティブなイメ

ージの少ない政治グループである。 

 

この「Fuerza Vecinal」からミランダ州知事選への出馬

を宣言しているダビッド・ウスカテギ氏は、８月２２日

に野党内でミランダ州の統一候補を決めるよう提案し

た。 

 

現在、グアイド政権は１１月の州知事選の参加可否を決

定していないが、参加の方向で交渉がもたれる予定だ。 

 

 

そして「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリス元ス

クレ市長がミランダ州知事選への出馬を希望している。 

 

ウスカテギ候補としては、野党支持者の票が分散しない

よう統一候補を決めたいという提案だ。ミランダ州知事

選で野党が当選するためには必要な検討だろう。 

 

経 済                       

「PDVSA  Petrocedeño のコントロール獲得      

 ～仏 Total、ノルウェーEquinor が株式売却～」            

 

「CVP（PDVSA の合弁会社を組む時に使用する会社）」

は、オリノコ川流域の原油を採掘する「Petrocedeño」

（アンソアテギ州）の株式を１００％保有することにし

たと発表した。 

 

つまり、合弁相手であるフランス系エネルギー会社

「Total Energies」とノルウェー系エネルギー会社

「Equinor」から株式を購入したことになる。 

 

CVP は「Petrocedeño」の株式を１００％保有した理由

について「戦略的な理由から」と説明しているが、「Total 

Energies」と「Equinor」が制裁により事業継続が事実上

不可能になっていることが理由と思われる。 

 

実際のところ、「Total」は米国が制裁を科した後もしば

らくは活動を継続していたというが、途中で活動が止ま

っている。また、ガソリン精製のために「Total」と

「Equinor」の承諾のないままアップグレーダーを使用

したことで関係に問題が起きていたという。 

 

詳細については説明されていないが、「Total Energies」

と「Equinor」は共同で「Petrocedeño」の株式３０．３

２％を保有していたとされているため、これらの株式を

売却したと考えられる。 
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「外貨建て・デジタル通貨建て融資を支持」         

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラ国内の生産を増加させる

ために外貨（ユーロ・人民元）建て、デジタル通貨建て、

ペトロ建ての融資を許可する必要があると言及。 

 

ロドリゲス副大統領に対して、国内の金融機関と調整し、

ボリバル通貨以外の融資について規則を緩和する方向

で検討するよう要請した。 

 

ペトロ建ての融資が機能するとは思えないが、外貨建

て・デジタル通貨建ての融資は、制度によっては国内製

造業を再活性させるため仕組みになり得るだろう。 

 

ただし、現時点では具体的な仕組みは決まっていない。 

 

「ボリバル州 GOLD での取引が一般的に」           

 

７月２９日 元野党議員のカルロス・バレロ氏が自身の

ツイッターで、ボリバル州で普及している GOLD 建て

の決済について投稿した。 

 

ボリバル州はベネズエラの中でも GOLD が多く埋蔵し

ている地域なので、このようなことが可能なのだろう。 

 

右上写真の「PTS」というのは GOLD の単位で、商品

の価格が GOLD の重量で表記されている。 

 

実際に右下写真のように GOLD を図りに乗せて重量を

確認し、決済をするようになっている。 

 

もちろんドルで決済することも可能で、商品の決済時に

お店の人が「GOLD で払うか、ドルで払うか」を聞く

ようになっているという。 
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社 会                       

「東京オリンピック開催についてベネ記事」            

 

日本では、Covid-１９の感染拡大が懸念される中でのオ

リンピック開催に疑問を呈する記事・著名人の意見が多

く流れている。 

 

ベネズエラでも東京オリンピック開催に対する日本人

の懸念を報じる記事はいくつか流れている。 

 

その中の１つを紹介したい。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、「Covid-１９感

染が拡大する中での東京オリンピックの開催に疑問を

呈する日本人が多い。」と指摘。しかし、オリンピック

開催の検討は閉鎖された空間で決められ、オリンピック

開催のために多くの資金が投じられたと報じた。 

 

「Bancaynegocios」によると、２０１３年に東京オリン

ピックの開催が決定した際に想定した予算は７３億ド

ルだったという。しかし、開催が１年遅れたこともあり、

予算は異常に増加。 

 

Nikkei や Asahi の予想では最終的な支出は２８０億ド

ルで、過去開催された全てのオリンピックの中で最大の

支出額になるとしている。 

 

「マルドナード大臣 日本でオンライン講演実施」           

 

東京オリンピックの開催に合わせて、ベネズエラからエ

ルビン・マルドナード・スポーツ相（マドゥロ政権側）

が来日している。 

 

７月２８日 マルドナード・スポーツ相は日本でオンラ

イン講演会を実施。ベネズエラの現状について説明した。 

 

 

講演参加者がどこまでベネズエラについて深い知識を

持っているのかが分からないこともあり、マルドナー

ド・スポーツ相の講演は「７＋７」の説明、米国の制裁

がベネズエラ経済に悪影響を与えているなど特に目新

しい話はなかったように思えた。 

 

ただ、質疑応答で「経済制裁が今回の東京オリンピック

参加の際に何らかの悪影響を与えたか？」との質問を受

けて、具体的な回答をしていたので紹介したい。 

 

マルドナード・スポーツ相は 

アレハンドラ・ベニテス元スポーツ相（１３年４月～１

４年１月）の名前を上げた。 

 

彼女は、フェンシングの選手で２００４年、０８年、１

２年、１６年と４回オリンピックに出場している。 

 

彼女は東京オリンピックの参加を目指していたが、カナ

ダが入国を拒否したためオリンピックに出場するため

に参加しなければいけなかった大会に出ることが出来

ず、オリンピック出場を諦めなければいけなかったと説

明した。 

 

他、選手の旅費・外国での訓練でかかる費用についてベ

ネズエラから直接送金することが出来ないので、協力し

てくれる第三者に頼んでお金を渡すなど手間と時間が

かかったという。 

 

また、スポーツの練習には道具が必要になるが、これら

の練習道具を売ってくれない会社もあり、第三者に購入

を仲介してもらう必要に迫られたという。 

 

以上 


