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（写真）大統領府 “ベネズエラでデルタ株ウイルス感染者を確認、７＋７は制限を緩和して維持する予定” 

 

 

２０２１年７月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「急進野党 欧州の選挙調査団と面談 

～詐欺選挙に加担してはいけないとの主張維持～」 

「米国 コロンビアのベネ移民にワクチン寄付」 

経 済                     

「CITGO 役員 CITGO は債権者に奪われない 

～制裁は CITGO に悪影響を与えている？～」 

「BigMac 指数 ベネズエラ世界で圧倒的」 

「Mision Vivienda 受注会社の支払いペトロ建？」 

社 会                     

「CICPC チャカオ市内でマフィアと衝突」 

21 年 7 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「７＋７ 規制を緩和するが、制度は維持 

～デルタ株ウイルスをベネズエラで確認～」 

「南米の Covid-１９対応評価 ベネ最下位」 

「シモン・ボリバル生誕記念式を実施」 

「ホルヘ・ロドリゲス父暗殺から４５年」 

経 済                    

「農業投資会社 Finagro 業績が好調」 

社 会                    

「東京オリンピック ベネズエラ選手の状況」 

「チャカオ市道路外壁 改修工事が完了」 
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２０２１年７月２３日（金曜）             

政 治                       

「急進野党 欧州の選挙調査団と面談         

 ～詐欺選挙に加担してはいけないとの主張維持～」       

 

１１月にベネズエラで予定されている全国州知事選・市

長選に欧州が選挙監視団を派遣するかを検討するため

の調査団がベネズエラを訪問している。 

 

７月２３日 欧州調査団は急進野党の代表格である「ベ

ネズエラ主導党（Vente Venezuela）」のマリア・コリナ・

マチャド党首と協議を実施。 

 

その後、マチャド党首は記者会見を実施し、急進野党の

スタンスを改めて説明した。 

 

マチャド党首は、１１月に予定されている選挙について

「詐欺選挙」と指摘。同選挙に参加しようとする野党を

改めて非難した。 

 

「複数の人にとって選挙は良いものになるかもしれな

い。なぜなら、経済的にあるいは政治的に一定の利益を

得られるからだ。 

 

しかし、彼らは勝つことはない。選挙に参加する者は屈

したことになる。なぜなら大多数の国民は選挙に参加し

ないからだ。彼らは選挙に参加することで偽りの安定を

作ることになる。 

 

もし次の選挙で数人の反対派の市長が当選すれば、ベネ

ズエラのガソリン不足、水不足、治安問題が解決すると

考えているのか？そんなわけない。 

 

選挙に参加することはマドゥロ政権を安定させること

だ。我々は強権政治が不安定化するために最善を尽く

す。」と主張した。 

また、選挙参加を促す外国の意見について、欧州連合の

ボレル外交政策委員長を 

「ボレルは欧州連合を利用し、マドゥロとその政権を正

当化しようと試みている。欧州議会と欧州の各国外相、

欧州の市民がこの動きを止めてくれることを期待して

いる。」 

との見解を示した。 

 

同様に米国政府について 

「米国が地域の安全を守る責任者として独裁政権と明

確に対峙することを願っている」 

とコメントした。 

 

「米国 コロンビアのベネ移民にワクチン寄付」         

 

在コロンビア・米国大使館は、ドゥケ政権に対して３５

０万のワクチンを寄付すると発表。これらのワクチンの

一部はコロンビアに住むベネズエラ移民に使用される

とした。 

 

「米国はコロンビアを感染症の対応で引き続き支援し

ている。この度、Covid-１９ワクチン「Moderna」をコ

ロンビアの生活弱者とベネズエラ移民に寄付すること

を決定した。」 

と投稿している。 

 

米国大使館の発表によると、このワクチンは７月２５日

に到着する予定。金額にして５，２５０万ドル相当の寄

付だという。 

 

（写真）在コロンビア米国大使館ツイッター 
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経 済                        

「CITGO 役員 CITGO は債権者に奪われない      

 ～制裁は CITGO に悪影響を与えている？～」           

 

グアイド政権が任命した PDVSA 社長オラシオ・メディ

ナ氏は、EFE 通信の取材に対応。グアイド政権下での

PDVSA の対応について語った。 

 

メディナ氏は、グアイド政権が CITGO のコントロール

を奪取した１９年２月から現在までを振り返り、 

「グアイド政権は“ベネズエラの宝石（CITGO のこと）”

を救出した。その後も休むことなく戦いを続けている。」

と評価。 

 

特に多くの債権者が債権回収の手段として CITGO の

差し押さえを狙っている点について言及。 

 

「我々は全ての訴訟に対して CITGO を守るため適切

に対応しており、その取り組みを今後も継続する」とし

た。 

 

また、米国政府は OFAC を通じて制裁ライセンスを発

行。「CITGO を債権者から保護することに協力してく

れている」と説明した。 

 

他方、米国の経済制裁が CITGO の運営に悪影響を与え

ている点についても言及。 

 

CITGOが保有する製油所はベネズエラ産原油を精製す

る前提で設計されており、ベネズエラ産原油を精製する

時に最も効率よく稼働できるが、ベネズエラ産原油の輸

入が禁止されていることで、CITGO の競争力が失われ

ているとした。 

 

 

 

 

実際のところ、グアイド政権がコントロールして以降、

CITGO の業績は決して順調ではない。 

 

２０２０年は６億６，７００万ドルの損失を計上。２０

２１年第１四半期の時点で１億８，０００万ドルの損失

を計上している。 

 

「BigMac 指数 ベネズエラ世界で圧倒的」                  

 

「BigMac 指数」というデータをご存じだろうか？ 

 

「BigMac 指数」とは、世界各国のマクドナルドで販売

されているビッグマック１個当たりの価格。 

 

英国の経済専門誌「エコノミスト」が毎年発表しており、

各国の経済力を図るための１つの指標として知られて

いる。 

 

「エコノミスト」は、この BigMac 指数を更新。 

「エコノミスト」は、ベネズエラのインフレが異常に高

く、適切な統計が採れないことを理由に、２０１８年以

降 BigMac 指数からベネズエラを抜いていたが、今回再

びベネズエラを戻したという。 

 

同データによると、ベネズエラで BigMac１個を買うた

めの費用は８．３５ドルと他国と比べて最も高いとの結

果が出た。 

 

なお、米国の BigMac 価格は５．６５ドル。 

ベネズエラに次いで、２番目に高いスイスでは７．０４

ドル、ノルウェーでは６．３ドル。 

 

日本はサイズが違うと思われるが、１個当たり３．５５

ドルとなっている。 
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（写真）エコノミストより一部抜粋 “BigMac 指数” 

 

「Mision Vivienda 請負会社の支払いペトロ建？」         

 

モイーズ・ビジャロエル住宅相は、貧困層のために住宅

を無料で提供する社会プロジェクト「ミシオン・ビビエ

ンダ」を通じて、これまで３６０万件の住居を提供した

と発表。制裁下でも住宅建設を続けているとした。 

 

ビジャロエル住宅相によると、マドゥロ政権は住宅建設

の請負会社に対して、２年前からペトロ建てで支払って

いるという。 

 

「ペトロ」は、２０１７年にマドゥロ政権が始めたデジ

タル通貨。ペトロの価格はベネズエラ産原油とリンクし

ているとの説明だったが、実際のところペトロの価格は

ベネズエラ産原油と固定されておらず、信用力に著しい

問題がある。現在はほとんどの店舗でペトロ建ての決済

は受け入れていない。 

 

ベネズエラの建設業は著しく衰退しているとの話はあ

るが、請負業者はペトロ建てでどのように活動を続ける

ことが出来るのか不明だ。 

 

社 会                        

「CICPC チャカオ市内でマフィアと衝突」           

 

マドゥロ政権の治安当局とカラカスマフィアとの抗争

は、Cota９０５が中心となっており、日本企業が多く集

まるチャカオ市は比較的安全な場所と考えられている。 

 

しかし、７月２３日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」と

カラカスマフィアがチャカオ市 Alice 通りで衝突した。 

また、ミランダ州スクレ市 Filas de Mariche 地区でも衝

突が起きている。 

 

CICPC のドグラス・リコ局長の発表によると、この衝

突でマフィアの構成員とされる２名が殺害されたとい

う。 

 

 

（写真）ドグラス・リコ CICPC 局長インスタグラム 
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２０２１年７月２４日～２５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「７＋７ 規制を緩和するが、制度は維持       

  ～デルタ株ウイルスをベネズエラで確認～」        

 

先週、マドゥロ大統領は Covid-１９感染拡大防止策「７

＋７」を７月１８日から解除する可能性があると述べて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.626」）。 

 

経済界を中心に「７＋７」の解除を歓迎する声が多かっ

たが、結局「７＋７」の解除はいったん見送ると発表。 

７月１８日からの解除はなかった（ただし、７月１８日

の週は隔離緩和週）。 

 

７月２５日 マドゥロ大統領は今後の方針について改

めて発表。ベネズエラでデルタ株の Covid-１９感染者

が確認されたことを理由に、もう少し「７＋７」の解除

を見送ると発表した。 

 

ただし、現在行っている「７＋７」については、これま

でよりも制限を緩和すると言及。 

 

具体的には、州をまたぐ移動を制限していたが、これを

解除すると発表。 

 

全国に２５の検問所があるようだが、マドゥロ大統領は

この検問所を通過するために賄賂を要求している事例

が確認されたと言及。生産者のビジネスを阻害している

と訴えた。 

 

他にも衛生対策を徹底することを条件に商業・交通分野

で制限を緩和するという。 

 

 

 

 

 

「南米の Covid-１９対応評価 ベネ最下位」           

 

フランス・パリを拠点とするコンサルティング会社

「Ipsos」は、ラテンアメリカ各国のオピニオンリーダー

３８０名に対して、各国政府の Covid-１９対応を評価

するアンケートを実施した。 

 

その結果「大統領の Covid-１９対応を評価しない」との

回答が最も多かったのはベネズエラで９０％の回答者

が「評価しない」と回答したという。 

 

２番目に評価が低かったのは、ブラジルのボルソナロ政

権で８５％、３番目に低かったのはキューバのディア

ス・カネル政権で６８％だった。 

 

大統領に限定せず「国としての Covid-１９対応」に関す

るアンケートでは、最も評価が低かったのはブラジルで

「評価しない」との回答は全体の９５％。２番目に低か

ったのはベネズエラで７５％。３番目はペルーで６５％

だった。 

 

なお、オピニオンリーダーの回答とは別でベネズエラの

世論調査会社「Datanalisis」は、一般市民に対してマド

ゥロ政権の Covid-１９対応について質問をしている

（「ウィークリーレポート No.206」）。 

 

アンケートでは、 

「ネガティブ」が３８．３％、 

「ポジティブ」が２９．９％、 

「普通」が２９．６％ 

とそこまで悪い結果は出ていない。 

 

筆者がみる限り、マドゥロ政権の Covid-１９対応は良

いとは言わないが、他国の支援が得られない中、比較的

善処している印象を受けている。調査対象のオピニオン

リーダーは、政治的な思想に偏りがあるのだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/139e4bdd191a6c3258b88cb7f57662b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ac5bfa4e82f676d7f34f97e299cfe3ef.pdf
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「シモン・ボリバル生誕記念式を実施」         

 

７月２４日は「シモン・ボリバル生誕記念日」で国民の

祝日だった（土曜日だったので、元々休みだった会社は

多かっただろうが）。 

 

シモン・ボリバルは、ベネズエラ人で南米の解放者と言

われる人物。 

 

同日、マドゥロ政権は、「Panteon Nacional（シモン・ボ

リバルの霊廟）」で、シモン・ボリバル生誕２３８年の

記念式典を行った。 

 

 
（写真）VTV８ 

 

また、翌７月２５日はベネズエラの首都が「カラカス」

（正式名称はサンティアゴ・レオン・デ・カラカス）と

命名されてから４５４周年記念日だという。 

 

 

 

「ホルヘ・ロドリゲス父暗殺から４５年」         

 

７月２５日は、もう１つ特別な意味を持つ日でもある。 

 

マドゥロ政権の最重鎮の兄妹、ホルヘ・ロドリゲス国会

議長とデルシー・ロドリゲス副大統領の父で、左派政党

「Liga Socialista」の総書記であるホルヘ・ロドリゲス氏

が亡くなった日でもある。 

 

ロドリゲス兄弟は、ホルヘ・ロドリゲス総書記が亡くな

ってから４５年を記念する式典を実施した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス総書記が亡くなったのは１９７６年

７月２５日。カルロス・アンドレス・ペレス政権時代に

同政府の警察に拘束され拷問死している。 

 

２０１８年１０月に SEBIN が拷問死させた「第一正義

党（PJ）」のフェルナンド・アルバン市議と同じだろう

（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」「No.594」）。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス総書記を殺害したカルロス・

アンドレス・ペレス政権は２期目（１９８９年～１９９

３年）の際に、故チャベス元大統領が主導したクーデタ

ーを受けている。 

 

 

（写真）VTV８ 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年７月２３日～７月２５日報道            No.６３０   ２０２１年７月２６日（月曜） 

7 / 7 

 

経 済                       

「農業投資会社 Finagro 業績が好調」            

 

経済的に厳しい状況にあるベネズエラだが、好調な会社

も存在する。 

 

その中の１つとして「Finagro」という会社が挙げられ

る。「Finagro」は、農業に特化した投資会社。なお、「ベ

ネズエラ証券監督局（Sunaval）」に認可を受けている。 

 

「Finagro」が最初に投資を行ったのはパパイヤを生産

する「AgroFinPapaya」。グアリコ州 Parapara の４ヘク

タールの土地でパパイヤ栽培を始めたという。 

 

この事業への投資は１ドルから可能。利益率は年率２

５％という異常な数字となっている。 

 

異常な利益率ではあるが、過去ベネズエラの外貨建債券

は年利２０～３０％だった時もある。筆者は農業のこと

はよく分からないが、ベネズエラの事業リスクを考えれ

ば、あり得る数字なのかもしれない。 

 

 

（写真）Inversora FINAGRO 

 

 

社 会                       

「東京オリンピック ベネズエラ選手の状況」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.629」で東京オリンピ

ックのベネズエラからの出場競技について５種目を紹

介した。しかし、前回紹介したのは７月２４日、２５日

に行われる競技だけで、実際は別の競技にもベネズエラ

選手は出場するようだ。 

 

現時点でフェンシングの出場選手は敗退。 

水泳４００メートルに出場した男子 Alfonso Mestre 選

手は、予選を突破し、決勝に進出する。 

ボクシングは３人が出場したが、１名 Yoel Finol 選手

（５２キロ級）だけ１回戦を勝利し駒を進めている。 

バレーボールは日本と対決し、日本が勝利した。 

 

「チャカオ市道路外壁 改修工事が完了」         

 

７月２５日 チャカオ市リベルタドール通りの外壁工

事が完了した。以下が改修後の写真。ベネズエラを訪問

した人はこの通りに見覚えがある人も多いのではない

だろうか。 

 

この道路の外壁はモナガス州の芸術家 Juvenal Ravelo氏

の作品。２．５キロにかけて８つの色と幾何学模様で構

成されている。 

 

（写真）内務司法省 “チャカオ市リベルタドール通り” 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/70e006f277180fc99bbc0933fdc622f1.pdf

