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（写真）Ultimas Noticias “８月１０日 東京オリンピック ベネズエラ選手団 ベネズエラに帰国” 

 

 

２０２１年８月９日（月曜） 

 

政 治                     

「与党州知事選・市長選の予備選挙 結果発表 

～カベジョ派閥 マドゥロ派閥に劣勢か～」 

「CNE 出馬候補者の受付を開始」 

「野党 ２０２４年の大統領選で大筋合意？」 

経 済                     

「投資家 ベネズエラは CITGO コントロール失う」 

「野党国会 ２１年７月のインフレ率は１９％」 

「西裁判所 Plus Ultra の公的資金援助を許可」 

社 会                     

「米国 サアブ氏の資産１０～１５億ドルと試算」 

２０２１年８月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「東京オリンピック ベネズエラ選手団が帰国 

～マドゥロ大統領 代表団を受け入れ～」 

「ベネズエラのこれまでのメダル獲得数」 

「離反野党 交渉に参加できないことに怒り 

～スペインは与野党交渉に同伴せず～」 

「MUD ３つの手段で統一候補を決めるべき」 

経 済                    

「マドゥロ政権 スペイン往復便をキャンセル」 

社 会                    

「亡命ベネズエラ選手 ウルグアイが受け入れ」 
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２０２１年８月９日（月曜）             

政 治                       

「与党州知事選・市長選の予備選挙 結果発表     

   ～カベジョ派閥 マドゥロ派閥に劣勢か～」       

 

８月８日 １１月に予定されている全国州知事選・市長

選（州議会・市議会選）の与党候補者を決めるための予

備選挙が実施された（「ベネズエラ・トゥデイ No.636」）。 

 

同選挙の翌日８月９日 ディオスダード・カベジョ副党

首は選挙結果を発表した。 

 

本件の詳細については、「ウィークリーレポート No.212」

を参照されたい。 

 

簡単に説明すると、既に州知事選の与党候補者が確定し

たのは全国２３州中１５州。 

 

・アマゾナス州 

・アンソアテギ州 

・バリナス州 

・カラボボ州 

・デルタアマクロ州 

・ファルコン州 

・グアリコ州 

・ララ州 

・メリダ州 

・ミランダ州 

・ポルトゥゲサ州 

・タチラ州 

・ラグアイラ州 

・ヤラクイ州 

・スリア州 

 

 

 

逆に決定していない州は以下の８州。 

・アプレ州 

・アラグア州 

・ボリバル州 

・コヘーデス州 

・モナガス州 

・ヌエバエスパルタ州 

・スクレ州 

・トゥルヒージョ州 

 

カベジョ副党首は、州知事選について、「選挙の得票率

が４０％を超えず、２位候補との差が１０ポイントを超

えなかった場合は、出馬候補について再評価する」と述

べており、上記８州はこの条件が適用されている。 

 

なお、カラカス・リベルタドール市は、与党重鎮ジャケ

リン・ファリア氏とカルメン・メレンデス内務司法相の

一騎打ちだったが、カルメン・メレンデス内務司法相に

決定した。 

 

今回の選挙は与党内の戦い、別の言い方をするとカベジ

ョ PSUV 副党首とマドゥロ大統領の権力争いの側面が

あったが、全体を見る限りカベジョ派閥が劣勢だったと

言えそうだ。 

 

現在アプレ州、ボリバル州、モナガス州の知事を務めて

いる人物はカベジョ派閥の人物。彼らは今回の選挙も再

選をかけて出馬したが、現時点で候補になれるかどうか

は決まっていない。 

 

逆にアラグア州は現在知事を務めているマルコ・トーレ

ス氏はマドゥロ派閥の候補だが、対抗候補のカリナ・カ

ルピオ（モタ・ドミンゲス元電気エネルギー相の妻）に

接戦を強いられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df6c1e2953a7c149a41c2c31ef7f67d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
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カベジョ副党首は投票総数について「３５０万票を超え

た」と説明。ベネズエラの有権者数は２０００万人を超

えているとされており、予備選の投票率は２０％を下回

ったと報じられている。 

 

「CNE 出馬候補者の受付を開始」         

 

８月９日 「選挙管理委員会（CNE）」は、１１月の全

国州知事選・市長選（州議会・市議会選）の候補者の受

付を開始すると発表した。 

 

同日から、選挙に出馬する候補が正式に出馬手続きを開

始することになる。 

 

なお、出馬受付期間は８月２９日までの予定。 

 

今後、与野党協議が予定されているが、最終合意は９月

にもつれ込むと言われている。 

 

出馬受付期間が８月２９日までだと最終合意が間に合

っていないため、出馬受付期間は延長される可能性が高

そうだ。 

 

「野党 ２０２４年の大統領選で大筋合意？」                  

 

メキシコ系メディア「Universal」は、野党関係者からの

情報として、野党が２０２４年に大統領選を行う前提で

交渉を始めていると報じた。 

 

関係者は 

「我々は２０２４年の大統領選まで待つことが出来る。

しかし、２０２１年、２２年、２３年に何かが起きなけ

ればならない。それは、条件と保証の整った選挙スケジ

ュールを確定させることを意味する。」 

と語ったという。 

 

 

２０２４年に大統領選を行うということは、２０１８年

５月に行われた大統領選の結果を認め、マドゥロ大統領

の任期６年の後に選挙を行うことを意味する。 

 

野党はこれを認める代わりに、２０２１年～２３年にか

けて選挙を信頼に値するものにするための取り組みを

促進するということだろう。 

 

個人的には、２０２１年～２３年のプロセスがうまく進

むかどうかは米国次第と考えている。 

 

マドゥロ政権は、米国政府の介入に強く反応する。 

２０２１年～２３年の間に必ず野党に不利になるよう

な問題が起きる。 

 

この時に米国がマドゥロ政権に新たな制裁を科す、ある

いは一度解除した制裁を再開するなど交渉プロセスに

介入するようなことがあれば、交渉は容易に破断してし

まう。 

 

時間はかかるだろうし、もどかしいとは思うが、野党は

２０１５年当時に回帰し、正攻法で物事を進めなければ

いけない。 

 

与野党交渉を進めたいのであればバイデン政権はベネ

ズエラ問題にできる限り介入しないのが良いだろう。 

 

経 済                        

「投資家 ベネズエラは CITGO コントロール失う」           

 

米国の金融系メディア「Bloomberg」は、「米国の金融市

場は、ベネズエラが「CITGO」のコントロールを失う

と考えている」と報じた。 
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現在ベネズエラは「デフォルト（債務不履行）」を理由

に債権者から複数の訴訟を受けている。 

 

米国ではグアイド政権がベネズエラ政府として訴訟の

対応をしているが、「Bloomberg」は、CITGO が債権者

に奪われる寸前まで来ていると報じた。 

 

既に債権者（特に PDVSA２０債の保有者）は、債権を

回収する準備を始めており、ベネズエラが CITGO のコ

ントロールを失うのは現実的な段階に来ているという。 

 

現在、バイデン政権は OFAC のライセンスにより

CITGO が債権者に奪われるのを止めているが、このラ

イセンスは１０月に切れる。 

 

バイデン政権は対ベネズエラ方針の転換を進めており、

次はこれらのライセンスが延長されない可能性がある。 

 

いずれにせよ、ライセンスを永遠に延長し続けることは

できない。 

 

また、中期的にベネズエラがデフォルトを解消できる可

能性も低い。遅かれ早かれ、ベネズエラがデフォルト問

題と直接向き合う日が来るのは確かだ。 

 

「野党国会 ２１年７月のインフレ率は１９％」         

 

野党国会の「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２１

年７月のインフレ率が先月比１９％増だったと発表し

た。 

 

２１年６月のインフレ率は OVF の観測史上（２０１７

年以降）最も低い６％だったが、先月と比べるとだいぶ

物価上昇が激しかったと言える。 

 

 

 

なお、２０２０年８月～２１年７月までの１２か月分の

累計インフレ率は１，９８４％。 

２０２１年１月～７月までの累積インフレ率は４１５．

７％となっている。 

 

なお、品目別のインフレ率も公表している。 

 

品目別で最もインフレが激しかったのは「教育関連品」

で先月比３６．１％増。次いで「家庭用品」が同３１．

６％増。最もインフレが落ち着いていたのは「サービス

品」で同１４．６％増だった。 

 

また、１カ月の基礎食糧費は３０２．９４ドルだったと

している。 
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（写真）ベネズエラ金融観測所（OVF） 

 

「西裁判所 Plus Ultra の公的資金援助を許可」                  

 

８月９日 マドリッド裁判所はスペインの政府系金融

機関「産業出資公社（SEPI）」によるスペイン系航空会

社「Plus Ultra」への公的資金援助の実施を許可した。 

 

７月２１日 マドリッド裁判所は「Plus Ultra の役員の

中にベネズエラとスペインの２重国籍の役員がおり、融

資規定に違反している」との理由から、同融資の実行を

停止するよう命じていた。 

 

今回はこの決定が撤回されたことになる。 

 

なお、「Plus Ultra」の役員であるベネズエラ籍を持った

人物は、間接的にマドゥロ政権とつながりがあると報じ

られており、スペイン野党「国民党（PP）」が問題を追

及している（「ウィークリーレポート No.201」）。 

 

 

 

社 会                        

「米国 サアブ氏の資産１０～１５億ドルと試算」           

 

コロンビア人 Gerardo Reyes 記者は 

「米国の試算によると、アレックス・サアブ氏の資産は

１０億～１５億ドルになる」 

と報じた。 

 

これらの資産は故チャベス政権下での為替制度を悪用

した蓄財。また、米国が制裁を科して以降、マドゥロ政

権の制裁回避を支援することで資産を増やしていたと

いう。 

 

なお、サアブ氏は現在カボベルデに拘束されており、米

国政府はサアブ氏の引き渡しを要請している。 

 

Reyes 記者によると、８月１３日にカボベルデでサアブ

氏の米国への引き渡しが憲法に違反しているかどうか

を決定する裁判が行われるという。 

 

この裁判で「合憲」との決定が出れば、サアブ氏の米国

引き渡しが現実のものになりそうだ。 

 

２０２１年８月１０日（火曜）              

政 治                       

「東京オリンピック ベネズエラ選手団が帰国     

    ～マドゥロ大統領 代表団を受け入れ～」        

 

８月９日 東京オリンピックに出場したベネズエラ選

手団は日本を出発。モスクワ経由でベネズエラに帰国し

た。そして、８月１０日 選手団はベネズエラに到着。 

 

これまでのオリンピックで最も多くのメダルを獲得し

た選手団は、多くのベネズエラ国民から歓迎を受けた

（表紙写真参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/386be78ef563ca2ae7e83c16d826c7a8.pdf
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ただし、金メダルを獲得した三段跳びのジュリマル・ロ

ハス選手、銀メダルを獲得した自転車フリースタイルの

ダニエル・デアース氏の２名は同ミッション団でベネズ

エラに帰国しなかった。 

 

今大会に出場したベネズエラの代表選手は全員で４３

名だが、１０日にベネズエラに戻ったのは２２名だった

という。 

 

同日、マドゥロ大統領は帰国した選手団を大統領府に招

待し、歓迎イベントを実施。選手たちをねぎらった。 

 

歓迎イベントはテレビで放送され、重量挙げ７３キロ級

で銀メダルを獲得したフリオ・マジョラ氏が、マドゥロ

大統領の首に銀メダルをかける様子が報じられると、反

対派がマジョラ氏を非難する投稿をしていた。 

 

 

 
（写真）大統領府 

 

 

「ベネズエラのこれまでのメダル獲得数」           

 

これまで参加したオリンピックの中で、東京オリンピッ

クの成績が最も良かったというのは何度か紹介したが、

過去のメダル獲得状況については紹介してこなかった

ので、以下ではベネズエラのメダル獲得状況について紹

介したい。 

 

これまでのベネズエラのメダル獲得状況は、以下の通り。 

 

＜金メダル＞ ４個 

・Francisco Rodríguez（６８年、ボクシング） 

・Arlindo Gouveia（９２年、テコンドー） 

・Rubén Limardo（１２年、フェンシング） 

・Yulimar Rojas（２１年、三段跳び） 

 

＜銀メダル＞ ７個 

・Pedro Gamarro（７６年、ボクシング） 

・Bernardo Piñango（８０年、ボクシング） 

・Yoel Finol（１６年、ボクシング） 

・Yulimar Rojas（１６年、三段跳び） 

・Julio Mayora（２１年、重量挙げ） 

・Keydomar Vallenilla（２１年、重量挙げ） 

・Daniel Dhers（２１年、自転車） 

 

＜銅メダル＞ １０個 

・Asnoldo Devonish（５２年、三段跳び） 

・Enrique Forcella（６０年、射撃） 

・Marcelino Bolívar（８４年、ボクシング） 

・Omar Catarí（８４年、ボクシング） 

・Rafael Vidal（８４年、水泳） 

・Adriana Carmona（９２年・０４年、テコンドー） 

・Israel Rubio（０４年、重量挙げ） 

・Dalia Contreras（０８年、テコンドー） 

・Stefany Hernández（１６年、自転車） 
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「離反野党 交渉に参加できないことに怒り      

    ～スペインは与野党交渉に同伴せず～」         

 

８月からメキシコで与野党交渉が予定されている。 

 

穏健野党もこの交渉に参加する意思を示していたが、米

国系メディア「La Voz de America」は、交渉の仲裁役を

務めるノルウェー政府とグアイド政権関係者からの情

報として、「穏健野党を交渉に加える意思は無い」と報

じた。 

 

これを受けて、穏健野党は、ノルウェー政府と主要野党

の姿勢を非難している。 

 

「第一正義党（PJ）」を離反したホセ・ブリト議員も、

メキシコで予定されている与野党協議について 

「協議プロセスが間違っている。この協議は極右過激派

と協議をするものだ。彼らは国民の意思を代表しておら

ず、政治的に有効なグループではない」 

と主張した。 

 

他、「行動民主党（AD）」から離反したグレゴリオ・コ

レア議員も、「ノルウェー政府は全ての野党に対話をさ

せる意思が無い。手段は異なるとしても我々は野党だ。

誰が我々を協議から外したのかは分からない。しかし、

我々は受け入れることはできない。」 

と訴えた。 

 

なお、既に与野党交渉の交渉テーマは決まっており、覚

書も作成されていると報じられているが、コレア議員は、

「交渉テーマ、覚書の内容などは一切知らない」と回答

している。 

 

 

 

 

 

また、今回の協議にはスペイン政府は同席しないという。 

 

穏健野党のティモテオ・サンブラーノ議員は、自身のツ

イッターアカウントで、交渉プロセスの保証国としてス

ペインの存在は不可欠と主張した。 

 

また、「スペインが対話に同伴しない一方で、アルーバ、

ボナイレ、クラサオでベネズエラ人の入国を拒絶してい

るオランダ政府は交渉に参加する」とメキシコで予定さ

れている与野党交渉について疑問視する投稿をツイー

トしている。 

 

「MUD ３つの手段で統一候補を決めるべき」         

 

６月２９日 「選挙管理委員会（CNE）」は、２０１５

年１２月の国会議員選で野党を勝利に導いた「野党統一

同盟（MUD）」の政党資格を復活させていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.619」）。 

 

８月１０日 MUD の構成員は、１１月に予定されてい

る州知事選・市長選の参加に向けた協議を実施。 

 

MUD としての声明を公表した。 

 

同声明で MUD は「全国で統一した候補を擁立すること

を希望する」と表明。 

 

候補者の決定プロセスについて 

１．事前投票、 

２．関係者の協議、 

３．アンケート結果を通じて、 

与党候補と対立するのに最もよい条件の候補者が選定

されるべき、 

との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf
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経 済                       

「マドゥロ政権 スペイン往復便をキャンセル」            

 

７月３０日 ベネズエラの「国家民間航空局（INAC）」

は、スペインの航空会社「Plus Ultra」の Covid-１９安

全対策に懸念があるとして、同社のカラカス―マドリッ

ド便の運行を一時停止すると発表していた。 

 

また、スペインの他の航空会社「Iberia」は週１便の運

航（カラカス―マドリッド）を計画していたが延期に。 

 

「Air Europa」は、８月４日から週２便のカラカス―マ

ドリッド間の運航（カラカス―マドリッド便）を計画し

ていたが、同便の運行再開が延期された。 

 

「El Nacional」によると、マドゥロ政権の感染拡大防止

措置により、１５００人分のスペインへの移動が禁止さ

れたとしている。 

 

なお、これらの運航禁止措置は８月１８日が期限となっ

ている。同日以降、運行が再開されることが望まれてい

る。 

 

社 会                       

「亡命ベネズエラ選手 ウルグアイが受け入れ」            

 

ベネズエラ選手団が歓迎ムードの中帰国した一方で、オ

リンピックに参加したベネズエラ人選手で対照的な人

が１名いる。 

 

難民選手団のメンバーとして出場したエドリック・セジ

ャ選手（６９～７５キロ級）だ。 

 

 

 

 

 

彼は国連「難民高等弁務官事務所（UNHCR）」の認定を

受けて、トリニダード・トバゴから同オリンピックに参

加したが、入賞できず終了。 

 

トリニダード・トバゴに帰国しようとしたが、パスポー

トの有効期限が切れているとして、トリニダード・トバ

ゴに入国を拒否されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.631」）。 

 

彼の次の移住先について「米州機構（OAS）」が中心と

なり検討していたが、受け入れ先がウルグアイに決まっ

た。 

 

セジャ選手は自身のインスタグラムに投稿。 

「心配は多いが、新天地での生活を始める。ウルグアイ

に感謝する」とコメントした。 

 

 

（写真）エドリック・セジャ選手インスタグラム 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78e63e99af048b8476f1d81e2fb8db7d.pdf
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