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（写真）PanamPost “バイデン政権 米国の対ベネズエラ方針を大きく変更？” 

 

 

２０２１年７月２日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 米国の暗殺計画を主張 

～米国ベネ担当官 制裁緩和のプロセス言及～」 

「バチェレ弁務官 マドゥロ政権の人権侵害非難」 

経 済                     

「ロイター ６月の原油輸出６．５％増」 

「建設業界 過去９年で活動９９％縮小」 

社 会                     

「タチラ州の人権活動家拘束される 

～きっかけは軍高官とゲリラ犯の関係暴露？～」 

「カラカス 大雨で主要道路が浸水」 

21 年 7 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「全国州知事選 与党出馬候補者リスト公表 

～立候補を妨害されたとの声も～」 

「米国 グアイド暫定政権の撤回を検討？」 

「マドゥロ COVAX のワクチン調達に最後通牒」 

「Datanalisis 投票意欲４８％、不参加４２％」 

経 済                    

「Monomeros パナマ企業と不利な契約 

～Monomeros 労組 契約解除成功を公表～」 

「中国 Sinovensa の精製分だけは課税除外？」 

「カルドン製油所 ８週間のメンテナンス」 
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２０２１年７月２日（金曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国の暗殺計画を主張           

 ～米国ベネ担当官 制裁緩和のプロセス言及～」       

 

７月２日 マドゥロ大統領は、軍人の昇格式に出席。 

演説で米国政府が、マドゥロ大統領および軍高官らの暗

殺計画を企てていると主張した。 

 

マドゥロ大統領は、数日前に米国「中央情報局（CIA）」

の局長、米国南部軍司令官がコロンビアを訪問していた

と指摘。 

 

「信頼できるコロンビアの情報筋から、彼ら（CIA 局長

と米国南部軍司令官）が私の命を狙っているとの情報を

得た。」と説明。 

 

１８年８月に起きた大統領ドローン襲撃事件を引き合

いに出し、トランプ政権になってから米国政府はベネズ

エラの政治家・軍部高官を殺害しようとしていると指摘。 

 

バイデン政権もトランプ政権の方針を引き継ぎ、政府が

暗殺を企て、ベネズエラの社会を不安定にしようとして

いると訴えた。ただし、具体的にどのような手段で暗殺

しようとしているかについては説明しなかった。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

バイデン政権下でベネズエラ問題を担当しているファ

ン・ゴンサレス担当官はツイッターで投稿し、マドゥロ

大統領の訴えを否定。 

 

「米国政府にそのような計画は存在しない。我々の計画

は自由で公平な選挙を導き出すための交渉だ」と反論し

た。 

 

また、ゴンサレス担当官は「Miami Heraldo」の取材に

対応し、グアイド政権と米国政府との協議内容について

説明。 

 

グアイド政権のミッション団と「与野党対話を実施する

にあたり、米国と野党の方針をすり合わせた」と説明。 

 

「彼ら（グアイド政権）は、ベネズエラに民主主義を取

り戻すため、選挙プロセスの明確な日程の合意、選挙実

施までのフェーズの確定、撤回不可能で具体的な手順の

設定を求める。 

 

この求めにマドゥロ政権が応じれば、反対派は制裁緩和

を開始する。」と説明した。 

 

つまり、大統領選と国会議員選の即時やり直しは絶対条

件ではないと理解できる。この条件であれば、マドゥロ

政権と合意に至る可能性は高そうだ。 

 

ただ、どのような手順で制裁を緩和するかでマドゥロ政

権と対立することが予想される。 

 

マドゥロ政権からすると金融制裁が科された状況で行

う選挙は自由で平等な条件ではない。 

 

また、制裁を解除されてから制裁の影響が多少でも緩和

するのは１、２年後になる。そうなると、制裁を完全解

除した翌月に大統領選挙あるいは国会議員選挙を実施

という条件はマドゥロ政権が応じないだろう。 
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「バチェレ弁務官 マドゥロ政権の人権侵害非難」         

 

７月１日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、マドゥロ

政権が野党政治家やその支持者らに対して、引き続き拷

問や権力乱用を続けていると非難した。 

 

「人権高等弁務官事務所（以下、ACNUDH）は、引き

続き残忍な処罰や拷問を受けたとの訴えを確認してい

る。訴えの中には殴打、電気ショック、性的暴力、脅迫

などが含まれる。 

 

ACNUDH は、２０年６月１日～２１年４月３０日にか

けて、マドゥロ政権が国会拷問防止委員会の具体的な活

動に関する情報を認識していない。」 

と説明した。 

 

また、「治安当局による拘束中、家族や弁護士などへの

接触が許可されず、拘束された者がどこにいるのかを家

族に通知もしていない。この間、拘束されている者は拷

問を受ける高いリスクが存在する。」 

と指摘した。 

 

他、「拘束された女性に対する適切な規則が機能してい

ない」と指摘。拘束された女性を男性が見張るなど性的

な嫌がらせも確認されているとした。 

 

経 済                        

「ロイター ６月の原油輸出６．５％増」           

 

ロイター通信は、２１年６月のベネズエラの原油・石油

製品の輸出量が先月比６．５％増の日量６３万１，９０

０バレルだったと報じた。 

 

 

 

 

 

なお、２０年６月と比較すると６６％増とした（当時、

トランプ政権がインド・スペイン・イタリアのエネルギ

ー事業者に対して PDVSA との取引を停止するよう働

きかけたため、PDVSA の原油輸出は著しく下がってい

た時期）。 

 

原油輸出が増加した理由は、中国で始まった「希釈ビチ

ューメン」への大幅な課税。 

 

中国は６月１２日から一部の石油製品に大幅な課税を

した。これにより中国に送られている「希釈ビチューメ

ン（ベネズエラ産原油 Merey１６を中国に輸出する際の

分類）」を中国に輸出する場合、１バレル３０ドルの税

金が追加で発生する。 

 

この税制度が施行される前に大量の原油を輸出したこ

とが輸出量を大きく引き上げたとされる。 

 

「建設業界 過去９年で活動９９％縮小」                  

 

「建設事業者商工会」のエンリケ・マドゥレリ代表は、

「EFE 通信」のインタビューに答え、ベネズエラの建設

業の現状についてコメントした。 

 

マドゥレリ代表によると、現在の建設業界は最も活動が

活発だった２０１２年当時から９９％減少したという。 

この１％は家のメンテナンスやマドゥロ政権が行う社

会プロジェクト関連の事業だと説明した。 

 

労働者は働く意欲はあるが、仕事がない。高級住宅街の

建設工事もほとんどが止まったままと説明。中流階級用

のアパート建設は、ここ数年は全く行っていないとした。 

 

この状況下で雇用は減少しており、一時は１３０万人い

た建設業界の雇用は、現在は２万人まで減ったと指摘し

た。 
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社 会                        

「タチラ州の人権活動家拘束される             

 ～きっかけは軍高官とゲリラ犯の関係暴露？～」           

 

７月２日 タチラ州を中心に活動している非政府系団

体「Fundaredes」の代表を務めているハビエル・トロコ

ニス氏と団体関係者らが、マドゥロ政権の治安当局

（SEBIN）に拘束された。 

 

トロコニス氏は、ベネズエラとコロンビアの国境で起き

ている軍部と FARC の残党とされるゲリラグループと

の衝突について精力的に情報を提供している。 

 

トロコニス氏の発言は、マドゥロ政権に批判的な内容が

多く含まれており、マドゥロ政権は「テロ共謀罪」「祖

国への裏切りの罪」で拘束したとしている。 

 

７月３日にはトロコニス氏に加えて、Fundaredes の職

員２名が裁判所に連行されたという。 

 

なお、トロコニス氏が拘束されたのと同じタイミングで、

トロコニス氏のツイッターのアカウントが停止されて

いる。アカウントには「ツイッター規約を遵守しない内

容が含まれていたため」と書かれている。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

トロコニス氏が拘束された具体的な理由は明らかにな

っていないが、メディアでは逮捕前にトロコニス氏が訴

えていた、「ゲリラ組織と軍高官との関係」に関する情

報がきっかけだったのではないかと報じられている。 

 

拘束される２日前、トロコニス氏は、元グアリコ州知事

で内務相を務めたことのあるロドリゲス・チャシン氏

（軍人）とコロンビアゲリラ「国民解放戦線（ELN）」

の幹部が会談している写真を公表。ゲリラ組織と軍部高

官との関係を指摘していた。 

 

 

（写真）Infobae 

 

「カラカス 大雨で主要道路が浸水」                  

 

７月２日 ベネズエラに台風「Elsa」が直撃。 

カラカスでは激しい雨が降り、カラカスの主要道路が浸

水した。台風「Elsa」は、既にベネズエラを通過してい

る模様。 

 

道路は一時的に浸水したが、土砂崩れなど深刻な影響は

ほとんど報じられていない。 
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（写真）@UNT_Caracas 

 

２０２１年７月３日～４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「全国州知事選 与党出馬候補者リスト公表       

      ～立候補を妨害されたとの声も～」        

 

７月３日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

は１１月に予定されている全国州知事選・市長選の立候

補者リストを公表した。 

 

今後、公表された立候補者の間で８月８日に予備選挙が

行われ、PSUV の統一候補が決まる。立候補者は PSUV

ウェブサイトから確認可能。 

 

主要な州だけ紹介すると、ミランダ州では現知事のエク

トル・ロドリゲス氏が再び立候補している。 

 

候補者リストを見る限り、ロドリゲス知事を超える可能

性がありそうな人物は出馬していないので、ロドリゲス

知事が再選を目指す可能性が高そうだ。 

 

また、カラカス首都区（リベルタドール市）の市長選の

立候補者だが、現職のエリカ・ファリア氏は出馬してい

ない。 

 

 

 

立候補者の顔ぶれを見る限り、ジャケリン・ファリア氏

（水道公社代表）とカルメン・メレンデス氏（内務相）

の一騎打ち。本命はカルメン・メレンデス氏だろう。 

 

 

 

（写真）PSUV 

“ミランダ州知事・リベルタドール市長候補者リスト” 

 

なお、故チャベス政権時代の重鎮エリアス・ハウア氏（元

副大統領）やアリアス・カルデナス元スリア州知事は、

立候補を妨害されたと訴えており、与党内でも小さな分

裂が起きている。 
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「米国 グアイド暫定政権の撤回を検討？」           

 

７月４日 急進野党系メディア「PanamPost」は、グア

イド政権の米国での協議内容について報道。 

 

バイデン政権がグアイド暫定政権の政府としての認識

を停止し、選挙参加を働きかけていると報じた。 

 

「PanamPost」は、グアイド政権のミッション団は、バ

イデン政権の政府高官と面談することが出来なかった

と指摘。 

 

トランプ政権の時は、グアイド議長や妻のファビアナ・

ロサレス氏、レオポルド・ロペス党首の妻のリリアン・

ティントリ氏がトランプ大統領と面談したのとは対照

的と報じ、バイデン政権がグアイド政権への支持を撤回

しようとしていると報じた。 

 

「PanamPost」が、米国政府関係者から入手した情報に

よると、バイデン政権は１１月２１日の州知事選に参加

するよう野党に勧め、「選挙監視団の派遣など、透明な

選挙を実施するために働きかける」と伝えたという。 

また、これがバイデン政権による最後のグアイド政権へ

の支援になるとも報じている。 

 

これが事実であれば、バイデン政権は、トランプ政権か

ら続いた「グアイド暫定政権」という認識を停止するこ

とになる。 

 

前述の「マドゥロ大統領 米国の暗殺計画を主張」でも、

米国のゴンサレス担当官は、グアイド政権のことを「暫

定政権」ではなく、暫く使われていなかった「反対派」

と表現していた。 

 

個人的には、ゴンサレス担当官の表現に違和感を覚えて

いたが、意図的なものだった可能性が高そうだ。 

 

「マドゥロ COVAX のワクチン調達に最後通牒」         

 

７月４日 マドゥロ大統領は演説で COVAX を非難。 

全額を返済するか、すぐにワクチンをベネズエラに送る

よう迫った。 

 

「COVAX システムは、ベネズエラを裏切った。繰り返

す。COVAX はベネズエラを裏切った。 

 

ベネズエラは約束を守り、２か月前に魔法の手段を用い

て凍結された資産を動かし、全額を支払った。この支払

いは既に完了している。しかし、COVAX はベネズエラ

を裏切った。」と主張。 

 

「ワクチンを送るか、お金を返すかを決めろ。 

もしお金を返すのであれば、我々はワクチンを調達する

別の手段を探すだろう。既に様々な団体に別のワクチン

調達手段を探らせている。 

 

誰かが COVAX の内部に忍び込み、ベネズエラにワク

チンが送られないよう裏工作をしている。 

８週間も資産を凍結していることはあり得ない。ベネズ

エラ国民はどうなる。副大統領は COVAX と協議を続

けている。もし COVAX がワクチンを送ることが出来

るのであれば、今すぐ送れ。」 

と迫った。 

 

マドゥロ政権は５月末までに COVAX と合意した約１

億１，０００万ドルを支払い済みだが、制裁を理由に

USB 銀行が１，０００万ドルの支払いを止めていると

いう（「ベネズエラ・トゥデイ No.611」）。 

 

COVAX は、この１，０００万ドルが着金しない限りベ

ネズエラへワクチンを送ることはできないと説明して

おり、２カ月が経過してもベネズエラへのワクチン供給

が始まっていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
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「Datanalisis 投票意欲４８％、不参加４２％」            

 

民間世論調査会社「Datanalisis」の Gil Yepes 氏は、今

年１１月に予定されている州知事選・市長選に対する有

権者の投票意欲を調査した。 

 

アンケート調査の結果、４８％は「投票意欲がある」と

回答、４２％は「投票しない」と回答したという。 

 

また、現在の「選挙管理委員会（CNE）」への信頼につ

いて、７４％は否定的な見方をしていると言及。この結

果は、野党系役員が入る前の CNE よりも１０ポイント

悪くなったと説明した。 

 

他、現在は多数派の国民が与野党対話を支持しており、

９０％が現在の与野党間の争いにうんざりしていると

答えたという。 

 

経 済                       

「Monomeros パナマ企業と不利な契約       

 ～Monomeros 労組 契約解除成功を公表～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.616」で、石油化学公社

「Pequiven」のコロンビア会社「Monomeros」の労働組

合によるグアイド政権を非難する声明文を紹介した。 

 

この声明文では詳細は書かれていなかったが、その後の

情報で、グアイド政権が任命した「Monomeros」幹部が

２１年４月にパナマの「Lion Street」社と「Monomeros」

に不利な契約を交わしていたことが明らかになった。 

 

契約の内容は「Monomeros」の利益の多くを「Lion 

Street」に流すもので、更に「Lion Street」の決定によ

り「Monomeros」の契約担当・購買担当を Beatriz 

Penaranda 氏と Jorleth Carrillo 氏に変えようとしてい

たという。 

 

なお、これまでの「Monomeros」契約担当・購買担当は

社内で別の役職に転属されたという。 

 

急進野党系ベネズエラ人ジャーナリストのパトリシア・

ポレオ記者は、「Lion Street」との契約は「大衆意思党

（VP）」のレオポルド・ロペス氏にお金を流すための契

約と指摘していた。 

 

ただし、この報道が流れた後、「Monomeros」の労働組

合は「Monomeros」幹部が「Lion Street」との契約を撤

回したと発表。勇気ある我々の告発とメディアの圧力で

問題を解決したと主張した。 

 

「中国 Sinovensa の精製分だけは課税除外？」         

 

「ロイター ６月の原油輸出６．５％増」で紹介した通

り、６月１２日から中国は「希釈ビチューメン」の輸入

に高い税金を課すようになっている。 

 

PDVSAはこの課税の除外になるよう中国政府に働きか

けているが、具体的な合意は現時点では確認されていな

い。 

 

ただし、現地経済系メディア「Banceynegocios」は、ベ

ネズエラと中国の政府関係者からの情報として、「中国

天然気集団（CNPC）」とPDVSAの合弁会社「Sinovensa」

が産出する原油（Merey１６）については、課税対象外

にするとの情報を得たと報じた。 

 

ただし、「Bancaynegocios」は、現時点でこの情報が正

確なものかは確認が取れていないと補足。 

 

そもそも「Sinovensa」が制裁を回避するため産地をご

まかすような取引に関与しているかどうかも明らかに

なっていないとしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/844ec372950fbd69902c965d0d25ec69.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年７月２日～７月４日報道               No.６２１   ２０２１年７月５日（月曜） 

8 / 8 

 

「カルドン製油所 ８週間のメンテナンス」         

 

現地メディア「El Pitazo」は、カルドン製油所が稼働を

停止し、８週間のメンテナンスに入ると報じた。 

 

「国境なき国家石油行動（nacional del movimiento 

Petroleros Sin Frontera）」のカルロス・コリナ氏による

と、６月最終週にカルドン製油所で多数の故障が発生し

ており、大規模なメンテナンスの必要性が生じたという。 

 

コリナ氏によると、７月３日からカルドン製油所は稼働

を停止しており、今後約８週間は大規模なメンテナンス

を行うという。 

 

カルドン製油所はベネズエラで稼働している数少ない

製油所。同製油所の稼働が停止することで、燃料不足が

更に深刻になると指摘した。 

 

なお、「El Pitazo」は、この話が事実であることを PDVSA

労働者からも確認している。 

 

以上 


