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（写真）Maduradas “米国政府 CITGO 元役員６名解放のためベネズエラへ交渉人を派遣” 

 

 

２０２１年１２月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党協議団 穏健野党の協議参加について 

～協議の参加者は与党が決めるものではない～」 

「ロサレス UNT 党首 スリア州知事に就任」 

「ベネズエラ CPI 加盟費未納で投票権を失う」 

経 済                     

「２０２２年度国家予算は１３４．６億ドル」 

「ベネズエラ 米国への輸出品第１位はカニ」 

「コーヒー豆７０トン 米国へ輸出」 

社 会                     

「ベネズエラ １日当たり１０００人が移住」 

21 年 12 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「米国政府 ベネズエラに交渉人を派遣」 

「アイサミ石油相 手術を終え業務復帰か」 

「穏健野党の一部 フェルミン候補を支持」 

経 済                    

「BOD 銀行で預金引き出し制限の訴え」 

「米国 差し押さえたイラン産原油を売却」 

「中銀 １１月インフレ率は先月比８．４％増」 

社 会                    

「性的マイノリティグループ ホテルで抗議」 

「インターポール カリブ海の不法移民業者摘発」 
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２０２１年１２月１０日（金曜）             

政 治                       

「与野党協議団 穏健野党の協議参加について     

 ～協議の参加者は与党が決めるものではない～」       

 

１０月に中断した与野党協議で野党側の代表を務めて

いたヘラルド・ブライ氏は、インタビュー番組「Circuito 

Exitos」に出演。与野党協議の行方について見解を示し

た。 

 

「与野党協議は現在、延期されている。しかし、協議は

再開する。ベネズエラの野党支持者だけではなく、大多

数の人々が協議再開に理解を示している。無党派・与党

派も協議再開を望んでいる。」 

とコメント。２０２２年の協議再開に意欲を示した。 

 

また、１１月の全国州知事選・市長選で穏健野党が多く

の票を獲得した事実を受けて、与党側の協議団代表を務

めるホルヘ・ロドリゲス国会議長は 

「与野党協議に穏健野党と独立野党を加えなければ国

民の意見を代表する協議にならない」と主張。 

 

穏健野党と独立野党も協議団に参加させるよう要請し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.682」）。 

 

この提案について、ブライ氏は 

「与党側の協議団代表には野党の誰が協議に参加する

かを決める権利はない。参加者を決めるのは統一プラッ

トフォーム（主要野党）だ。 

我々が与党協議団のメンバーを変更する権限がないこ

とと同様に、彼らも我々のメンバーを変更する権限はな

い。」との見解を示した。 

 

他、２０２２年に申請可能になる大統領の罷免投票につ

いて「私はあまり支持していない。なぜなら実態をふま

えると実現不可能だからだ。 

しかし、罷免投票については議論を行うべきだ。そして、

罷免投票を行う場合、誰が全ての民主的勢力を代表する

候補者になれるかを決めなければいけない。」 

とコメントした。 

 

「ロサレス UNT 党首 スリア州知事に就任」         

 

１２月１０日 スリア州知事選で当選した「新時代党

（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首がスリア州知事

に就任した。 

 

与党派知事から野党派知事への移行なので、様々な障害

が予見されていたが、想定よりもスムーズに就任式が行

われたようだ。 

 

知事就任式でロサレス知事は 

「私がここに立っているのは団結があったからだ。 

団結が変化をもたらし、希望をもたらした。変化は簡単

ではない。時間がかかる。」 

と言及。 

 

また、野党政治家に対して「選挙で勝つことを目的にす

るのではなく、ベネズエラ国民の生活を改善するために

活動するべき」と主張した。 

 

 

（写真）エリアス・マタ氏（UNT） 

“ロサレス・スリア州知事” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f75224d1c16174061ae87253349de98.pdf
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「ベネズエラ CPI 加盟費未納で投票権を失う」                  

 

１２月１０日 「国際刑事裁判所（CPI）」は、ベネズエ

ラが CPI 加盟にかかる年会費の未納が続いていること

を理由に CPI での投票権を停止することを決定した。 

 

非政府系団体「Provea」によると、ベネズエラ政府の滞

納金は１，２８１万６，９９６ユーロ（約１６．５億円）。 

 

ベネズエラの CPI 加盟費は年間２０１万８，６０３ユ

ーロとのことなので、６年分以上支払っていないことに

なる。 

 

ベネズエラ政府は「国家の意思とは無関係の事情による

支払い停止」を理由に延長を求めたが、この求めは受け

入れられなかった。 

 

ベネズエラは、マドゥロ政権が「人道に対する罪」を犯

したかどうかについて CPI で調査を受けている。 

 

この調査を率いているのは英国人 Karim Khan 検事だが、

この Khan 検事と共に調査を行う検事２名の任命につい

て投票権を失ったことになる。 

 

なお、会費未納を理由に同日の会合で CPI の投票権を

失ったのはベネズエラだけではない。 

 

アンティグア・バーブーダ、コモロ連合、コンゴ、ギニ

ア、リベリア、スリナム、ザンビアも投票権を失った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「２０２２年度国家予算は１３４．６億ドル」           

 

１２月１０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は２０２

２年の当初国家予算について国会で説明した。 

 

ロドリゲス副大統領によると、２０２２年の国家予算は

BsD.６２３億７，９４５万。ドルに換算すると１３４億

５，７００万ドルに相当する。 

 

「公務員への給料支払い」として計上された予算は BsD.

７７．８億。ドルに換算すると１６億７，７００万ドル。 

 

「祖国カードを通じた補助金の支払い」として計上され

た予算は BsD.５４．５億。ドルに換算すると１１．８

億ドル。 

 

「財・サービス購入費」として計上された予算は BsD.

４４．１億。ドルに換算すると９．５億ドル。 

 

「債務支払い」として計上された予算は BsD.５６．６

億。ドルに換算すると１２．２億ドル。 

 

ただ現時点では口頭による説明のみで国家予算資料は

公表されていない。 

 

また、ロドリゲス副大統領は「国内生産を増やすために

融資制度を拡張する。食料・医薬品生産を拡大する。」

と説明。 

 

民間セクターは、ドル建て融資の拡大を期待しているが、

ロドリゲス副大統領は「ボリバル通貨の信頼を回復する

年にする。極右グループはベネズエラをドル化させよう

としている。」と言及。ドル建て融資の促進には意欲を

示さなかった。 
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「ベネズエラ 米国への輸出品第１位はカニ」         

 

米国が経済制裁を科して以降、ベネズエラと米国の貿易

取引は減少傾向が続いていた。 

 

しかし、２０２１年は２０２０年よりも貿易取引（輸出

と輸入の合計額）が増える見通しだという。 

 

米国商務省「経済分析局（BEA）」によると、２０２１

年１月～１０月までのベネズエラと米国の輸出入の合

計は１５億７，４００万ドル。２０２０年同期と比較し

て２１％増えたという。 

 

輸出と輸入では、ベネズエラによる米国からの輸入額の

方が大きく、ベネズエラの輸入額は１３億５，２００万

ドル（前年同期比１９％増）。 

 

ベネズエラから米国向けの輸出額は２億２，２００万ド

ルで前年同期比３２％増だという。 

 

歴史的にベネズエラの米国向け輸出は原油が圧倒的に

多かったが、２０１７年８月に米国が経済制裁を科した

ことを受けて減少。現在ベネズエラの原油を米国に輸出

することは禁止されている。 

 

２０２１年現在、ベネズエラが米国に輸出している主要

産品はカニで、２１年１月～１０月までに４，５３０万

ドルを輸出している。この金額は過去２０年で最も多い

という。 

 

一方、米国からの輸入品で最も多いのは「電話」と「食

料品」。食料品では「大豆油」の輸入が多く、過去１０

カ月で１億１，０２４万ドル。「とうもろこし」は９，

１１２万ドルだという。 

 

 

 

「コーヒー豆７０トン 米国へ輸出」                  

 

ララ州知事に就任したアドルフォ・ペレイラ知事は、ラ

ラ州の州都バルキシメト市のセコ・ファン・ハシント港

から米国に向けて７０トンのコーヒー豆を輸出すると

発表した。 

 

コーヒー豆は、ララ州のアンドレス・エロイ・ブランコ

市の山で生産されたものだという。 

 

ペレイラ知事によると、これまでにバルキシメト市から

３２０トンのコーヒー豆が世界各国に輸出されたとい

う。 

 

なお、ベネズエラは元々コーヒー豆の産地で多くのコー

ヒー豆を輸出していた。 

 

しかし、チャベス政権になりコーヒー豆の輸出は減少。 

国内需要も満たせなくなってしまったが、現在マドゥロ

政権はコーヒー豆の輸出促進に注力している。 

 

社 会                        

「ベネズエラ １日当たり１０００人が移住」           

 

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の William 

Spindler 報道官は、ベネズエラ移民の情報について報告。 

 

Spindler 報道官によると、現在もベネズエラ移民が隣国

に流れており、１日当たり１０００人のベネズエラ人が

帰国する意思を持たず外国に流れているという。 

 

また、現在のベネズエラ人移民数は世界で６００万人に

達しており、ベネズエラから移住する人の平均学歴は移

住を受け入れる国の平均学歴よりも高いと説明した。 
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２０２１年１２月１１～１２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「米国政府 ベネズエラに交渉人を派遣」        

 

AP 通信は、米国バイデン政権がベネズエラに対して交

渉人を派遣したと報じた。 

 

派遣されたのは Roger Carstens 氏。 

米国の人質問題交渉担当大統領特使で、２０１７年から

マドゥロ政権に拘束されている CITGO 元役員６名（ベ

ネズエラ人だが、米国籍も有している）の解放について

協議するために派遣されたという。 

 

Carstens 氏がベネズエラを訪問したのは１２月７日～

１０日で既にベネズエラを離れている。 

 

実際にマドゥロ政権と交渉が行われたのかは定かでは

ないが、Carstens 氏は「彼らと面会することが出来て良

かった。家族に面会した事実を伝えられてよかった」と

コメントしており、少なくとも CITGO 元役員６名とは

面会したようだ。 

 

拘束されているのは、 

José Pereira 氏 

Tomeu Vadell Recalde 氏 

Jorge Luis Toledo Kohury 氏 

Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona 氏 

José Zambrano 氏 

Alirio Zambrano 氏 

の６名。 

 

Alirio Zambrano 氏については、体調に問題があるよう

で、特に容体が懸念されているという。 

 

バイデン政権がベネズエラに交渉人を派遣したのは、筆

者が知る限り今回が初めて。 

 

２０２１年１０月 バイデン政権はカボベルデで拘束

されていたマドゥロ政権のテスタフェロ（政府高官の資

産隠しに協力する人物）とされるアレックス・サアブ氏

の身柄を米国に移送した。 

 

これを受けて、マドゥロ政権は自宅軟禁措置を命じてい

た CITGO 元役員６名を刑務所に移送していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

２０２２年に与野党協議の再開が予見される中で、事前

の協議を行うためベネズエラに訪問したと考えるのが

妥当だろう。 

 

「アイサミ石油相 手術を終え業務復帰か」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.689」で紹介した通り、

「ロイター通信」は、アイサミ石油相が重病を患ってお

り、マドゥロ大統領が異動を検討しているとの記事を公

表した。 

 

本件について、アイサミ石油相は自身のツイッターで

「ロイターは重要な部分を省略している」と指摘。 

記事の一部が事実と異なるとの見解を示した。 

 

その後「Argus Media」が本件について追加で報じてい

る。 

 

「Argus Media」によると、アイサミ石油相は治療のた

めの休暇を終え、仕事に復帰。１２月１３日には製油所

を視察する予定だという。 

 

ただ、アイサミ石油相が病気を患っているのは事実のよ

うだ。病気は遺伝的なもので、想定より治療に時間がか

かるという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/184b53bb915120799505072fc018401f.pdf
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「穏健野党の一部 フェルミン候補を支持」         

 

１１月２１日に行われた全国州知事選において、バリナ

ス州だけは２２年１月９日にやり直し選挙が行われる

ことになっている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.688」で紹介した通り、与

党からはホルヘ・アレアサ元外相が出馬。 

主要野党からは、セルヒオ・ガリド州議（バリナス州）

が出馬する。 

 

「発展進歩党（AP）」など穏健野党に属する一部の政党

はガリド州議を支持する方針を示したが、穏健野党の

「行動民主党（AD）」は、クラウディオ・フェルミン候

補を出馬させた。 

 

バリナス州知事選で勝つためには穏健野党も含めた団

結が必要だが、穏健 AD は「同盟を拒否したのは主要野

党（特にラモス・アジュップ氏率いる伝統的な AD 勢

力）」と指摘。フェルミン候補を推薦する意思を崩して

いない。 

 

１２月１１日 穏健 AD 以外の穏健野党「Cambiemos」

「Primero Venezuela」「Venezuela Unida」「Compromiso 

Pais」「Bandera Roja」の５政党がクラウディオ・フェル

ミン候補を支持すると発表した。 

 

１１月の州知事選の結果から推測する限り、穏健 AD 以

外の集票力は、そこまで強くないが、全体で１０％前後

の得票率は獲得できる可能性がある。 

 

この１０％前後の票がアレアサ候補とガリド候補の勝

敗を分ける可能性は十分にあるだろう。 

 

 

 

 

経 済                       

「BOD 銀行で預金引き出し制限の訴え」            

 

数カ月前から「BOD 銀行」の口座利用者から、１日当

たり BsD.５０～１００までしか引き出しが出来ず、送

金が拒絶されるとのクレームが出ているという。 

 

「預金封鎖（Corralito）」ではないかとの懸念が出てい

るようだ。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると、ドル預金の引き出

しも懸念が生じているという。 

 

問題が悪化したのは２１年１０月のデノミ後からだと

いう。 

 

スリア州マラカイボで小売店を経営しているBOD銀行

の利用者は 

「私は毎日 BsD.５００ほど支出している。しかし、

BOD 銀行は資金を引き出させてくれない。預金が拘束

されている。為替レートがボリバル安になれば資産が減

少する。」とコメントしたという。 

 

「米国 差し押さえたイラン産原油を売却」         

 

現地メディア「Tal Cual」は、米国国務省が２０２０年

に差し押さえたイラン産石油燃料を売却したと報じた。

この石油燃料はベネズエラに向かう途中だった。 

 

「Tal Cual」によると、同燃料の売却額は２，６００万

ドル。米国国務省は売却により得た資金は、テロリスト

被害者への支援金として使用するという。 

 

１２月８日にも米国は、ベネズエラに向けて石油燃料１

１０万バレルを運んでいたタンカーを差し押さえてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.689」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de23de813af90b46fc2489fd4d7eba03.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/184b53bb915120799505072fc018401f.pdf
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「中銀 １１月インフレ率は先月比８．４％増」         

 

ベネズエラ中央銀行は２０２１年１１月のインフレ率

を更新した。 

 

中央銀行によると、１１月のインフレ率は先月比８．

４％増。品目別のインフレ率は以下の通り。 

 

1.- 食料・非アルコール類: 8,9%. 

2.- アルコール飲料・たばこ: 7,1%. 

3.- 衣類・皮革製品: 4,7%. 

4.- 家賃: 4,0%. 

5.- 電話以外の家庭サービス料金: 6,3%. 

6.- 家具家電: 12,2%. 

7.- 医療: 8,3%. 

8.- 交通: 7,9%. 

9.- 通信: 10,2%. 

10.- 娯楽: 5,8%. 

11.- 教育サービス: 22,4%. 

12.- レストラン・ホテル: 7,6%. 

13.- その他財・サービス: 11,3%. 

 

２１年１月～１１月までの累積インフレ率は６３１．

１％。１２か月分のインフレ率は１，１９７．５％とな

る。 

 

なお、野党国会は、１１月のインフレ率について先月比

６％増。２１年１月～１１月までの累積インフレ率は６

１６．９％。１２か月分のインフレ率は７６９％。 

 

中央銀行が公表するインフレ率の方が野党国会のイン

フレ率よりも高くなっている 

 

 

 

 

 

社 会                       

「性的マイノリティグループ ホテルで抗議」                

 

日本人ビジネスマンで宿泊した人もいるであろう

「Hotel Pestana Caracas」が差別的な対応を理由に炎上

している。 

 

問題が起きたのは１２月１０日。 

「Televen」の番組「La Bomba」に出演する LGBT タ

レント La Chiky Lorens（本名 Juan Alejandro Solórzano）

氏のホテル宿泊を拒否したことが発端。 

 

Lorens 氏は、ホテルに宿泊をしようとしたが、受付は身

分の確認を要求。特に性別がはっきりしなければ宿泊は

できないと指摘したという。 

 

Lorens 氏は自身を女性だと認識しているが、女性と証

明する資料はなく、性別の確認を拒否。最終的に宿泊で

きなかったという。 

 

Lorens 氏は事の顛末を訴え、情報が拡散。LGBT グル

ープがホテル前で抗議行動を行ったという。 

 

 

（写真）Chiky Lorens 氏ツイッター 
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「インターポール カリブ海の不法移民業者摘発」         

 

「国際刑事警察機構（インターポール）」は、カリブ海

で行われている非合法の移民斡旋グループの取り締ま

りオペレーション「Turquesa III」の成果を発表。 

 

２１６名の移民斡旋業者を拘束。 

売春や奴隷になる恐れのあった１２７名を救出したと

発表。 

 

また、１１月２９日～１２月３日にかけて６１カ国の協

力を得て１万人以上の不法移民を特定したと発表した。 

 

エルサルバドルでは、不法移民斡旋業を行っていた疑い

のある１４名を逮捕。同国では米国まで移動させるため

に８０００～１．２万ドルを受け取っていたという。 

 

エクアドルでも不法移民斡旋業を行っていた疑いのあ

るエクアドル人、ベネズエラ人ら１６名を逮捕した。 

 

このグループはアラグア州を中心とするマフィアグル

ープ「Tran de Aragua」の関係者とみられており、コロ

ンビアの武装勢力と共謀し、ハイチに移民希望者を送っ

ていたという。 

 

他、ブラジルでは不法移民斡旋に関わっていた５名のハ

イチ人を拘束。 

 

チリでは不法移民斡旋に関わっていたとされるベネズ

エラ人１名を遺体で発見したという。 

 

コロンビアでは「Casa Inglesa（イギリス人の家）」とい

う名前の不法移民業者の拠点を発見。 

 

ベネズエラ人がコロンビアを経由し、エクアドルに流れ

る際の中継場所になっていたという。 

 

また、この取引はカリブ海周辺だけで完結するものでは

なく、カナダ、米国、英国、モロッコ、ポルトガル、ス

ペインなども関係しているという。 

 

 

 

以上 
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