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（写真）大統領府 “３弾飛び女子 ジュリマル・ロハス氏 金メダル獲得、オリンピック記録を更新” 

 

 

２０２１年７月３０日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党協議 ８月１０日～２０日の予定 

～交渉を前にグアイド政権・米国と協議～」 

「ベネズエラ人 ワクチン接種率８％」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 近日中に新政策を発表 

～通貨切り下げ？人民元建ての融資？～」 

「マドゥロ政権 大学職員と新給与で合意」 

社 会                     

「麻薬栽培 コロンビアとベネズエラ国境に集中」 

「カラカス・マフィア コロンビアに移動か？」 

7 月 31 日～8 月 1 日（土・日） 

 

政 治                    

「ドゥケ大統領暗殺未遂事件 立案者の証言 

～家族に身の危険が及ぶことを恐れ、実行～」 

「旧国会議員の資産報告期限 ８月末まで延長」 

「墨オブラドール 米州機構の代替組織を提案」 

経 済                    

「Exxon Mobil ガイアナで新鉱区を発見」 

社 会                    

「ベネズエラ 東京オリンピック初の金メダル 

～女子金メダルはベネズエラ史上初～」 

「重量挙げ、自転車 銀メダル獲得」 
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２０２１年７月３０日（金曜）             

政 治                       

「与野党協議 ８月１０日～２０日の予定        

   ～交渉を前にグアイド政権・米国と協議～」       

 

グアイド政権もマドゥロ政権も、８月にメキシコで与野

党交渉が行われると説明しているが、具体的な日程は公

表されていない。 

 

現地メディア「El Nacional」は、内部関係者からの情報

として、８月１０日～２０日にかけて交渉が行われると

報じた。正式な発表は８月上旬に行う予定だという。 

 

ただし、与党内でも交渉に否定的なグループが存在する

という。特に与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

のディオスダード・カベジョ副党首が交渉に否定的な見

解を示しており、交渉を阻害しようとする動きがみられ

ると報じた。 

 

また、主要野党（「大衆意思党（VP）」「行動民主党（AD）」

「第一正義党（PJ）」「新時代党（UNT）」）は、基本的に

１１月の州知事選・市長選に参加する方向で話が進んで

おり、いくつか合意の必要があるが、投票不参加の方針

を再び掲げることはないだろうと報じた。 

 

また、８月１日 米国メディア「El Nuevo Heraldo」は、

米国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・ゴンサレス担当官が、グアイド政権の代表者と

与野党交渉の戦略について協議したと報じた。 

 

具体的な協議内容は「マドゥロ政権とグアイド政権の双

方が何を譲ることが出来るか」という点。 

 

ゴンサレス担当官は「（反対派は）民主主義を回復する

ため、今後の選挙について明確で決定不可避なスケジュ

ールの決定を求めている。 

この前提があって、制裁の緩和を受け入れる意思がある」 

と述べている。 

 

マドゥロ大統領は、「制裁解除が交渉の前提条件」とし

ており、どちらが先に譲るかが問題になりそうだが、「今

後の選挙スケジュールの決定」だけであれば、マドゥロ

政権が先に譲ることは可能だろう。 

 

ただし、野党側が「段階的な制裁緩和」も望んだ場合、

交渉の成立は困難になるのではないか。 

 

「ベネズエラ人 ワクチン接種率８％」         

 

シモン・ボリバル大学の公共政治研究室と世論調査会社

「Delphos」は、２１年６月末時点でのベネズエラ国内

の Covid-１９ワクチン接種率に関する調査結果を公表

した。 

 

同調査は６月１３日～３０日にかけて、ベネズエラ主要

都市の成人男女１，２００人を対象に行った。 

 

同調査によると、６月末時点でベネズエラ人の６．９

６％はベネズエラ国内でワクチンを接種済み。また、外

国でワクチン接種を行ったという人が全体の１．０４％。 

 

つまり、ベネズエラのワクチン接種率は８％とした。 

 

ただし、年齢により接種率に大きな違いがあり、５０歳

以上のワクチン接種率は１９．６％と他の年齢層よりも

群を抜いて高かったという。 

 

次にワクチン接種率が多い年齢層は２５～３４歳で、１

０．６％。 

３５～３９歳は８．７％。 

１８歳～２４歳は６．２％との結果が出ている。 
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経 済                        

「マドゥロ大統領 近日中に新政策を発表           

   ～通貨切り下げ？人民元建ての融資？～」           

 

７月３０日 マドゥロ大統領は演説を実施。 

「近日中に、ボリバル通貨に関する新たな経済政策を発

表することになる。ボリバル・ペトロ・デジタル通貨・

ユーロ・人民元融資などだ。人民元建ての融資で経済を

活性化しよう。今はここまでしか言えない。」 

と言及した。 

 

７月２９日 マドゥロ大統領は、ベネズエラの国内製造

業を活性化するために外貨建て・デジタル通貨建ての融

資を許可するようロドリゲス副大統領に命じていた。 

 

また、ボリバル通貨の急激な価値下落を受けて、８月中

には通貨切り下げが行われるのではないかとの報道が

散見されている。 

 

マドゥロ大統領が発言した「新経済政策」は、これらの

内容になると考えられている。 

 

なお、マドゥロ大統領は 

「物価上昇の要因となっている８～１０の経済アクタ

ーを特定した。私は彼らに対して対応するよう命じた。

彼らは自分たちが安全だと思っているかもしれないが、

ベネズエラに害をなす者は全てが対処される」 

と発言している。 

 

「マドゥロ政権 大学職員と新給与で合意」         

 

マドゥロ政権の高等教育省と大学労働組合は、新たな給

料で合意をした。新給料は８月１日から有効になるとい

う。 

 

 

 

「Contrapunto」が公表した新給料表によると、一般労

働者の中で最も高いカテゴリーに属する人の給料は月

額 BsS.１７，３２０，１３５。現在の為替レートは１ド

ル BsS.４００万超なので、約４ドルになる。 

 

最も低いカテゴリーに属する人の給料は BsS.１１，９

００，０００。ドルに換算すると３ドル弱に相当する。 

 

管理職については、もう少し給料が高く、BsS.１４，１

３８，３９０（約３ドル）～BsS,３０，０３２，７７２

（約７ドル）。教授職は最大で BsS.４６，０６３，３１

１（約１０ドル超）となっている。 

 

 

 

（写真）Contrapunto 
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社 会                        

「麻薬栽培 コロンビアとベネズエラ国境に集中」           

 

国連の「薬物犯罪事務所（UNODC）」コロンビア支局

は、ベネズエラとコロンビアの国境が麻薬の世界的な栽

培地になっていると報告した。 

 

「ノルテ・デ・サンタンデールは、コロンビアで最も多

く麻薬が栽培されている地域で、栽培面積は４０，０８

４ヘクタールに及ぶ。」としている。 

 

また、コロンビアとエクアドルの国境でも麻薬の生産が

集中しており、麻薬の４０％は国境付近で栽培されてい

るとした。 

 

「ウィークリーレポート No.207」で、UNODC が公表

した「世界薬物報告書」について紹介した通り、栽培面

積は前年より減少したものの、生産効率が上がったため、

コカインの生産量は増加している。 

 

コロンビアは、ラテンアメリカ一の麻薬の栽培国で、

UNODC によると同国の麻薬栽培面積は２４．５万ヘ

クタール。生産量は年間１，０１０トンになるという。 

 

コロンビアで栽培された麻薬の一部はベネズエラを経

由して外国に輸出される。 

 

７月３１日 丁度、ベネズエラのリチャード・ロペス・

バルガス麻薬監督長が国内で押収した麻薬の量を公表

していた。 

 

バルガス麻薬監督長によると、２１年１月～７月の７カ

月で１８，９１３キロの麻薬を押収したという（筆者は

この量が多いのか、少ないのかはよく分からない）。 

 

 

 

「カラカス・マフィア コロンビアに移動か？」                  

 

６月からマドゥロ政権とカラカス・マフィアとの衝突が

続いている（詳細は「ウィークリーレポート No.208」

参照）。 

 

ここ１週間ほどは以前よりも沈静化しているが、今でも

メディアではマフィアグループの残党と軍・警察の小規

模な衝突が時々報じられている。 

 

７月３０日 カラカス・マフィア「Koki（Coqui）」のメ

ンバーとされる複数名がタチラ州の州都サンクリスト

バルで拘束された。 

 

「犯罪科学捜査班（Cicpc）」によると、拘束したマフィ

アのメンバーは、コロンビアに逃亡しようとしていたと

証言しており、カラカスの衝突がコロンビアの治安に影

響を与えることになるかもしれない。 

 

度々、報じられているが、ベネズエラの治安は、ここ１、

２年改善傾向にある。 

 

理由は、経済低迷により犯罪リスクに見合うほど資産を

持っている人が減少しており、犯罪者がコロンビアやブ

ラジルなど隣国に移住しているためと言われている。 

 

マドゥロ政権によるマフィア掃討作戦は、再び犯罪者を

他国に流すきっかけになるのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/88b92f0b85f4908cd11a60ff8b6bdf75.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a96833e9ba334b2aabb9e04783b78a4.pdf
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２０２１年７月３１日～８月１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ドゥケ大統領暗殺未遂事件 立案者の証言      

 ～家族に身の危険が及ぶことを恐れ、実行～」        

 

６月１５日 コロンビアとベネズエラの国境の町クク

タ（コロンビア側）の軍第３０基地で自動車が爆発し、

４４名が負傷する事件が起きた。 

 

また、この事件から１０日後の６月２５日には、ドゥケ

大統領が搭乗していたヘリコプターがククタで銃撃を

受けた（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」）。 

 

この事件の計画立案者として、コロンビアの退役軍人ア

ンドレス・フェルナンド・メディナ・ロドリゲス氏（通

称 Capi）、他 FARC 残党らが逮捕されている。 

 

本件については「ウィークリーレポート No.210」で詳

細を紹介しているが、コロンビアのメディア「Semana」

は、拘束後のメディナ氏の証言記事を公表しているので

その内容を紹介したい。 

 

メディナ氏は、計画の実行前に計画から離脱しようと考

えていたという。しかし、家族の身に危険が及ぶことを

恐れて計画を実行せざるを得なかったと証言。自身がし

たことを強く後悔していると述べているという。 

 

証言によると、軍を退役した後、シロ・ゴンサレス氏と

知り合ったという。 

 

シロ氏は、メディナ氏に対して FARC 残党の戦略指導

の仕事話を持ち掛け、メディナ氏はこの申し出を受け入

れた。それから数カ月間 FARC 残党を支援。６月１５日

に実行したククタの軍第３０基地の爆破事件に至った

という。 

 

 

メディナ氏は、ノルテ・デ・サンタンデール県（ベネズ

エラとコロンビアの国境の県）Teorama でパイロット

をしていたが、２０１５年６月にテロ攻撃を受けて負傷。 

 

右耳の聴覚を失い、骨折など身体的に大きな打撃を受け

て、１．７億ペソの賠償金と毎月２００万ペソの軍人年

金を受け取ることで合意し、２０１６年に軍を退役した

という。 

 

このような経緯からメディナ氏は、軍第３０基地で治療

を受けており、基地への出入りに特段の問題がなかった

という。 

 

コロンビア検察庁は、メディナ氏から押収した携帯電話

から、FARC３３部隊の John Mechas 氏から軍第３０基

地を爆破するよう命じられた履歴を発見したとしてい

る。 

 

なお、この記事では６月１５日のククタ第３０軍基地で

起きた爆破事件については経緯がしっかりと報じられ

ているが、６月２５日のドゥケ大統領襲撃事件について

は特に書かれていない。 

 

「旧国会議員の資産報告期限 ８月末まで延長」           

 

マドゥロ政権下で行政監督長を務めるエルビス・アモロ

ソ氏は、２０１５年に当選した旧国会議員らの資産報告

書の提出期限を８月末まで延長すると発表した。 

 

ベネズエラの法律では、国会議員および前年まで国会議

員だった者は行政監督庁に、資産報告書を提出しなけれ

ばならない。 

 

資産報告書を提出しない限り、１２カ月は公職選に出馬

することが出来ない決まりになっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/538c751f93f75b0ae2070f11e0ac667f.pdf
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アモロソ行政監督長は、２１年１月に資産報告書の提出

を求めていたが、マドゥロ政権を正当な政府と認めてい

ないグアイド政権議員らは行政監督庁への資産報告書

を拒否している。 

 

６月末に、資産報告書の提出期限を７月末まで延長する

と発表したが（「ベネズエラ・トゥデイ No.620」）、今回

改めて８月末まで延長したことになる。 

 

８月には与野党交渉が予定されており、交渉の進展によ

っては主要野党の議員らが選挙に参加するため資産報

告書を提出する可能性はありそうだ。 

 

なお、アモロソ行政監督長は、マドゥロ政権派閥の人間

ではなく、カベジョ PSUV 副党首の派閥の人間。基本的

に与野党交渉や野党の選挙参加を良く思っていないと

想像される。 

 

「墨オブラドール 米州機構の代替組織を提案」         

 

メキシコのロペス・オブラドール大統領は、現在の米国

とラテンアメリカ諸国との関係を変える必要があると

主張。 

 

「欧州連合（EU）」のような地域統合を目的とした組織

を結成し、「米州機構（OAS）」の代替組織にすることを

提案した。 

 

これに対して、アレアサ外相はオブラドール大統領の提

案を支持。１８２４年にシモン・ボリバルが掲げたグラ

ン・コロンビアの夢を実現させることを支持するとの見

解を示した。 

 

他、アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス大統領

も「人民グループ・フォーラム」で OAS を非難。 

 

 

「トランプ政権が発足してから、OAS はラテンアメリ

カ諸国の協議の場ではなくなった」と指摘。 

 

「OAS が行ったボリビア大統領選への介入を調査し、

裁きを下さなければならない」と訴えた。 

 

また、「OAS は役に立たない。根本的な問題はルイス・

アルマグロ事務局長にある。彼は米国の指示の元で多く

のことを行ってきた。」との見解を示した。 

 

ラテンアメリカにはコロンビア・ブラジルが米国の強い

味方として存在している。 

 

ドゥケ政権、ボルソナロ政権が存続する限り、両国が防

波堤として機能するので、ラテンアメリカ全体の対米国

方針が変わることはないだろう。 

 

ただし、コロンビアとブラジルは２０２２年に大統領選

が予定されている。ちなみに、米国との協調路線を維持

するチリも２１年後半に大統領選が行われる予定だ

（「ウィークリーレポート No.193」）。 

 

どの国も現政権が盤石な体制とは言い難く、左傾化の流

れに呑まれてしまうかもしれない。その場合、ラテンア

メリカの対米国方針は大きく変わる可能性もあるだろ

う。 

 

経 済                       

「Exxon Mobil ガイアナ海域で新鉱区を発見」            

 

Exxon Mobil は、ガイアナの沖合「Stabroek 鉱区」で新

たな原油埋蔵地帯を発見したと発表した。 

 

原油の埋蔵を確認したのは「Stabroek 鉱区」内の

「Whiptail」と呼ばれる地域だという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/89e221e83d7036b2a71db8840084ca43.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed7c0fab5cd3ca6a43989231818f18df.pdf
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Exxon Mobilは以前から同地域で原油採掘プロジェクト

を行っており、少なくとも６つ（潜在的には１０）のプ

ロジェクトは２０２７年には実用化するとしている。 

 

「Stabroek 鉱区」は、２６，８００立法 Km にわたる鉱

区で同鉱区の権益４５％を保有する Exxonmobil がオペ

レーターとして活動している。なお、残りの３０％は

「Hess」、２５％は「CNOOC」が保有している。 

 

社 会                       

「ベネズエラ 東京オリンピック初の金メダル     

    ～女子金メダルはベネズエラ史上初～」            

 

７月３１日、８月１日の２日間でベネズエラから３人の

選手がメダルを獲得した。 

 

最も注目を集めたのは、女子３弾飛びのジュリマル・ロ

ハス選手。ロハス選手は決勝戦で１５．６７メートルを

記録し、金メダルを獲得。 

 

１９９５年のスウェーデン選手が持っていたオリンピ

ック女子３弾飛び記録を１７センチ更新した。 

 

また、ベネズエラにとっては、オリンピック女子で史上

初の金メダル獲得者となる（男性含めて史上４人目の金

メダル獲得者）。 

 

ロハス選手は、「３弾飛びの女王」と呼ばれており、大

会前から金メダルの最有力候補としてメダル獲得が期

待されていた。リオオリンピックでは銀メダルだったが、

今回はプレッシャーを跳ね除け、金メダルを獲得したこ

とになる。 

 

 

 

 

 

 

（写真）Barcelona FC  ”ジュリマル・ロハス選手” 

 

「重量挙げ、自転車 銀メダル獲得」         

 

ロハス選手の他、７月３１日に２人の選手が銀メダルを

獲得している。 

 

７月３１日 重量挙げ男子９４キロ級でカラカス・

LaVega 地区生まれのケイドマル・ジョバーニ氏が総重

量３４８キロのバーベルを持ち上げ銀メダルを獲得し

た。 

 

７月２８日には重量挙げ男子７３キロ級でフリオ・マジ

ョラ氏も銀メダルを獲得しており、重量挙げの競技で２

名がメダルを獲得したことになる。 

 

また、７月３１日には自転車フリースタイルの競技でベ

ネズエラ人ダニエル・デアース氏が銀メダルを獲得した。 

 

残念なニュースが多いベネズエラだが、東京オリンピッ

クはベネズエラのメダル獲得者が多く、ポジティブなニ

ュースの多い一週間となっている。 

 

以上 


