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（写真）Oliber Fernandez 記者ツイッター “主要野党 １１月の州知事・市長選参加を正式に発表 
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２０２１年８月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 １０月末ワクチン接種７０％目標 

～６０歳以上 ５日から事前予約なしで接種～」 

「Sputnik V 到着ツイートを削除」 

「中堅政党 LCR 選挙不参加を改めて表明」 

経 済                     

「ベネズエラのデジタル通貨マイニング事業者」 

社 会                     

「７万ドルの現金輸送車強盗 犯人を逮捕」 

「タチラ国境の密輸 国軍は賄賂を受け取り容認」 

「メリダ州豪雨災害 ２歳児 奇跡の救出」 

２０２１年８月３１日（火曜） 

 

政 治                    

「主要野党 正式に選挙参加を発表 

～MUD から出馬する州知事候補も決定か～」 

「トーレアルバ元 MUD 統括 MUD 使用に難色」 

「ゲバラ氏 与党との共存の必要性を訴え」 

経 済                    

「２０２１年 外国仕送り３０億ドル？」 

「クラサオ PDVSA の資産売却停止要請を棄却」 

社 会                    

「パラリンピック 金２個、銀２個、銅 2 個」 

「PDVSA の資材盗難で１７名を逮捕」 
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２０２１年８月３０日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 １０末にワクチン接種７０％目標     

 ～６０歳以上 ５日から事前予約なしで接種～」       

 

マドゥロ政権の公式発表によると、８月３０日の Covid-

１９新規感染確認者数は１，２１８名。 

初めての感染確認から５３３日が経過し、これまでの合

計感染者数は３３万４，３４３名。 

 

また、３０日の Covid-１９感染を原因とする死者数は

１２名。これまでに４，０１０名が亡くなったことにな

る。 

 

なお、感染確認者の９５．４％は回復しており、現在も

感染中の患者数は３．４％に当たる１万１，３２３名（８，

０７５名が国営病院、３４３名が民間病院、２，９０５

名が統合診療センターに入院、自宅隔離０名）となって

いる。 

 

 

（写真）ベネズエラ保健省 

 

少し前には１日当たりの Covid-１９感染確認者数は１

０００名を下回る日が続いていたが、ここ数日はデルタ

株の影響か１，０００名を超える新規感染者が確認され

ている。 

マドゥロ政権のカルロス・アルバラード保健相は、「１

０月末までにワクチン接種率を７０％にする」との野心

的な目標を発表した。 

 

ワクチン接種を拡大させるための政策として、9 月５日

から６０歳以上の人は事前予約をすることなく、ワクチ

ン接種会場でワクチンを接種できるようにする。 

 

また、９月６日からは事前予約なしでのワクチン接種対

象者を５０歳以上に拡大するという。 

 

アルバラード保健相によると現在の１日当たりのワク

チン接種人数は１０万人とのことだが、３０万人まで増

やすという。 

 

また、特に感染者の増加が激しい地域（カラカス、ミラ

ンダ州、ヤラクイ州、ボリバル州、ヌエバエスパルタ州）

で優先的にワクチン接種を行うという。 

 

他、各市役所と協議し、各市にある市場（メルカード）

など人が集まりやすい場所の近くに簡易なワクチン接

種会場を設営し、ワクチン接種ができるようにするとい

う。また、ワクチン接種会場の受付時間を延長する。 

 

加えて、現時点でマドゥロ政権は４０歳以上の人しかワ

クチンの接種対象にしていないが、近いうちに接種対象

を３０～３９歳にまで拡大するという。 

 

１１月２１日に州知事選を控えており、マドゥロ政権と

しても与党候補の票を増やすためワクチン接種につい

ては積極的に取り組む可能性が高い。 
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「Sputnik V 到着ツイートを削除」         

 

ベネズエラで接種できるワクチンは主に中国製の

「Sinovac」「Sinopharma」とロシア製の「Sputnik V」

だが、「Sputnik V」については在庫不足が報じられてお

り、１度目の接種をしたが２度目の接種を受けられない

人も多い（「ベネズエラ・トゥデイ No.629」）。 

 

８月３０日 「ロシア直接投資基金」が出資するモスク

ワ の 団 体 「 Instituto Gamaleya de Epidemiología y 

Microbiología」は、ツイッターでベネズエラに「Sputnik 

V」が到着したと投稿した。 

 

このツイートは、ロシア系メディア「Sputnik News」な

どでも拡散されたが、その後「Instituto Gamaleya de 

Epidemiología y Microbiología」は、このツイートを削

除した。 

 

削除した理由は不明。また、「Sputnik V」が到着したと

のツイートの中に、どのくらいのワクチンが到着したの

かは書かれていなかった。 

 

なお、最近マドゥロ政権はワクチンの新規到着をテレビ

で発表しなくなっており、今回の「Sputnik V」到着につ

いても特段のアナウンスはしていない。 

 

「中堅政党 LCR 選挙不参加を改めて表明」                  

 

本号「主要野党 正式に選挙参加を発表」の通り、主要

野党は１１月の州知事選・市長選への参加を表明した。 

 

しかし、８月３０日 主要野党が組織した「統一プラッ

トフォーム」のメンバーに属する中堅野党「LCR」は、

選挙に参加しないと発表。「偽物の選挙を正当化する手

伝いはしない」と主張した。 

 

 

２１年７月に「LCR」は「１１月の選挙に参加するべき

ではない」とのスタンスを表明していたが、与野党協議

の進展を妨げないためか、ここ１カ月は沈黙を維持して

いた。 

 

今回の発表で、「LCR」は完全に主要野党と袂（たもと）

を分かつことになりそうだ。 

 

「LCR」はボリバル州のアンドレス・ベラスケス元知事

を党首とする政党。ボリバル州内では影響力が強い政党。 

「LCR」の選挙不参加により、野党候補がボリバル州で

当選するのは厳しくなりそうだ。 

 

また、今後「LCR」は急進野党グループに接近すること

になる見通し。主要野党は１１月の州知事選・市長選に

参加するが、選挙ボイコットの必要性を説くグループは

存続するだろう。 

 

経 済                        

「ベネズエラのデジタル通貨マイニング事業者」           

 

ベネズエラは電力供給が不安定な国だが、同時に電力が

異常に安い国でもある。 

 

カラカスに限らず、全国的にここ数カ月間、電力使用の

請求書が来ていない家庭は多い。つまり、「安い」とい

うより「無料」だ。 

 

この状況を利用し、デジタル通貨の「採掘（マイニング）」

がベネズエラで行われている。マイニングの役割は「仮

想通貨の新規発行」と「取引の承認」。 

 

コンピューターの電子計算機能を用いて「通貨の新規発

行」と「取引の承認」をサポートすることで作業報酬と

してデジタル通貨を得ることが出来る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/70e006f277180fc99bbc0933fdc622f1.pdf
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ただし、「マイニング」は多くの電力を消費するため、

電力の安い国で行われるのが一般的だ。 

 

そして、ベネズエラは電力の異常に安い国としてマイニ

ングに利用されている。 

 

AFP はベネズエラのデジタル通貨のマイニング作業場

を取材した記事を投稿した。 

 

マイニングを行う作業場では８０個のコンピューター

がフル稼働している。また、コンピューターが熱くなり

すぎないよう４つの空調設備が設けられている。 

 

各コンピューターが稼ぐ金額は１カ月で約１２５ドル。 

コンピューターが８０個あれば、毎月１万ドルを稼ぐこ

とになる。 

 

この作業場を運営する人物によると、１カ月の電気料金

は１０ドルもいかないという。 

 

なお、ベネズエラはインターネットの通信速度が遅い。

しかし、デジタル通貨の専門家アーロン・オルモス氏に

よると、マイニング作業にはそこまで通信速度は必要な

いという。 

 

ベネズエラではデジタル通貨は「デジタル通貨監督局

（Sunacrip）」が監督しており、マイニング業者は

Sunacrip に登録する必要がある。 

 

この作業場の運営者によると、この作業場は Sunacrip

に承認された正規のマイニング作業場だという。 

 

ベネズエラ政府として、同施設に安定的に電力を供給す

ることと引き換えに売り上げの一部のキックバックを

求めているということだろう。 

 

 

 

社 会                        

「７万ドルの現金輸送車強盗 犯人を逮捕」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.644」で、「BOD 銀行」に

７万ドル超の現金を運んでいた現金輸送車が警察に変

装した強盗グループに襲われ、現金を奪われたとの記事

を紹介した。 

 

本件について、「犯罪科学捜査班（CICPC）」は事件に関

与したとして「BOD 銀行」の安全管理部に所属してい

た Dixon Daniel Fernández Hernández 氏を逮捕したと

発表した。 

 

CICPC の調べによると、強盗に関与したのは１２名。 

名前が判明しているのは 

Richard Rafael Rodríguez Figueroa 氏 (31 歳) 

Roger José  González Bracho 氏(31 歳)。 

の２名。他の１０名は国外に逃亡したと報じられている。 

 

「タチラ国境の密輸 国軍は賄賂を受け取り容認」           

 

「第一正義党（PJ）」のカルロス・チャコン氏は、タチ

ラ州で横行している密売について訴えた。 

 

チャコン氏によると、タチラ州の密売には、マドゥロ政

権が任命した「タチラ州保護官」のフレディ・ベルナル

氏が関与しており、ベネズエラ国軍が賄賂を受け取るこ

とでコロンビアからの越境を容認しているという。 

 

チャコン氏によると、「不法な越境」をしているのは、

犯罪組織だけではない。農産物や玩具などベネズエラで

普通に売られる商品も賄賂を支払うことで越境してい

る。なお、賄賂の支払い額は、商品価格の５～８%だと

いう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f59e77f49fec3bdabd693fffc9929c92.pdf
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国境で横行している密輸について、チャコン氏は２０１

６年から検察庁に訴えを提出しているが、検察庁からの

回答はなく、調査も進んでいないという。 

 

「メリダ州豪雨災害 ２歳児 奇跡の救出」         

 

８月２３日～２４日にかけてメリダ州を襲った豪雨に

より少なくとも２０名が死亡。１７名の行方不明者が出

ていた。 

 

その中の一人だった２歳の女児イサベラ・ベランドリア

ちゃんが奇跡的に救助されたと報じられている。 

 

彼女の自宅には大木が倒れ、家が倒壊していたという。 

 

彼女は腕と首を骨折していたようだが、深刻な怪我はな

く、順調に回復しているという。 

 

 

（写真）Caraota Digital 

“救助されたイサベラ・ベランドリアちゃん” 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年８月３１日（火曜）              

政 治                       

「主要野党 選挙参加を正式に発表           

  ～MUD から出馬する州知事候補も決定か～」        

 

８月３１日 主要野党（「第一正義党（PJ）」「行動民主

党（AD）」「新時代党（UNT）」「大衆意思党（VP）」）に

加え、「キリスト教社会党（Copei）」ら中堅政党で構成

される「統一プラットフォーム」は、１１月２１日に予

定されている全国州知事選・市長選に参加する意向を正

式に発表した。 

 

２０１７年１０月の州知事選を最後に主要野党は実質

的に選挙へ参加していなかったが、４年近く続けた選挙

ボイコット方針に終止符を打ったことになる。 

 

出馬は各政党がバラバラで候補を擁立するのではなく、

「野党統一連合（MUD）」の看板で統一候補を擁立する。 

 

現地メディア「Noticiero Degital」は、内部関係者の情

報として、全国州知事選に出馬する各州の野党統一候補

について報じている。 

 

MUD から出馬するとされる各州の統一候補は以下の

通り。 

 

・カラボボ州: Enzo Scarano CC 

・ファルコン州: Jesús Eduardo Rico AD 

・ヌエバエスパルタ州: Alfredo Díaz AD 

・モナガス州: Piero Maroun AD 

・スクレ州: Robert Alcalá AD 

・アンソアテギ州: Barreto Sira AD 

・グアリコ州: Rafael Emilio Silveira AD 

・スリア州: Manuel Rosales UNT 

・ボリバル州: Raul Yusef UNT 

・アマゾナス州: Liborio Guarulla UNT 
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・アプレ州: Luis Lippa PJ 

・アラグア州: Richard Mardo PJ 

・コヘーデス州: Alberto Galíndez PJ 

・ポルトゥゲサ州: María B Martinez PJ 

・ミランダ州: Carlos Ocariz PJ 

・ラグアイラ州: José M Olivares PJ 

・バリナス州: Freddy Superlano VP 

・タチラ州: Fernando Andrade COPEI 

・ヤラクイ州: Biagio Pilieri CNV 

・メリダ州: Ramón Guevara AD 

 

トゥルヒージョ州 

デルタ・アマクロ州 

ララ州 

リベルタドール市長 

の統一候補についてはまだ決まっていない。 

 

出馬者の所属政党で見ると、現時点で AD が７名、UNT

が３名、PJ が６名、VP が１名、その他政党が３名とい

う配分になっている。 

 

特筆するべきはグアイド議長が所属する VP からの候

補が少ないことだろう。 

 

今回、主要野党として選挙参加を発表したが最後まで選

挙参加に難色を示したのは VP だと報じられている。実

際のところは現在も（フレディ・ゲバラ氏を除く）VP の

幹部らは選挙参加に納得していないものと思われる。 

 

また、アンソアテギ州、メリダ州の統一候補は現在も知

事を務めている人物。しかし、タチラ州のライディ・ゴ

メス知事（AD 所属）については主要野党の統一候補に

なっていない。 

 

２０２０年１２月に行われた国会議員選に参加するべ

きかを巡り、AD は２つに分裂しており、ゴメス知事は

参加した方の AD の統一候補として出馬している。 

 

率直に言って、ライディ・ゴメス州知事が当選する可能

性が高く、この州で主要野党が別の候補を擁立すること

は野党系知事を減らす可能性を高めるだけだが、両者の

折り合いが付かなかったと思われる。 

 

また、ララ州も２０１８年に大統領選に出馬したヘンリ

ー・ファルコン AP 党首を推薦するのが合理的な判断だ

と思うが、穏健野党に所属するファルコン候補を主要野

党が推薦できるかどうかは疑問。 

 

加えて、ララ州知事選には VP を除名され UNT に転籍

したルイス・フロリド氏が出馬を希望しており、彼が統

一候補になる可能性が高い。 

 

「トーレアルバ元 MUD 統括 MUD 使用に難色」           

 

主要野党は「MUD」の看板を使用し、州知事選・市長

選に参加することになったが、２０１５年当時 MUD の

代表を務めていたトーレアルバ氏は、主要野党が MUD

を使用することについてネガティブな認識を示した。 

 

トーレアルバ氏の主張を要約すると、「２０１５年当時

の MUD は野党が一丸となっていたが、今の状況で

MUD を使用しても勝利はできない」というもの。 

 

前述の通り、今の野党は、ヘンリー・ファルコン氏など

穏健野党を野党グループから除外しているし、極右系の

「ベネズエラ主導党（VV）」のマチャド党首から選挙参

加について強い非難を受けている。「LCR」も主要野党

を離れ、選挙に参加するべきではないと主張している。 

 

この状況を受けて有権者も野党に対して失望している。

「団結」と「国民の期待」いう観点で２０１５年当時と

かなり違っており、与党側に勝てないという見立ては的

外れなものではないだろう。 
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「ゲバラ氏 与党との共存の必要性を訴え」         

 

前述の通り、主要野党４党の中で「大衆意思党（VP）」

は特に選挙参加に懐疑的なスタンスを示している。 

 

しかし、VP の中で最も選挙参加を支持しているのがフ

レディ・ゲバラ氏だ。 

 

ゲバラ氏は７月１２日に拘束されたが、与野党交渉が行

われた後に解放されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.625」「No.640」）。 

 

また、７月に拘束される以前は２０１７年１１月～２０

年９月までチリ大使公邸に匿われていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.496」）。 

 

マドゥロ政権から迫害を受けてきたゲバラ氏だが、メデ

ィアの取材で与党との共存の必要性を説いた。 

 

「私は独裁者に長い間、自由を奪われた。私はこの悪意

のサイクルを止めなければならないと確信している。 

 

長い間、どちらかの強い方が他者を追い出せると考えて

いた。また、別のグループが強くなれば他社を排除する

と考えていた。 

 

私は排他的なやり方を辞めて他者と共存をしなければ

いけないと考えている。VP はファシスト的でテロリス

ト的な政党であることを放棄する。」 

と述べた。 

 

これまでの主張を１８０度転換するような発言に疑問

や非難を投げかける意見は多いが、個人的にはベネズエ

ラの将来のためには必要な発言と思われる。 

 

 

 

ただ、与野党協議で主要野党の方向性が変わったとはい

え、マドゥロ政権に拘束された後にここまで主張が変わ

ったことに違和感を覚えるのは筆者も同じだ。 

 

また、自分たちの政党を「ファシスト的でテロリスト的」

と表現したことも意外だ。拘束されている間、ゲバラ氏

に何があったのか気になるところだ。 

 

いずれにせよ、全体の方向性からみて VP の今後のかじ

取りはフレディ・ゲバラ氏が担うことになりそうだ。 

 

経 済                       

「２０２１年 外国仕送り３０億ドル？」            

 

ベネズエラで両替サービスを提供している「Zoom Casa 

de Cambio」のセサル・アテンシオ社長は、「Union Radio」

に出演し、ベネズエラの送金事情について語った。 

 

アテンシオ社長によると、２０２１年は同社が扱う送金

だけでも１２億ドルになるという。 

 

ただし、送金は非公式なやり方で行われている部分が多

く、２０２１年の外国からの送金額は年間で３０億ドル

になるのではないかとの見解を示した。 

 

なお、１回の送金額について同社が扱っている中で最も

多い金額は８０～９０ドル程度だという。 

 

「クラサオ PDVSA の資産売却停止要請を棄却」         

 

クラサオ・アルーバ・ボナイレ裁判所は、PDVSA が申

し立てしていた同島製油所・ターミナルにある PDVSA

在庫の売却停止要請を棄却した。 

 

PDVSA は２０１９年１２月末までクラサオの製油所を

レンタルしていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c2c2ec2df5617a62df02bd5455a5456.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
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この契約は２０００年に締結したもので、２０１９年１

２月末まで毎年２，０００万ドルを支払うことになって

いた。 

 

しかし、米国の制裁を受けてクラサオ製油所は機能停止

になり、PDVSA はレンタル料を滞納していた。 

 

これを受けて、２０２０年にクラサオ裁判所が同島の製

油所に残っている設備や原油在庫をもって債権を回収

できると決定。既にかなりの原油在庫が第三者に競売で

売却されている。 

 

この状況について、PDVSA はクラサオ裁判所に決定を

撤回するよう申し立てをしていたが、この申し立てが棄

却されたという。 

 

社 会                       

「パラリンピック 金２個、銀２個、銅２個」            

 

パラリンピックでベネズエラは多くのメダルを獲得し

ている。前号「ベネズエラ・トゥデイ No.645」の時点

で２個（銀１個、銅１個）のメダルを獲得していたが、

新たに４個のメダルが加わった。 

 

金メダルは１００メートル走女子（T47＝障害の種類や

重度を示す）のリスベリ・ベラ選手。記録は１１．９７

秒。また、１００メートル走女子（T11）のリンダ・ペ

レス選手も金メダルを獲得した。記録は１２．０５秒。 

 

ベラ選手は４００m 走でも銀メダルを獲得しており、１

つの大会で２つのメダルを獲得した選手は彼女がベネ

ズエラ史上初になる。 

 

また、男子４００ｍ走（T２０）で、ルイス・フェリペ・

ロドリゲス選手が銀メダルを獲得。記録は４７．７１秒。 

 

 

また、女子４００m 走（T12）でアレハンドラ・ペレス

選手が銅メダルを獲得した。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“リンダ・ペレス選手（左）、リスベリ・ベラ選手（右）” 

 

「PDVSA の資材盗難で１７名を逮捕」         

 

与党系メディア「Ultimas Noticias」が軍関係者から得た

情報によると、軍は PDVSA 資材を盗難したグループ１

７名を拘束したという。 

 

報道によると、モナガス州プンタ・デマタにある PDVSA

の関係会社「Vaporesu Monagas」の工場のバルブ管１

０個（３００キロ）を盗難しようとした罪で１０名が逮

捕された。 

 

また、アラグア州マトゥリンでも PDVSA の資材が大量

に見つかり、これらの資材を隠していた３名が逮捕され

た。同じくマトゥリンで鉄材５００キロを盗難したとし

て３名が逮捕された。 

 

他、アラグア州プンセレス市にて「Petroquiriquire」の

鉄材を盗難した罪で１名が逮捕された。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/530b5128d7181efc5d01c23a2fad13dd.pdf

