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（写真）カプリレス元知事 “カプリレス元知事（青いシャツの男性）与野党協議の野党代表を発表” 

 

 

２０２１年８月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「ICC ベネズエラの人権侵害報告書公表 

～人道に対する罪を犯したと認識できる～」 

「墨・ノルウェー政府 正式な協議は８月末から」 

「カプリレス元知事 野党の協議参加者を発表 

～野党 カプリレス元知事に指揮権移ったか～」 

「グアニパ PJ 幹事長 在コロンビア大使を辞任」 

経 済                     

「Conviasa メキシコ便 電気問題で帰国」 

社 会                     

「大雨 カラカス、アンソアテギ州で浸水被害」 

２０２１年８月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 選挙スケジュールを決める 

～今回の協議は合意できる可能性が高い～」 

「ハイチ モイーズ大統領暗殺事件 新情報」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 少額貨幣の発行を求める 

～0.25、0.5 ボリバル・デジタル発行か～」 

「アンソアテギ 肥料工場の稼働再開？」 

「OPEC ７月の産油量は日量５１．２万バレル」 

社 会                     

「CLAP 販売頻度・食料品の量が減少」 
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２０２１年８月１１日（水曜）             

政 治                       

「ICC ベネズエラの人権侵害報告書公表        

  ～人道に対する罪を犯したと認識できる～」       

 

８月１１日 「国際刑事裁判所（ICC）」は、フトウベン

ソーダ元検事が作成したベネズエラの人権侵害報告書

を公表した。 

 

報告書は１０ページのボリュームで、その内容は 

「２０１７年４月以降、ベネズエラの警察・軍・与党支

持者らが人道に対する罪を犯したと認識できる事象が

起きた」というもの。 

 

ベンソーダ元検事は、マドゥロ政権の人権侵害について

の調査を担当していた。 

 

しかし、２１年６月に任期が満了し、イギリス人弁護士

の Karim Khan 氏がこの問題を引き継いでいる（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.614」）。 

 

今回、公表された報告書は前任のベンソーダ検事（当時）

が辞任した２０２１年６月１５日に作成し非公式な資

料で、Khan 氏への引継ぎを目的に作成された資料のよ

うに見えるが、今回、どのような背景からこの報告書が

公表されたのかは定かではない。 

 

特に意外な話ではないが、少なくとも ICC は、「マドゥ

ロ政権が人道に対する罪を犯した」という前提で調査を

進めており、この報告書が正式に発表される日が遠くな

いことを意味しているのだろう。 

 

この報告書が公表されたことを受けて、コロンビアのド

ゥケ大統領が ICC の取り組みを称賛。引き続き独裁政

権への非難を続けると主張した。 

 

これに対して、アレアサ外相が反応。 

人道に対する罪を犯したのは、ドゥケ政権とウリベ政権

であると反論。報告書の内容は修正される必要があると

主張した。 

 

なお、米国政府は８月１３日から始まる予定の与野党交

渉に水を差すことを懸念してか今回の報道について特

に声明を発表していない。 

 

「墨・ノルウェー政府 正式な協議は８月末から」         

 

８月１１日 ノルウェー外務省は、「マドゥロ政権と統

一プラットフォーム（グアイド政権のこと）との交渉に

関する検討が最終段階に入っており、メキシコで協議が

始まる」と発表した。 

 

ノルウェー政府は、２０１９年から与野党交渉の仲裁国

として活動しており、今回の協議でも国際社会の立場で

中心的な役割を担うことになる。 

 

また、メキシコの Marcelo Ebard 外相も同様の内容をツ

イッターで発表。 

 

加えて、与野党協議自体は８月１３日から始まるようだ

が、２週間ほどは正式な協議の前の事前交渉を行うよう

で、正式に与野党協議が始まるのは８月３０日からにな

る予定だという。 

 

つまり、８月３０日から本格的な協議が始まるため、最

終合意は９月以降にずれ込むことになりそうだ。 

 

１１月に州知事選・市長選が予定されているが、協議の

進展状況によっては実施を遅らせる可能性もありそう

だ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
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「カプリレス元知事 野党の協議参加者を発表     

 ～野党 カプリレス元知事に指揮権移ったか～」        

 

８月１１日 「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリ

レス元ミランダ州知事は、記者会見を実施。 

 

８月１３日からメキシコで始まる与野党協議について

支持を表明。 

 

協議には野党から「第一正義党（PJ）」のトマス・グア

ニパ幹事長、「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサ

レス氏が参加すると発表した。 

 

また、憲法で定められたベネズエラ国民の権利を行使す

るため、１１月の全国州知事選・市長選に投票するよう

呼び掛けた。 

 

また、「仮にイレギュラーがあれば今の CNE 役員が抗

議の声を上げる」と現在の CNE 役員を擁護した。 

 

これは大きな転換なのかもしれない。 

 

グアイド議長のツイッターを見る限り、彼は今回の協議

で野党から誰が参加するのかを発表していない。野党の

協議参加者が誰になるかを発表したのは、カプリレス元

知事だった。 

 

来年以降、グアイド議長が野党のリーダーを続けること

は現実的には難しく、マドゥロ政権との協議と選挙参加

を志向するカプリレス元知事が野党の代表に代わる可

能性が以前から指摘されていた。 

 

今回の発表を転機に野党の指揮権がカプリレス元知事

に徐々に移っていく可能性はありそうだ。 

 

 

 

なお、カプリレス元知事の現状認識と方針については

「ウィークリーレポート No.163」を確認されたい。 

 

彼は「グアイド暫定政権」について「存在しない政府」

と指摘。政権交代ではなく、ベネズエラ国民の生活改善

に主眼を置くべきとの立場を取っている。 

 

カプリレス元知事が野党の指揮権を取るのであれば、

（即座の政権交代の可能性はないが）制裁緩和が予見さ

れ、中長期的には選挙参加による政権交代も見えてくる

ことだろう。 

 

なお、野党の状況について全体像を知りたい場合は「ウ

ィークリーレポート No.200」を参照されたい。 

 

「グアニパ PJ 幹事長 在コロンビア大使を辞任」                  

 

８月１１日 カプリレス元知事が発表した通り、PJ の

トマス・グアニパ幹事長が与野党協議に参加すると発表

した。 

 

以下は、グアニパ幹事長が協議参加を宣言した時のツイ

ッターの投稿。 

「本日、第一正義党はカプリレス氏を通じて、金曜から

メキシコで始まる交渉で民主的な同盟の交渉代表にな

るよう私に命じた。」 

とツイートしている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd001635e78a255d7fe418cc3748cb11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd001635e78a255d7fe418cc3748cb11.pdf
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「カプリレス元知事 野党の協議参加者を発表」でも指

摘したが、このツイートを見る限り、野党のボスがカプ

リレス氏に代わっているような印象を受ける。 

 

同時にグアニパ幹事長は、現在グアイド政権で務めてい

る「在コロンビア・ベネズエラ代表大使」という役職を

降りると発表した。 

 

協議に参加するにあたり、在コロンビア・ベネズエラ代

表大使の役職を辞任する必要性は特にないだろう。 

 

つまり、グアイド議長が掲げてきた「暫定政権」という

スタンスを撤回しようとしているのかもしれない。 

 

 

（写真）トマス・グアニパ PJ 幹事長 

 

経 済                        

「Conviasa メキシコ便 電気問題で帰国」           

 

マイケティア国際空港を出発し、メキシコの Toluca に

向かったベネズエラ国営航空会社「Conviasa」の飛行機

（MD82）が電気回線の故障を理由に、マイケティア空

港に戻ってきたと報じられた。 

 

 

 

同飛行機の乗客は１６名。 

彼らは別の飛行機に乗り換えて Toluca に向かったとい

う。 

 

「Conviasa」はベネズエラと外国をつなぐ数少ない航空

会社だが、問題が度々起きている。リスクを考えると同

社の飛行機はあまり利用しない方が良いだろう。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

社 会                        

「大雨 カラカス、アンソアテギ州で浸水被害」           

 

８月１１日 ベネズエラで広範囲にわたる強い雨が降

った。この豪雨により、首都カラカス、アンソアテギ州

などで洪水被害が起きた。 

 

アンソアテギ州では、オリノコ川が氾濫。 

「Las Minas」「Juan Pedro」「Tineo」「El Remanso」な

どで被害が出た。アンソアテギ州インデペンデンシア市

のカルロス・ビダル市長は、川の氾濫により６００世帯

が避難したと発表。避難した住民に食料や水を配給する

とした。 

 

カラカスも豪雨で道が浸水している（次ページ写真）。 

マドゥロ大統領は、この洪水で家を失った被害者に対し

て家を提供するよう指示した。 
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（写真）Reporte Ya 

 

２０２１年８月１２日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 選挙スケジュールを決める     

  ～今回の協議は合意できる可能性が高い～」        

 

８月１２日 マドゥロ大統領は野党との協議について、 

「私は、ベネズエラ国民が自国の問題を自国で解決する

ための対話に参加する。この対話では、確定した選挙ス

ケジュールを決めることになる。」 

と発言。 

 

野党が交渉の第一目標に掲げている選挙スケジュール

の設定について合意する意思を示した。 

 

また、与党の交渉代表としてホルヘ・ロドリゲス国会議

長を全権特使として派遣すると発表。 

 

マドゥロ大統領の息子であるニコラス・マドゥロ・ゲラ

氏も交渉に派遣するとした。 

 

米国のシンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントン事務

所」の Geoff Ramsey 氏は、「El Nacional」の取材で今回

の与野党協議について過去の協議とは違うと指摘して

いる。 

 

 

Ramsey 氏は、これまでドミニカ共和国、バルバドスで

行われてきた与野党協議での「全部合意できなければ何

も合意しない」という考えを諦めたと指摘。 

 

また、バイデン政権は今回の交渉プロセスについて米国

が介入することを控え、ベネズエラ国内で解決すること

を支持していると指摘。 

 

ベネズエラの与野党が現実的な合意点を探ることが可

能との見方を示した。 

 

「ハイチ モイーズ大統領暗殺事件 新情報」           

 

コロンビアの「El Tiempo」は、ハイチのモイーズ元大

統領暗殺事件の新情報を報じた。 

 

「El Tiempo」によると、当初モイーズ大統領は６月２

０日にハイチの首都ポルトー・プランスの空港で拘束さ

れる予定だったが、途中で予定が変更され、７月７日に

延期されたという。 

 

また、マイアミの「CTU Security」の本社を捜索し、情

報を分析した結果、この計画には FBI の情報提供者が

積極的に関わっていたという。 

 

他、今回の計画を実行するために「CTU Securty」と

「Worldwide Capital」（サノン容疑者が計画していたイ

ンフラ計画への投資を検討していたエクアドル人の会

社）が、合計８６万５，３６７ドルを支出していたと報

じた。 

 

この支出はモイーズ大統領の自宅にある資産から回収

しようとしていたと思われる。 
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今回の暗殺事件でロジスティクスを担当し、暗殺実行部

隊を側面から支援していた Joseph Felix Badio 氏（逃亡

中）は、モイーズ大統領の寝室にある２つの黒いケース

の中に４，５００万ドルの現金が隠されていると述べて

いたという。そして、この４，５００万ドルのうちの１，

８００万ドルは暗殺部隊が山分けできることになって

いたという。 

 

また、拘束された実行犯の多くは「モイーズ大統領の拘

束が目的だった」と証言しているが、モイーズ大統領が

暗殺される１日前の７月６日に実行犯の一人、ヘルマ

ン・リベラ氏から「モイーズ大統領を暗殺すると聞かさ

れていた」との証言があるようだ。 

 

つまり、実行犯は事件当日にはモイーズ大統領を暗殺す

ることを知っていた可能性があるという。 

 

なお、事件後２週間が経過した時点の情報だが、ハイチ

大統領暗殺事件については「ウィークリーレポート

No.209」で紹介している。 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 少額貨幣の発行を求める      

  ～0.25、0.5 ボリバル・デジタル発行か～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.635」で紹介した通り、１

０月１日から新通貨「ボリバル・デジタル」が使用され

ることになる。 

 

「ボリバル・デジタル」という名前だが、貨幣・紙幣は

流通する。 

 

現在のところ、貨幣は１ボリバル・デジタルのみ。 

 

１ボリバル・デジタル以降は紙幣で、 

５ボリバル・デジタル札 

 

１０ボリバル・デジタル札 

２０ボリバル・デジタル札 

５０ボリバル・デジタル札 

１００ボリバル・デジタル札 

の５種類が流通する予定。 

 

８月１２日 マドゥロ大統領は少額貨幣を作るべきと

コメント。 

 

中央銀行に対して、０．２５ボリバル・デジタル、０．

５ボリバル・デジタルの貨幣を作るよう提案した。 

 

この提案を受けて、２つの貨幣も新たに登場する可能性

がある。 

 

ただし、０．５ボリバル・デジタルは現在の価値で約１

２円。０．２５ボリバル・デジタルは６円程度になる。 

 

ボリバルの価値がどんどん下がることを踏まえれば、１

０月１日の時点ではほとんど価値のないものになるだ

ろう。 

 

貨幣を鋳造するのは紙幣よりも原材料がかかるため、費

用対効果としてはかなり悪いものになってしまうそう

だ。 

 

「アンソアテギ 肥料工場の稼働再開？」         

 

８月１２日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

はアンソアテギ州「G/D José Antonio 石油化学コンプ

レックス」の肥料工場「Fertilizantes Oriente」を視察。 

同工場の再稼働を発表した。 

 

同工場では尿素、アンモニアなどが生産されるという。 

同工場で生産される肥料の９３％は国内の農産物生産

のために使用されるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c445bd2ec803c46f59977d0c3df794b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c445bd2ec803c46f59977d0c3df794b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7e0d23cf1eac376a210da814f90a07d6.pdf
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「OPEC ７月の産油量は日量５１．２万バレル」         

 

８月１２日 OPEC は加盟国の２１年７月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、７月のベネ

ズエラの産油量は日量５１．２万バレル。先月から日量

２．６万バレル減少したとした。 

 

また、ベネズエラ政府が OPEC に報告した７月の産油

量は日量６１．４万バレル。先月よりも日量１．９万バ

レル減少したと発表した。 

 

表： OPEC 加盟国産油量（第３者調べ） 

 
 

表： OPEC 加盟国産油量（加盟国の報告） 

 
（写真）OPEC 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「CLAP 販売頻度・食料品の量が減少」            

 

非 政 府 系 団 体 「 Ciudadania en Accion 」 の Edison 

Archiniegas 代表は、２０２１年前期の CLAP の食料配

給が２８％の国民にしか届いていないと発表した。 

 

CLAP はマドゥロ政権が行っている食料販売プログラ

ム。CLAP の食料品セットは、一般の市場価格よりも安

い価格で買うことが出来る。 

 

Archiniegas 代表によると、２０２１年１月には約２１

０万世帯に CLAP の食料品が販売されていたが、２１

年７月は１８０万世帯しか CLAP が販売されていない

とした。 

 

また、CLAP の販売頻度が減っただけではなく、セット

に入っている食品の量も減少したという。 

 

Archiniegas 代表によると、現在の CLAP セットの重量

は５．７キロ。以前は８．７キロだったという。 

 

昔は食用油、マヨネーズ、ツナ缶、粉ミルクなどが入っ

ていたが、今の CLAP には入っていないと訴えた。 

 

 

以上 

 

 


