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（写真）Sputnik V 公式ツイッター “マドゥロ政権 民間セクターによるワクチン調達を承認か” 

 

 

２０２１年５月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「エクアドル ルッソ大統領が就任 

～ベネズエラからロペス党首・ボルヘス幹事長～」 

「マドゥロ大統領 ２７日にグアイド政権と協議 

～ミランダ州知事候補について検討する～」 

「グアイド政権 Telesur Libre 開設」 

経 済                     

「タチラ コロンビア・コーヒーの購入を禁止」 

「Laser Airline 機体不具合で緊急着陸」 

社 会                     

「カラカスで治安維持部隊とマフィアが衝突」 

２０２１年５月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「マチャド VV 党首 インタビュー 

～選挙に参加する＝暫定政権は存在しない～」 

「離反与党グループ 罷免投票プロセスを開始」 

「国民の大多数はディーゼル燃料の制裁に反対」 

「マドゥロ政権 民間のワクチン調達を許可？」 

経 済                    

「Sinovensa 原油混合作業を再開、産油量回復」 

社 会                     

「マドゥロ大統領 １０月の学校再開に言及」 

「ラグアイラ 隔離緩和週はビーチを解放」 
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２０２１年５月２４日（月曜）             

政 治                       

「エクアドル ルッソ大統領が就任             

 ～ベネズエラからロペス党首・ボルヘス幹事長～」       

 

５月２４日 エクアドルでギジェルモ・ルッソ氏の大統

領就任式が行われた。 

 

大統領就任式には、ブラジルのボルソナロ大統領、コロ

ンビアのドゥケ大統領、チリのピニェラ大統領、スペイ

ンのフェリペ６世が出席した。 

 

ルッソ新大統領は、ベネズエラの大統領をグアイド暫定

大統領と認識しており、就任式に出席したのはグアイド

政権関係者。 

 

 

（写真）ラウラ・ダ・ロサ記者 

 

（写真）フリオ・ボルヘス幹事長 

グアイド議長はベネズエラから出ることができないた

め「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と妻

のリリアン・ティントリ氏が出席。 

 

また、「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス幹事長が

出席した。 

 

エクアドルはレニン・モレノ前大統領の頃から、グアイ

ド政権を支持していたが、ルッソ新大統領の就任により

これまでよりもグアイド政権支持色が強くなると思わ

れる。 

 

「マドゥロ大統領 ２７日にグアイド政権と協議     

   ～ミランダ州知事候補について検討する～」         

 

５月２４日 マドゥロ大統領は、１１月に予定されてい

る州知事選・市長選について言及。 

 

与党は既に同選挙に出馬する候補者がおおよそ出そろ

っていると言及。最終的な決定のため、与党内で協議を

進めるよう命じた。 

 

また、グアイド政権が発表した「国家救済合意」の提案

についても言及。今週木曜（つまり、５月２７日）に、

フランシスコ・トーレアルバ議員（与党議員）が、「大

衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏と協議すると説

明。 

 

「この協議でゲバラ氏は、ミランダ州知事候補の出馬者

について提案する」と説明した。 

 

この発言に対して、ゲバラ氏はツイッターで事実ではな

いと発表。「グアイド政権の国家救済合意は、国を救済

するためのものであり、候補者を得るためのものではな

い。マドゥロ政権との全ての交渉は私が含まれる。」 

と反論した。 
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グアイド政権は「国家救済合意」を宣言し、マドゥロ政

権との交渉を開始する意向を示したが、グアイド政権側

の対話窓口は発表されていない。 

 

一方、グアイド議長が「国家救済合意」を宣言してから

フレディ・ゲバラ氏が度々メディアに登場するようにな

っている。 

 

今回の「マドゥロ政権との全ての交渉は私が含まれる」

との発言からも、グアイド政権側の交渉窓口はフレデ

ィ・ゲバラ氏になる可能性は高そうだ。 

 

ただし、ゲバラ氏が交渉窓口になるということは主要野

党の中で「大衆意思党（VP）」が引き続きかじ取りを続

けることを意味する。VPが掲げてきた方針は、グアイ

ド政権下で袋小路に入っており、この方針を維持するな

らばマドゥロ政権と合意に至る可能性はないだろう。 

 

一方、米国政府はグアイド政権の暫定政府認識を１２月

１日で停止するとの噂もある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.602」）。 

 

６か月後になってしまうが２２年１月の暫定大統領の

更新の際には別の人物が暫定大統領になる可能性もあ

るのかもしれない。 

 

「グアイド政権 Telesur Libre 開設」                  

 

５月２４日 グアイド議長は「Telesur Libre」の開設を

発表した。 

 

「Telesur」は、２００５年に故チャベス元大統領の呼び

かけで南米各国の政府が出資して設立された多国籍メ

ディア。本社はカラカスにある。 

 

 

 

ブラジルのルラ大統領、アルゼンチンのフェルナンデス

大統領、エクアドルのコレア大統領など、南米に左派政

権が多いときに設立したメディアで、現在も反米左派的

な報道を行っている。 

 

現在の南米の政治方針は当時と大きく異なっており、現

在はマドゥロ政権が「Telesur」を私物化したような状態

になっている。 

 

この状況に対抗し、４月１７日にグアイド議長は

「Telesur 再構築委員会」に Telesur を取り戻すための

活動を継続するよう要請。今回の「Telesur Libre」は、

その結果を受けたものと思われる。 

 

ただし、グアイド政権が運営する「Telesur Libre」が事

実を報道するのかと言えば疑問だ。 

 

あくまでグアイド政権にとって都合の良い情報を報じ

るだけであり、グアイド政権にとってマイナスになるよ

うな記事は報じない。結局のところ「独立・中立・公平」

なメディアではない。 

 

その意味では、マドゥロ政権が運営している「Telesur」

と変わらないだろう。 

 

 

（写真）Telesur Libre 公式サイト 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7909596fb1232d0366fd04487d5b2382.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7909596fb1232d0366fd04487d5b2382.pdf
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経 済                        

「タチラ州 コロンビア・コーヒーの購入を禁止」           

 

マドゥロ政権が任命したタチラ州護民官のフレディ・ベ

ルナル氏は、タチラ州でのコロンビア産コーヒーの販売

を１５日間禁止する措置を発表した。 

 

この期間、タチラ州にあるお店ではコロンビア産コーヒ

ーが販売できなくなる。仮に販売を続けている店舗があ

れば没収の対象になるとした。 

 

コロンビア産コーヒーの販売を禁止する理由は、ベネズ

エラ産コーヒーの販売を促進するため。また、コロンビ

ア産コーヒーは「品質が悪い」とした。 

 

ただし、ベネズエラ産コーヒーが需要を満たせるほど国

内に供給されているかと言えば、そんなことはない。 

 

経済危機・ディーゼル燃料不足の影響を受けているのは

コーヒー産業も同様で、収穫量も品質も落ちているとい

う。 

 

「全国農業組合（Fedeagro）」でコーヒー分野を担当す

るビセンテ・ペレス氏は今季のコーヒー収穫は過去最低

だったと言及。 

 

１８００年当時、ベネズエラは約８０万キンタル（１キ

ンタルは４６キロ、つまり８０万キンタルは３．６８万

トン）のコーヒーが収穫できていたが、現在は３８万キ

ンタル（１．７５万トン）まで減少したと説明。 

 

また、コーヒー豆を乾燥するプロセスではディーゼル燃

料を使用する機械を使っているようだが、ディーゼル燃

料不足により機械が使用できず、コーヒーの香りが悪く

なっているという。 

 

 

「Laser Airline 機体不具合で緊急着陸」         

 

５月２４日 カラカスからポルラマル（ヌエバ・エスパ

ルタ州のマルガリータ島）に向かったベネズエラ航空会

社「Laser Airline」が機体の不具合でマイケティア国際

空港に緊急帰還した。 

 

事件後「Laser Airline」は、具体的に機体のどの部分に

不具合があったのかは説明しなかったが、機体の不具合

により緊急帰還したと発表した。 

 

なお、今回の緊急着陸での死者・けが人などは報告され

ていない。 

 

社 会                        

「カラカスで治安維持部隊とマフィアが衝突」           

 

５月２４日 カラカスの La Vega 地区で治安維持部隊

とマフィア団の衝突が起き、一般人少なくとも３名が負

傷。１名が死亡した。 

 

報道によると、カラカス警察、特別機動部隊（Faez）、

対組織犯罪局（DCDO）などが、マフィア団（El Coqui、

El Vampi、Garbis など）と衝突していたという。 

 

マフィア団は手りゅう弾を使用するなどして応戦し、La 

Vega 地域は混乱に陥ったという。 

 

（写真）El Estimulo “抗争が起きた La Vega 地域” 
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２０２１年５月２５日（火曜）              

政 治                       

「マチャド VV 党首 インタビュー           

 ～選挙に参加する＝暫定政権は存在しない～」        

 

フレディ・ゲバラ氏は、現地メディア「El Pitazo」の取

材に応じ、グアイド政権の「国家救済合意」について説

明。 

 

グアイド政権と方針が異なるカプリレス元知事とマチ

ャド党首について、「国家救済合意」に加わることを望

んでいるとの見解を示した。 

 

カプリレス元知事は、グアイド政権が発表した「国家救

済合意」を支持する意向を示しており、グアイド政権と

の対立を激化させる意思はないようだ（「ベネズエラ・

トゥデイNo.603」）。 

 

一方、マチャド党首は、ウェブメディア「VPItv」の取

材に応じ、「国家救済合意」を拒絶する意思を改めて示

した。 

 

「私にとって「国家救済合意」が何を目的としているの

かはっきりしていない。彼らは政権との共存を計画して

いるのか？次の選挙への参加を企てているのか？ 

仮に現在の CNE役員を認めるのであれば、それは暫定

政権が存在しないことを認めることを意味する。」 

と指摘した。 

 

現在の CNE 役員が運営する選挙に参加するとしたら、

それは与党国会が任命した CNE役員をグアイド政権が

認めることを意味する。 

 

これは与党国会の正当性を野党国会が認めていること

を意味するため、野党国会が任命したグアイド暫定政権

は存在しないことになるという理論だ。 

 

また、 

「ベネズエラ国民が望んでいるのは政治方針の誠実さ

だ。ここでは真実を語らなければいけない。政治家たち

の間違った方針がベネズエラに死者をもたらしている。」 

と訴えた。 

 

他、カプリレス元知事のスタンスについて聞かれると 

「人は屈服する権利がある。疲弊し、これ以上戦うこと

はできないと考える権利を尊重する。特定のタイミング

で何らかの決断をするのは個人の問題だ。 

 

しかし、国民・社会に対して屈服するよう求めるような

政治家はリーダーになる資格はないと考えている。」 

とコメントした。 

 

「離反与党グループ 罷免投票プロセスを開始」           

 

故チャベス政権時代はチャベス大統領を支持していた

が、マドゥロ政権下で与党を離反したニックメル・エバ

ンス氏は、マドゥロ大統領の罷免を求めるプロセスを開

始すると発表した。 

 

ベネズエラの憲法では、大統領の任期の半分を過ぎた時

点で解任を国民に問うための「罷免投票」の実施を求め

ることができる。 

 

マドゥロ大統領の現在の任期は、２０１９年１月からな

ので、２０２２年１月が、大統領就任から３年に当たる

はずだが、エバンス氏は「マドゥロ大統領が大統領就任

を宣誓したのは２０１８年５月２４日の可能性がある」

との見解を示した。 

 

１８年５月２４日は、１８年５月２０日の大統領選を受

けて、マドゥロ大統領が制憲議会に出席し、大統領再任

を宣誓した日である（「ベネズエラ・トゥデイNo.141」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413bc9f0b4d430d273598ab9aa8a9674.pdf
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エバンス氏も基本的には１９年１月からマドゥロ大統

領の任期が始まっているとの認識ではあるが、１８年５

月の可能性もあると指摘。 

 

この点を「選挙管理委員会（CNE）」に明らかにしても

らう必要があると説明した。 

 

 

（写真）８００ Noticias “ニックメル・エバンス氏” 

 

「国民の大多数はディーゼル燃料の制裁に反対」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

米国が科しているディーゼル燃料取引への制裁につい

て「国民の大多数は否定的な見解を示している」と発表

した。 

 

レオン代表によると、アンケート回答者の６４％は 

「米国が燃料輸入に科している制裁を解除するべきと

回答している」と説明した。 

 

また、回答者の７２．８％は「燃料取引に対する制裁は

政権交代を引き起こさない」と考えているという。 

 

他、６９．４％は「燃料取引に対する制裁が、食糧輸送・

医薬品など生活に必要な商品の物不足を引き起こして

いる」と考えていると説明した。 

 

 

 

なお、個人的な意見だが「制裁はベネズエラに悪影響を

与えていない」と回答した約３割も本気でそうに考えて

いるわけではなく、「制裁がベネズエラに悪影響を与え

ていないと信じたい」というのが本音ではないか。 

 

「マドゥロ政権 民間のワクチン調達を許可？」         

 

「医薬品工業団体（Cifar）」のティト・ロペス代表は、

カルロス・アルバラード保健相とデルシー・ロドリゲス

副大統領に対して、ロシア製ワクチン「Sputnik V」を独

自に調達することを求めたと発表した。 

 

ロペス代表によると、「Cifar」に加盟する医薬品業界の

関係者１０万人分のワクチン調達を求めたという。 

 

既にいくつかの業界は、Covid-１９ワクチン調達の申請

をマドゥロ政権に行っており、衛生業界などは既に輸入

の許可を受けていると説明。 

 

今後、数週間の間にワクチン輸入を始める民間セクター

が増えるとの見通しを示した。 

 

３月２５日 ベネズエラ最大の経済団体「Fedecamaras」

は、マドゥロ政権に対して民間セクターが独自でワクチ

ンを調達することを提案（「ベネズエラ・トゥデイ

No.578」）。与党内で協議されていた。 

 

この提案が受け入れられたということかもしれない。 

 

経 済                       

「Sinovensa 原油混合作業を再開、産油量回復」            

 

「ロイター通信」は、ホセ・ターミナルのガス供給が再

開したことで、PDVSA と CNPCの合弁会社「Sinovensa」

が原油の混合作業を再開したと報じた。 
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「ベネズエラ・トゥデイ No.602」で紹介した通り、

PDVSA 施設（モナガス州の Centro de Operaciones 

Amana）で起きた火災により原油輸送に不可欠なガス供

給が停止。これを受けて、「Sinovensa」の原油混合施設

などで稼働が止まり、産油量が低迷していた。 

 

ガス供給が戻ったことで、ある程度は産油量が回復した。 

 

ロイター通信が確認した PDVSA 内部資料によると、５

月２３日の「Sinovensa」の産油量は日量１３．９万バレ

ルだったという。 

 

社 会                       

「マドゥロ大統領 １０月の学校再開に言及」            

 

ベネズエラは Covid-１９感染が確認された２０年３月

以降、通学形式の学校を停止しており、インターネット

や電話などによる遠隔学習を継続している。 

 

ただし、ベネズエラのインターネット環境は悪く、電話

での授業にも限界があり、多くの子供が教育を受けてい

ない状況が続いている。 

 

５月２５日 マドゥロ大統領は「５月～９月までCovid-

１９のワクチン接種スケジュールが予定通り進めば、１

０月には通学形式の学校を再開できる」との見通しを示

した。 

 

２１年３月に通学形式の学校を再開する方向で動いて

いていたがブラジル型変異ウイルスの感染者を確認し、

新規感染者が増加する中、３月の学校再開も中止してい

た。 

 

 

 

 

 

「ラグアイラ 隔離緩和週はビーチを解放」         

 

ベネズエラの Covid-１９新規感染確認者は、引き続き

１日当たり１，０００～１，５００名を推移している。 

 

マドゥロ政権は感染拡大防止策として１週間ごとに隔

離と隔離緩和を繰り返す「７＋７」を続けており、５月

２４日の週は「隔離緩和週」に当たる。 

 

今週は隔離緩和週のため、ラグアイラのビーチは時間を

決めて開放するという。 

 

「ラグアイラ観光協会」のエルネスト・ガルシア代表に

よると、隔離緩和週は午前７時～午後４時までビーチを

解放すると発表。 

 

この間、ビーチでの観光業に従事する４，２００の事業

者もサービス提供を行うとした。 

 

 

（写真） 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7909596fb1232d0366fd04487d5b2382.pdf

