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（写真）カプリレス元ミランダ州知事 “主要野党 １１月の州知事・市長選への参加報道が拡散” 

 

 

２０２１年８月２７日（金曜） 

 

政 治                     

「野党 州知事・市長選出馬でほぼ確定 

～現在は各州・市の統一候補について協議中～」 

「マルコ・トーレス・アラグア州知事 辞任表明」 

「伯ルラ元大統領 マドゥロ大統領を擁護してない」 

経 済                     

「ロイター INPEX 社ベネズエラの撤退報じる 

～地元企業 Sucre Energy Group が購入～」 

「農業セクターへの融資 ２銀行に集中」 

社 会                     

「メリダ州 豪雨の影響で農産物収穫できず」 

21 年 8 月 28～29 日（土・日） 

 

政 治                    

「CNE 出馬受付期間を９月１日まで延長 

～有権者総数は約２，１１６万人～」 

「アンケート調査 国民の政治不信は深刻」 

「政治犯 適切な治療を受けられず死亡」 

経 済                    

「９月１日から新通貨建ての料金を併記」 

「COPA ９月１５日からカラカス行きを増便」 

「決済アプリ ShastaApp ベネズエラ使用停止」 

社 会                    

「パラリンピック 陸上４００m 銀メダル獲得」 
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２０２１年８月２７日（金曜）             

政 治                       

「野党 州知事・市長選出馬でほぼ確定         

 ～現在は各州・市の統一候補について協議中～」       

 

８月２７日 金融系メディア「Bloomberg」は、「ベネズ

エラ野党が３年間続けた選挙ボイコット戦略を終わら

せる」と報じた。 

 

１１月に予定されている州知事選・市長選に野党が参加

するかどうかは現在行われている与野党協議の重要テ

ーマ。「Bloomberg」は、野党の決断を「前進」と評価し

た。 

 

「Bloomberg」が内部関係者から入手した情報によると、

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）」は４党共同

で選挙参加を発表する予定だという。 

 

この原稿を執筆している時点では選挙参加について発

表されていないが、８月２９日か３０日に正式にアナウ

ンスする予定だという。 

 

また、現地メディア「El Pitazo」も別の情報ソースから

得た情報として「野党が州知事選・市長選に参加するこ

とは確定した」と報道。 

 

選挙に参加するということは、野党として「選挙に参加

する条件が整った」との認識を表明することになる。 

 

「選挙に参加する条件が整った」との認識を公言するこ

とについて、グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」

とボリバル州の地方政党「LCR」が拒否しており、ここ

数日は意見の不一致があったようだが、最終的に参加す

ることで合意したという。 

 

選挙に参加すること自体は合意ができたが、現在は誰が

野党の統一候補になるかについて協議をしていると報

じた。 

 

いくつかの州では既に統一候補が決まっているようだ。 

 

「Tal Cual」によると、 

アンソアテギ州は AD のアントニオ・バレット現知事 

モナガス州は AD のピエロ・マロウン氏 

ポルトゥゲサ州は PJ のマリア・ベアトリス氏 

バルガス州は PJ のマニュエル・オリベロ氏 

スリア州、タチラ州、ララ州は合意できていないという。 

 

なお、スリア州は、マニュエル・ロサレス UNT 党首が

出馬を希望しているが、個人的には当選できる公算は低

い。 

 

タチラ州は、AD のライディ・ゴメス現知事が再選を目

指して出馬している。彼女が当選する可能性は高いが、

ゴメス知事は穏健野党側の AD 候補（AD は２つに分裂

している）として出馬しており、主要野党が彼女を支持

できるかは不透明。 

 

ララ州は、穏健野党のヘンリー・ファルコン氏が適任だ

が、主要野党はファルコン氏が１８年５月の大統領選に

出馬したことを強く非難。両者の溝は深く、主要野党が

ファルコン氏を支持できるかどうかは不透明だ。 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイ No.643」でも紹介したが、

８月２３日に「野党統一連合（MUD）」の統括秘書官が

辞任を表明した。これを受けて、MUD の代表者も決め

なければいけない。 

 

政治評論家ニックメル・エバンス氏いわく、既に野党は

MUD 代表の後任を決定したとコメントしているが、誰

が代表になるのか正式な発表はされていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0328de601189818e9a0fe055a07eb5.pdf
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「マルコ・トーレス・アラグア州知事 辞任表明」         

 

８月２７日 アラグア州知事を務めていたロドルフォ・

マルコ・トーレス知事は、自身のツイッターに辞任を宣

言する旨の書面を投稿した。 

 

マルコ・トーレス知事は再選を目指し与党候補として立

候補したが８月８日に行われた予備選で１位通過する

ことが出来ず、１位通過したカリナ・カルピオ候補が与

党の統一候補に選ばれていた（「ウィークリーレポート

No.212」「ベネズエラ・トゥデイ No.639」） 

 

このタイミングで辞任する理由は説明されていない。 

 

先日カラカスの首都リベルタドール市のエリカ・ファリ

ア市長も辞任を表明していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.644」）。 

 

ファリア知事には汚職の噂があり、１１月の選挙でリベ

ルタドール市長選に与党統一候補として出馬するカル

メン・メレンデス氏（前内務司法平和相）が捜査を進め

ているとの情報が流れている。 

 

 

（写真）マルコ・トーレス・アラグア州知事ツイッター 

“アラグア州知事の辞任を表明” 

 

マルコ・トーレス氏は、現在はアラグア州知事だが２

０１４年には経済金融公共銀行相を務め、経済の最重

要役職を担っていた。 

 

この時も汚職の噂は存在しており、ファリア元市長と同

様に捜査が進められているのかもしれない。 

 

「伯ルラ元大統領 マドゥロ大統領を擁護してない」                  

 

ブラジルのルラ・ダ・シルバ元大統領は、「Radio 

Metrópole de Salvador」に出演。 

 

ベネズエラ問題について 

「私はベネズエラの政権を擁護していない。 

私はマドゥロがしていることを擁護していないし、非難

もしていない。私はベネズエラの問題はベネズエラの問

題であり、米国の問題ではないと考えている。」 

との見解を示した。 

 

また、ブラジルのボルソナロ大統領を非難。「ボルソナ

ロはマドゥロよりもひどい」との見解を示した。 

 

ルラ元大統領は故チャベス元大統領の盟友だが、マドゥ

ロ大統領とは一定の距離を置いているように見える。 

 

一方、ベネズエラ問題に介入する米国を内政干渉として

けん制するスタンスだろう。 

 

ルラ元大統領は、現在のところ２０２２年のブラジル大

統領選の最有力候補の一人と理解されている。 

 

ブラジルの対ベネズエラ政策は米州の政治図に大きな

影響を与えるため、ルラ元大統領のベネズエラに対する

認識は注目するべき点だろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f9a79accf3fc0b62f401521e428d870.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f59e77f49fec3bdabd693fffc9929c92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f59e77f49fec3bdabd693fffc9929c92.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年８月２７日～８月２９日報道            No.６４５   ２０２１年８月３０日（月曜） 

4 / 8 

 

経 済                        

「ロイター INPEX ベネズエラ事業売却を報じる     

   ～地元企業 Sucre Energy Group が購入～」           

 

８月２７日 ロイター通信は、複数の関係筋の情報とし

て、INPEX（旧社名国際石油開発帝石）がベネズエラの

石油・ガス権益を地元企業に売却したと報じた（INPEX

社の正式な発表はない）。 

 

記事によると売却先は、カラカスに拠点を置く「Sucre 

Energy Group」（以下、「Sucre 社」）。 

 

Sucre 社は、INPEX 社が保有するグアリコ州にある

PDVSA の合弁会社「Gas Guarico」（天然ガス開発・生

産事業）の持ち株７０％を購入。 

また、石油ジョイントベンチャー「Petroguarico」の持

ち株３０％を購入したという。金額については明らかに

されていない。 

 

２１年７月末にも「Total」「Equinor」がベネズエラから

撤退していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.632」）。 

 

現地メディアでは、「米国の制裁を受けて、外国企業が

ベネズエラの石油事業から撤退する一方で、マドゥロ政

権下で規制を緩和されている現地企業が将来的な制裁

緩和を予見し、外国企業の穴を埋めている」と報じられ

ている。 

 

「Petroguia」によると、Sucre 社には、エネルギー投資

会社「Santiago Fontiveros」と関係がある人物で、アン

ドレス・ベジョ・カトリック大学の弁護士２名とスリア

大学卒の技術者が関わっているという。 

 

彼らはフランス系エネルギー会社「Maurel & Prom」と

の関係が強く、２０１８年にエクアドルでも「Maurel & 

Prom」と事業を行っている。 

 

また、３月に「Santiago Fontiveros」は、「Maurel & Prom」

の代表として講演を行ったという。その際にベネズエラ

のエネルギー事業に関心を示す趣旨の発言をしていた。 

 

「２０１４年～１８年にかけてベネズエラの石油セク

ターのコストはボリバル通貨の価値を過大評価し、異常

に高くなっていた。 

しかし、現在は競争力があり価格が低くなっている。一

部の油田では１バレルの生産コストは１５ドルではな

く、３～４ドルになっている。」 

と述べていた。 

 

この講演では、天然ガス事業については言及していなか

ったがようだが、ロイター通信の記事によると 

「Sucre 社は Gas Guarico 事業に強い関心を示していた

が、協議の結果 Petroguarico も購入することを決めた」

という。 

 

「農業セクターへの融資 ２銀行に集中」                      

 

金 融 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」によると、２１年７月末時点の銀行のセクタ

ー別融資実績について、農業セクターへの融資額は２，

４０３億３，７５１万ボリバルとなり、全セクターの融

資総額の２１％を占めたという。 

 

なお、２，４０３億３，７５１万ボリバルをドルに換算

すると約５，９９０万ドルに相当する。 

 

また、農業セクターへの融資額は２行に集中しており、

最も多いのは国営銀行「Banco de Venezuela」で６５％。 

次に多いのは民間銀行「Banco Provincial」で１５．６％。 

 

この２行で農業セクターへの融資の８０％以上を占め

ている（銀行の融資実績は次ページのグラフ参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/19b94b0ec81bf85bb18ef8f8d44d031e.pdf
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（写真）Bancaynedocios 

 

社 会                        

「メリダ州 豪雨の影響で農産物収穫できず」           

 

８月２３日～２４日にかけてメリダ州を襲った豪雨の

影響が徐々に明らかになっている。 

 

現時点で、少なくとも死者２０名、行方不明１７名が出

ている。また、住宅・社会インフラの破壊など様々な被

害を与えている。しかし、豪雨被害はそれだけにとどま

らない。 

 

報道では、今回の豪雨によりメリダ州で栽培していた大

量のトマトが収穫できないまま腐ってしまったという。 

今のベネズエラにとってはとても貴重な食糧だが、この

ような形で無駄になってしまうのは残念なことだ。 

 

 

（写真）@leoperiodista 

 

２０２１年８月２８日～２９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「CNE 出馬受付期間を９月１日まで延長       

     ～有権者総数は約２，１１６万人～」        

 

１１月の州知事選・市長選の出馬受け付け期限は８月２

９日までだった。しかし、「選挙管理委員会（CNE）」は、

９月１日まで受け付け期限を延長すると発表した。 

 

「野党 州知事・市長選出馬でほぼ確定」で紹介した通

り、主要野党は１１月の選挙に参加する意向を固めたよ

うだが、申請期限には間に合わない。この状況を受けて

CNE は期限を３日間延長したことになる。 

 

CNE のエンリケ・マルケス役員（野党派）は「Union 

Radio」の「Circuito Exitos」に出演。出馬申請の受け付

け状況について、「私が想定しているよりもはるかに少

ない。想定の１０％程度。」と述べている。 

 

他方、マルケス役員は今後の動きに楽観的な見解を示し

た。「実際のところ、私は選挙参加についてはポジティ

ブな見通しを立てている。なぜなら、ポジティブな情報

を受け取っているからだ。近いうちに野党から重要な発

表があるだろう。」との見解を示した。 

 

８月２８日 CNE は１１月の選挙で投票ができる人数

は２，１１５万９，８４６名と発表した。 

 

ただし、約２，１１６万人のうちの３００万人ほどは移

住の正式な届け出をしない状態で外国に移住している

と思われる。 

 

実際に投票できる人は２，１１６万人よりもだいぶ少な

いのではないだろうか。 
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「アンケート調査 国民の政治不信は深刻」           

 

現地世論調査会社「Datanalisis」と「Delphos」が共同

でアンケート調査を行った。 

 

調査時期は８月。 

調査対象は全国の有権者１，１１９名。 

 

アンケートの結果、５０．６５％の回答者が与野党協議

に合意している。他方、協議に同意していないとの回答

は３９％だった。 

 

協議で最も重視するべき協議テーマについて、 

「経済危機」との回答は全体の５８％。 

「感染症対策」の回答は同１９．６３％。 

「政治危機」の回答は同１９．６３％。 

「公共サービス改善」の回答は同１５．８７％ 

だった。 

 

また、「経済危機を最重要課題とするために大統領選を

２０２４年に先延ばしすることに合意するか？」との質

問について、回答者の６７．４５％は「合意する」と回

答。一方、「合意しない」との回答は２４．５４％だっ

た。 

 

他、マドゥロ政権の政権運営について、 

回答者の６３％は「強く不満」と回答。 

２１％は「あまり満足していない」と回答。 

１２％は「とても満足」と回答した。 

 

グアイド政権の政権運営について 

回答者の７６．８％は「強く不満」と回答。 

「とても満足」との回答は３．２５％に留まった。 

 

 

 

 

「ベネズエラの大統領は誰か？」との質問について 

６１．７２％は「マドゥロ」と回答。 

６．３４％は「グアイド」と回答。 

２７．５２％は「大統領はいない」と回答したという。 

 

このアンケートで分かる通り、国民の政治不信は深刻だ。 

また、マドゥロ政権もさることながら、グアイド政権に

対する国民の不満はかなり強いことが分かる。 

 

「政治犯 適切な治療を受けられず死亡」         

 

８月２９日 人権団体「Foro Penal」のアルフレド・ロ

メロ代表は、政治犯ガブリエル・メディナ・ディアス氏

（３９歳）がモナガス州で亡くなったと発表した。 

 

「Foro Penal」によると、死因は呼吸器不全。ディアス

氏は２０２０年４月２４日に拘束された。その後適切な

裁判にかけられないまま拘束が続いており、１カ月ほど

前から症状が深刻化していたが、十分な治療を受けるこ

とが出来なかったという。「Foro Penal」は、政治犯が亡

くなるのは２０１４年から９人目だという。 

 

なお、ディアス氏がどのような理由で拘束されたのか過

去の記事を調べてみたが、同氏の拘束に関する記事は確

認できなかった。 

 

 

（写真）Foro Penal のアルフレド・ロメロ代表 
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経 済                       

「９月１日から新通貨建ての料金を併記」            

 

１０月１日から新通貨ボリバル・デジタルの流通が始ま

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.635」）。 

 

中央銀行は１０月１日のボリバル・デジタル導入に向け

て新通貨の価値を認識してもらうために９月１日から

全ての財・サービスは、ボリバル・ソベラーノの料金表

示と併せてボリバル・デジタル建ての価格を併記するこ

とを義務化した。 

 

今の段階ではあくまでボリバル・デジタル建ての金額を

併記するだけでボリバル・デジタルでの決済はできない

（そもそも流通していない）。 

 

 

（写真）ベネズエラ中銀インスタグラム 

 

「COPA ９月１５日からカラカス行きを増便」         

 

パナマの航空会社「COPA Airline」は、９月１５日から

ベネズエラ行きの便を増便すると発表した。 

 

増便するルートは、「Panama Tocumen」－「Caracas」。 

９月１５日から１日２便になる。 

 

また、「Panama Tocumen」－「Maracaibo」は９月１５

日から週４便に、「Panama Tocumen」－「Valencia」は

週５便になるという。 

 

ベネズエラから外国への移動ルートは限られており、パ

ナマを経由して米国・欧州・近隣国に移動する人が増え

そうだ。 

 

「決済アプリ ShastaApp ベネズエラ使用停止」         

 

「銀行監督局（Sudeban）」は、決済アプリ「Shasta App」

のベネズエラ国内での使用を禁止した。 

 

Sudeban は同アプリの使用禁止について「Shasta App は、

技術的に不完全で深刻な問題を引き起こす可能性があ

る」と説明している。 

 

今回の決定に先立ち、８月１８日に同アプリを開発した

スペイン人 Alex Sicart 氏が「犯罪化学捜査班（Cicpc）」

に拘束されていた。 

 

当時 Cicpc は Sicart 氏を逮捕した理由について、「マネ

ーロンダリング・詐欺・犯罪行為に関与している可能性

がある」と説明していた。 

 

「Shasta」はスペインでも利用されており、「Sudeban」

は２０２０年６月に「Shasta」のベネズエラ国内での使

用を許可していた。 

 

社 会                       

「パラリンピック 陸上４００m 銀メダル獲得」            

 

８月２８日 東京パラリンピック陸上４００m 女子に

出場していたベネズエラ人 Lisbeli Vera 選手（１９歳）

が銀メダルを獲得した。記録は５７．３２秒。パラリン

ピックでのメダル獲得は彼女で２人目になる。 

 

オリンピックの女子三段跳びで金メダルを獲得したユ

リマル・ロハス氏やグアイド議長がツイッターで Vera

選手の勝利を祝福した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7e0d23cf1eac376a210da814f90a07d6.pdf
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マドゥロ大統領は Vera 選手と電話をし、銀メダル獲得

を祝福した。 

 

なお、Vera 選手は２０１９年にリマで開催された陸上

大会の１００m、２００m 走でメダルを獲得したご褒美

として家と車のプレゼントを求めており、２０２０年に

は「まだプレゼントをもらっていない」と述べていた。 

 

今回の銀メダル獲得で、マドゥロ大統領からプレゼント

がもらえるかという点も話題になっている。 

 

 

（写真）ユリマル・ロハス選手 

“Vera 選手の銀メダル獲得を祝福” 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


