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（写真）シュルツ民主党全国委員会委員長 “米国政府関係者 グアイド政権ミッション団と会合” 

 

 

２０２１年６月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権ミッション団 米国を周遊 

～有効な条件が引き出せるまで制裁は維持～」 

「カプリレス元知事 制裁維持方針に警鐘」 

「外相 COVAX にワクチン調達費の返還要請」 

「マドゥロ政権 イラン新大統領と関係強化合意」 

経 済                     

「ベネズエラ ８年ぶりの GDP プラス？」 

「自動車 ガスの燃料給油・修理が増加」 

社 会                     

「カラボボ勝戦記念日ボーナスを支給」 

２０２１年６月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「カラボボ勝戦記念日 ２００周年パレード実施」 

「Covid-１９ 死者３０００人超える」 

「マドゥロ政権 ロシアと軍事関係強化で合意」 

「キューバ製ワクチン Abdala 到着」 

「野党 学生を中心とした抗議行動を実施」 

経 済                    

「原油税で中国がベネズエラの原油輸入停止？」 

「ベネズエラ人が開発した４つの両替アプリ」 

社 会                    

「マイアミで建物崩壊 ベネズエラ人行方不明」 
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２０２１年６月２３日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権ミッション団 米国を周遊           

  ～有効な条件が引き出せるまで制裁は維持～」       

 

６月２１日からグアイド政権のミッション団は米国で

政府関係者と協議を行っている。 

 

６月２３日には米国下院議会の外交委員会のメンバー

と協議（下写真）。デビー・ワッサーマン・シュルツ民

主党全国委員会委員長らと会合を行っている（前ページ

の写真）。 

 

６月２４日には「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘ

ス幹事長が、ウェンディ・シェルマン国務次官と会合を

行った（下写真）。 

 

 

（写真）ボブ・メネンデス米国下院外交委員長 

 

（写真）ウェンディ・シェルマン国務次官 

一般に公開されているのは写真だけで、具体的な協議内

容については明らかにされていない。 

 

ただし、米下院のマルコ・ルビオ議員（共和党・外交委

員メンバー）、リック・スコット議員（共和党・元フロ

リダ州知事）らはグアイド政権のミッション団との会合

後、「政治犯の解放・自由で公平な選挙が実現できた場

合に制裁を解除するべき」との考えを示した。 

 

また、同会合に参加した「大衆意思党（VP）」のレオポ

ルド・ロペス党首もインタビューで記者から制裁緩和の

可能性について質問を受けると 

「制裁が科されている理由は彼らが人権侵害と汚職を

行っているからだ。バイデン政権の方針は明確だ。 

永続的な問題解決に向けた有効な条件が引き出せるま

で制裁を解除する意思はない。」 

と答えた。 

 

 

（写真）TVV Venezuela 

 

グアイド政権は、ミッション団の派遣について「制裁緩

和について協議を行うため」と説明していたが、メディ

アで確認できる発言からはこれまでと違う方向性は見

えていない。 
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「カプリレス元知事 制裁維持方針に警鐘」         

 

グアイド政権の方針とは対照的な方針を示しているの

が、「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラ

ンダ州知事。 

 

カプリレス元知事は、グアイド政権について 

「暫定政権と呼ばれる存在は消滅した。今は外国にある

資産を適切に使用できる人物を探らなければいけない」 

との見解を示した。 

 

現在、外国にあるベネズエラ政府資産は米国の制裁で凍

結されている。凍結資産は米国政府のライセンスが無い

限り動かすことはできず、ベネズエラ経済悪化の一因に

もなっている。 

 

カプリレス元知事は、この資産を動かす権限のある人物

を作るべきと主張している。 

 

また、米国政府に対して 

「制裁は交渉の材料だと思うが、米国はベネズエラにま

だ数百万人の国民が留まっていることも考えなければ

ならない。米国が言う「最大限の圧力」の方針がマドゥ

ロ政権に影響を与えているという考えは正しくない」 

と方針転換を求めた。 

 

「外相 COVAX にワクチン調達費の返還要請」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.611」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権はワクチンを調達するため COVAX に１億

１，０００万ドルを支払ったと宣言。 

 

しかし、制裁を理由に USB 銀行で１０００万ドル分の

支払いが止まっており、COVAX 側に全額が入金されて

いない。 

 

 

マドゥロ政権側は少なくともほぼ全ての入金は確認で

きているのであれば、その分のワクチンを送るよう要請。 

 

しかし、COVAX 側は「全額が着金するまでワクチンを

ベネズエラに送ることはできない」とのスタンスを示し

ており、ワクチン調達が遅れる原因となっている。 

 

この状況を受けて、アレアサ外相は COVAX の対応を

批判。「ワクチンを送る意思がないなら入金した全ての

ワクチン代を返還しろ。その資金でロシア、キューバ、

中国からワクチンを購入する」と主張し、１億ドル超の

資金を返還するよう要請した。 

 

「マドゥロ政権 イラン新大統領と関係強化合意」         

 

６月１８日 イランで大統領選が行われ、保守強硬派の

エブラヒム・ライシ司法府代表が約６２％の得票率で当

選した。 

 

ベネズエラと同様、有力なライバル候補不在のまま大統

領選が行われ、投票率は４８％（前回の大統領選は７

０％超）と低い水準に留まった。 

 

６月２３日 マドゥロ大統領はエブラヒム・ライシ次期

イラン大統領と電話会談を行い、両国の関係を更に強化

することで合意した。 

 

 

（写真）大統領府 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
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経 済                        

「ベネズエラ ８年ぶりの GDP プラス？」                  

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学の教授・研究者グ

ループは、２０２１年、２２年の経済見通しを公表した。 

 

同見通しでは、２０２１年の「国内総生産（GDP）」は

前年比２％増と２０１３年から８年ぶりのプラス成長

になると予想している。 

 

また、２２年の GDP 成長率は前年比５％増と２年連続

のプラス成長を見込んでいる。 

 

ただし、この８年間でベネズエラの経済規模は著しく縮

小しており、この予想通り経済が回復したとしても２０

１９年の水準に戻るだけとした。 

 

なお、産油量の見通しについて２０２１年は日量６０万

バレル、２２年には日量７０万バレルまで回復すると予

想。 

 

しかし、２０１９年の水準（日量７９．６万バレル）ま

で産油量が戻ることは困難との見方を示した。 

 

また、インフレ率について、２０２１年は年率２０００

～２５００％と予想（２２年は不明）。 

 

２０２０年が３，０００％弱、２０１９年が９，６００％、

２０１８年が１３万％だったので、インフレは落ち着き

始めているが、依然として極めて高い水準であると指摘

した。 

 

経済が落ち着いている理由について、経済のドル化、価

格統制の事実上の廃止など、政府がコントロールを減ら

していることが理由とした。 

 

 

「自動車 ガスの燃料給油・修理が増加」           

 

燃料不足が深刻なベネズエラでは、自動車の燃料として

ガスを使用する人が増えているという。 

 

現地メディア「La Patilla」によると、カラカスにあるガ

スステーションでは、ガスを給油する人は１日に２００

人はいるという。 

 

「La Patilla」が、技術者のダビッド・モラン氏にインタ

ビューを行ったところ、ガスを給油する方がガソリンを

給油するよりも安全で楽だという。 

 

２０２０年に米国が PDVSA との取引を続けているこ

とを理由にロシアの「Rosneft」に制裁を科して以降、ベ

ネズエラはイランとの取引を開始し、イラン産のガソリ

ン燃料を使用するようになった。 

 

このガソリンには土・水など不純物が混ざっており、タ

ンクの故障が頻繁に起きるようになっている。通常のガ

ソリンの色は透明か薄い赤色だったが、今のガソリンの

色は汚れた黄色をしているという。 

 

自動車の修理工場の整備士によると、２・３カ月に一度

は何らかの故障が起きているが、車の不調の理由は多く

の場合、燃料だという。 

 

このようにガソリンを使用すると故障を起こすが、ガス

の場合はそのような問題がなく、より安全でより給油が

楽だという。 

 

ガスで走行できるようにするためには車を改造しなけ

ればならないようだが、現状では有力なオプションにな

っているようだ。 
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社 会                        

「カラボボ勝戦記念日ボーナスを支給」           

 

マドゥロ政権は、６月２４日の「カラボボ勝戦記念日」

を祝して、祖国カード保有者に対してボーナスを支給し

た。 

 

金額は７１６万ボリバル。 

現在の為替レートでドルに換算すると２．２５ドルに相

当する。 

 

なお、直近の発表では「祖国カード」に登録されている

人数は２，１００万人だという。 

 

ベネズエラ国内の人口は２，７００～２，８００万人と

言われているため、国民の７５％が登録しているという

ことになりそうだ。 

 

２０２１年６月２４日（木曜）              

政 治                       

「カラボボ勝戦記念日 ２００周年パレード実施」         

 

６月２４日は「カラボボ勝戦記念日」で、ベネズエラで

は国民の祝日だ。 

 

カラボボ勝戦記念日とは、１８２１年６月２４日 スペ

インからの独立を求めるベネズエラ軍がカラボボ平野

でスペイン軍と衝突し、ベネズエラ軍が勝利した日。 

ベネズエラの独立を決定的なものにした戦争と言われ

ている。 

 

特に２０２１年は「カラボボ勝戦記念日」から丁度２０

０年が経った年にあたる。 

 

 

 

Covid-１９下ではあるが、ベネズエラ国軍は大規模な記

念パレードを行った。 

 

外国からはボリビア、キューバ、ロシアから政府関係者

が参列している。他方、中国からの参列はなかった。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

「Covid-１９ 死者３０００人超える」        

 

６月２４日 フレディ・ニュネス保健相は、同日 Covid-

１９を理由として１８人が死亡したと発表。 

 

これで累計死者数が３，００７人となり、３，０００人

を超えた。 
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また、同日中に新たに感染が確認された人数は１，１７

９人。これまでの累計感染確認者数は２６万４，５５１

人。うち、現在も感染中の患者は１万６，０２５人とし

た。 

 

ベネズエラではここ数カ月、１日あたりの新規感染確認

者数は１，０００人～１，５００人を推移しており、大

きく増加もしなければ、減少もしていない。 

 

「マドゥロ政権 ロシアと軍事関係強化で合意」           

 

６月２４日 アレアサ外相はロシアを訪問。ロシアのラ

ブロフ外相と協議し、軍事関係を強化することで合意し

た。 

 

今回の軍事関係強化の合意は、前述の「カラボボ勝戦記

念日」と結びつけたものと思われる。 

 

ラブロフ外相は 

「我々はベネズエラが防衛能力を拡充することを支援

し続ける。ベネズエラ軍はロシアの軍事製品・システム

の使用を増やす。我が国の専門家もベネズエラで働いて

いる。」と言及。 

 

また、「我々が交わした契約では、定期的に備品のメン

テナンスを行うことになっており、その枠組みで我が国

の友人であるベネズエラに新たな武器を供給する。」 

と説明した。 

 

「キューバ製ワクチン Abdala 到着」           

 

６月２４日 デルシー・ロドリゲス副大統領はキューバ

から Covid-１９ワクチン「Abdala」が到着したと発表し

た。 

 

 

 

報道では飛行機からワクチンが入っているとされる積

み荷が降ろされる映像が報じられているが、具体的に何

個のワクチンを調達したのかは明らかにされていない。 

 

ロドリゲス副大統領によると、ベネズエラ政府はキュー

バから１２００万個の「Abdala」を調達する合意を交わ

しており、今回が初めての輸入になるという。 

 

また、「Abdala」が外国で使用されるのもベネズエラが

初めてだという。 

 

ロドリゲス副大統領は、「Abdala」の有効率について９

２．２８％と説明。その効果を主張しているが、医療関

係者の中には同ワクチンの副作用を懸念する声が出て

いる。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

「野党 学生を中心とした抗議行動を実施」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.609」で紹介した通り、グ

アイド政権は６月５日に学生を中心とした抗議行動を

実施。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26f1485f604c5c283f2236f47469d324.pdf
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同日から１９日かけて地方から首都カラカスに向かう

行進を続け、６月２４日に首都カラカスで抗議行動を行

うと宣言していた。 

 

６月２４日 その学生らが行進を実施。大統領府前の広

場で抗議行動を行った。 

 

人の集まりは増えず、同日の参加者も２０～３０名程度

と思われる。治安維持部隊との衝突もなく、抗議行動は

終了した。 

 

 

（写真）８００ Noticias 

 

経 済                       

「原油税で中国がベネズエラの原油輸入停止？」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.603」「No.606」で、中国政

府は、ベネズエラ産原油が含まれる品目「希釈ビチュー

メン」に１バレル３０ドルの輸入税を課したとの記事を

紹介した。 

 

 

 

この制度は６月１２日から施行されており、現在は既に

ベネズエラ産原油を輸入する際、中国の輸入者は追加の

支払い義務を負っている。 

 

「S＆P Global Platts」は、新たな制度を理由にベネズエ

ラ産原油を購入していた中国の独立製油所などが輸入

を停止していると報じた。 

 

「S＆P Global Platts」によると、新制度が施行される前

に駆け込み的に山東省の港に原油が輸入され、６月中旬

からは原油輸入が停止しているという。 

 

６月１２日までに山東省の青島港に到着した「希釈ビチ

ューメン」の量は１４０～１５０万トン。 

 

５月は１カ月で１２０万トンだったので、６月は１２日

間で先月の輸入実績を超えている。 

 

また、青島港が混雑していたため、別の港で荷下ろしし

た「希釈ビチューメン」もあったようで、実際の輸入量

は１４０～１５０万トンよりも多いようだ。 

 

中国が５月に輸入した「希釈ビチューメン」は４１６万

トン。２１年１月～４月の４カ月の「希釈ビチューメン」

の平均輸入量は２４１万トンだったので、５月から急激

に増加している。 

 

また、４１６万トンのうちの３７０万トンは、マレーシ

アからで、この「希釈ビチューメン」のほとんどは実際

のところベネズエラ産原油「Merey １６」と言われてい

る。 

 

米国の制裁によりベネズエラ産原油は産地を隠す必要

が生じており、マレーシアで他の原油をブレンドされる

ことで産地をごまかし、中国に輸出している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c31b78e8d3f6333bc521bd53006c508b.pdf
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「ベネズエラ人が開発した４つの両替アプリ」                 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、ベネズエラ

人が開発し、ベネズエラ国内で使用されている４つの両

替アプリについて報じた。 

 

１つは「Reserve」。米国で開発されたアプリだが、開発

者はガブリエル・ヒメネスというベネズエラ人。 

 

２つ目は「Bancumbre」。このアプリもアレハンドロ・

ブランコ氏、ガブリエル・パラビシーニ氏、エクトル・

バルガス氏などベネズエラ人が開発した。 

 

３つ目の「CoinCoinX」は、レオナルド・ガリンデス氏。 

 

４つ目の「Valiu」は、シモン・チャモロ氏が開発した。 

 

「Bancumbre」、「CoinCoinX」「Valiu」は、２０１８年

に開発されたもので、ボリバルを両替できないベネズエ

ラ人のニーズを受けて作られている。 

 

社 会                       

「マイアミで建物崩壊 ベネズエラ人行方不明」            

 

６月２４日早朝 米国マイアミビーチの北に位置する

Surfside に建っている１２階建てのアパート「Chaplain 

Towers South Condos」が突如崩壊。 

 

５５～９９名の人が行方不明となっており、そのうち少

なくとも６名はベネズエラ人と報じられている。 

 

この建物は１９８１年に建設されたもので、住宅数は１

３６戸、今回の崩壊で５５戸は完全に破壊されたという

（崩壊したのは右上の写真の赤い部分）。 

 

 

 

崩壊の原因は現時点でははっきりしていないが、マイア

ミ警察はテロ攻撃の可能性は否定している。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

以上 


