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（写真）El Nacional “野党系メディア「El Nacional」 紙媒体の新聞再発行を延期” 

 

 

２０２１年８月２日（月曜） 

 

政 治                     

「８月１３日から与野党協議開始か 

～２１年がグアイド暫定政権 最後の年？～」 

「ラ米選挙監視団 ベネズエラ訪問を検討」 

「ペルー新政権 制裁は一方的な妨害行為」 

経 済                     

「クラサオ PDVSA 在庫の売却を完了」 

「El Nacional 紙媒体の新聞発行を延期」 

「Covid-１９の影響で送金額５５．８％減」 

社 会                     

「カラカス・マフィアトップ コロンビアへ移動」 

２０２１年８月３日（火曜） 

 

政 治                    

「８月８日 与党予備選挙を実施 

～９月１２日 野党のタチラ州知事予備選～」 

「Datanalisis 代表 野党の方針は失敗だった」 

「米国務省 ベネズエラ担当の秘書官が辞任」 

経 済                    

「ロイター ７月産油量は日量７１．３万バレル」 

社 会                    

「医師・技術者ら９．２万人が外国に移住」 

「チャカオ市 ガス漏れで住民ら避難」 

「ネット経由の中古自動車の売買で５名が死亡」 
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２０２１年８月２日（月曜）             

政 治                       

「８月１３日から与野党協議開始か           

  ～２１年がグアイド暫定政権 最後の年？～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.633」で、与野党協議

が８月１０日～２０日にかけてメキシコで行われると

の記事を紹介した。 

 

その後、米国メディア「La Voz de America」は、野党関

係者からの情報として、８月１３日からメキシコで協議

が開催されると報じた。 

 

この協議はメキシコ、ノルウェー外相が仲裁を行うとい

う。 

 

ノルウェー政府は「基本的に中立（ややグアイド政権よ

り）」で、メキシコは「ややマドゥロ政権寄り」といっ

た雰囲気だ。 

 

既に交渉のテーマは大筋で決まっており、協議は１０日

間行われる予定だという。 

 

野党からは現在グアイド政権の交渉窓口を務めている

ヘラルド・ブライ（元バルータ市長）氏と「新時代党

（UNT）」の党員で、過去「選挙管理委員会（CNE）」の

役員を務めていたエミリオ・ロンドン氏が協議に参加す

る予定。 

 

対する与党からは、これまで通りホルヘ・ロドリゲス国

会議長、エクトル・ロドリゲス現ミランダ州知事が協議

に参加する予定。 

 

情報提供者によると、今回の交渉は過去ドミニカ共和国、

バルバドスで行われた交渉と異なり、成功する可能性が

高いとしている。 

筆者も今回の協議は、ドミニカ共和国（２０１７年）、

バルバドス（２０１９年）で行われた協議よりも合意に

至る可能性が高いと考えているが、合意の可能性が高ま

った理由はマドゥロ政権側よりもグアイド政権側にあ

ると考えている。 

 

率直に言って、マドゥロ政権側は交渉のスタンスを２０

１７年からほとんど変えていない。 

 

２０１７年に米国でトランプ政権が発足し、圧力による

政権交代を模索する中、グアイド政権とトランプ政権が

大きすぎる要求をしていたことが、交渉が決裂した理由

だと考えている。 

 

２１年に米国にバイデン政権が発足し、交渉の着地点を

現実的なラインに設定したことで可能性が高まったの

が実態だろう。 

 

また、米国メディア「El Nuevo Heraldo」は、米国とグ

アイド政権の事前協議の内容を報じた。 

 

「El Nuevo Heraldo」によると、マドゥロ政権が交渉で

求めている「マドゥロ政権をベネズエラ政府と認める」

という点について、バイデン政権は譲る意思があり、２

０２１年１２月末で「グアイド暫定政権」の認識を終わ

らせる可能性があると報じている。 

 

「グアイド暫定政権」が無くなるということは、英国銀

行に保管されている GOLD の裁量権問題が終焉するこ

とを意味し、CITGO や Monomeros など外国にある国

営企業のコントロールがマドゥロ政権側に戻ることを

意味している。CITGO と PDVSA の取引が再開する場

合、ベネズエラの経済問題は多少改善すると思われる。 

 

ただし、米国が制裁ラインセンスを延長しない限り、債

権者の訴訟が始まる恐れがあり、グアイド政権の認識を

撤回する前にクリアしなければいけない課題も多い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3bc72b590b2715de4ee123019164604e.pdf
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「ラ米選挙監視団 ベネズエラ訪問を検討」         

 

８月２日 「ラテンアメリカ選挙専門家委員会（Ceela）」

のニカノール・モスコソ代表は、１１月に予定されてい

る全国州知事選・市長選の監視団としてミッションを派

遣するかどうかの検討を始めたと発表した。 

 

既に検討は動き出しており、モスコソ代表は、ベネズエ

ラの「選挙管理委員会（CNE）」代表を務めるシモン・

カルサディ－ジャ氏と協議を行っているという。 

 

モスコソ代表は、「透明性を保障するため、有権者登録

のデータを全て調べる」と述べている。 

 

ベネズエラの有権者登録には、死亡した人もそのまま残

っているとの声がある。そして、「死者が投票している」

という噂も流れており、故チャベス政権・マドゥロ政権

の票の改ざん手段として使用されていると野党支持者

には理解されている。 

 

これらの疑念を払しょくするため、有権者の登録データ

を Ceela が確認するということだろう。 

 

ただし、Ceela は２０１７年１０月に行われた「全国州

知事選」の際に、「不正は確認できなかった」と当時の

選挙にお墨付きを与えた組織であり、野党側にとっては

信頼できない組織と言えそうだ。 

 

「ペルー新政権 制裁は一方的な妨害行為」                  

 

新たにペルー大統領に就任したペドロ・カスティージョ

氏は、ベネズエラ問題について明確なスタンスを示して

こなかったが、カスティージョ新政権のエクトル・ベハ

ール外相が明確にベネズエラ問題に対するペルー政府

のスタンスを表明した。 

 

 

ベハール外相は、記者からカスティージョ新政権のベネ

ズエラに対するスタンスについて聞かれると、 

「ベネズエラは一方的な妨害を受けている国だ。 

我々はベネズエラに存在している様々な政治思想の理

解を促すため、内政不干渉の原則を掲げて、既に欧州諸

国や他のラテンアメリカ諸国と協調して動いている。 

ベネズエラ国民の社会権利を尊重する外交関係を反映

させる。」 

と回答した。 

 

また、トランプ政権下でマドゥロ政権を強く非難した南

米の政治グループ「リマグループ」について 

「リマグループの加盟国の多くは政治スタンスを変え

た。現在の彼らの政治認識は当時とは異なる。彼らと今

後について協議する。」 

と回答している。 

 

他、グアイド政権が在ペルー・ベネズエラ代表大使とし

て任命しているカルロス・スクル氏について質問を受け

ると「その人物が誰か知らない。面識はない。」と回答。 

 

グアイド政権を外交相手と認識していないことを暗に

表明した。 

 

経 済                        

「クラサオ PDVSA 在庫の売却を完了」           

 

２０１９年１２月まで PDVSA に製油所を貸与してい

たクラサオ政府所有の「La Rifineria di Korsou」は、施

設使用料の未払いを理由に PDVSA が同製油所に保管

していた在庫「Butun AC-30（アスファルト）」７．３万

トンの売却を完了したと発表した。 

 

同アスファルトは７月２９日に香港籍の船舶「Da Ming 

Shan」に乗せられて出港したという。 
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クラサオ政府は、同アスファルトの購入者が誰かは明ら

かにしなかったが、同在庫の売却により３，３５０万ド

ルの債権を回収できると説明している。 

 

「El Nacional 紙媒体の新聞発行を延期」         

 

ベネズエラの野党系メディアの代表格として知られる

「El Nacional」は、同社の設立７８周年を記念し、８月

３日から紙媒体の新聞発行を再開すると発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.613」）。 

 

しかし、８月２日 「El Nacional」の Jorge Makriniotis

総責任者が８月３日の新聞発行はできないことを明ら

かにした。 

 

Makriniotis 氏によると、「印刷業者が潜在的に圧力を受

けることを恐れたため、支援が得られなかった」という。 

新たな紙媒体の新聞再開時期についても現時点では明

らかにされていない。 

 

なお、紙媒体の新聞発行はできなかったが、８月３日の

「El Nacional」紙は７８周年記念特別号を発刊している。 

 

PDF 媒体だが、無料で閲覧可能。 

興味のある人は以下の同社ウェブサイト「El Futuro 

Esta Aqui」からダウンロードできる。 

 

「Covid-１９の影響で送金額５５．８％減」                  

 

経済学者コリナ・ファング氏は、外国からベネズエラへ

の仕送り額について５５．８％減少したとの分析を公表

した。 

 

仕送りが減少した主な理由は Covid-１９。 

Covid-１９により収入が減少し、仕送り能力が減少した

としている。 

 

ファング氏は、「現在多くのベネズエラ人が仕送りに生

活を依存している」と指摘。いくつかの家庭では仕送り

額は変わっていないが、全体では１つの家庭で平均５４

６ドル、年間の仕送り額が減少したとしている。 

 

社 会                        

「カラカス・マフィアトップ コロンビアへ移動」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.633」で、カラカスの

Cota９０５を拠点としていたマフィアがコロンビアに

移動している可能性について報じた記事を紹介した。 

 

コロンビア・国家警察ククタ支部のオスカル・モレノ部

長は、カラカス・マフィア「Koki」のトップ Koki がコ

ロンビアのククタに滞在しているとの情報を受けたと

発表した。 

 

現時点では確定情報ではなく、その情報について捜査を

行っている段階だという。 

 

また、他にカラカスのマフィアグループ「Koki」「El 

Grabis」の創設者であり「El Vampi」（本名、カルロス・

カルデロン氏）もベネズエラを出国しククタに滞在して

いるとの情報が流れている。 

 

彼らがククタに定着すれば現地を拠点としたマフィア

との衝突が起きることが予想され、治安の更なる悪化が

懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/883d31fd95c15f55179e480cd2fbd050.pdf
https://assets.elnacional.com/78-aniversario/El_Nacional-Edicion_Aniversario_78.pdf
https://assets.elnacional.com/78-aniversario/El_Nacional-Edicion_Aniversario_78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3bc72b590b2715de4ee123019164604e.pdf
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２０２１年８月３日（火曜）              

政 治                       

「８月８日 与党予備選挙を実施            

  ～９月１２日 野党のタチラ州知事予備選～」        

 

８月３日 マドゥロ大統領は、１１月に予定されている

全国州知事選・市長選の与党「ベネズエラ社会主義統一

党（PSUV）」の統一候補を決めるために８月８日に予備

選挙を実施すると改めて発表した。 

 

この予備選のため、全国５，１０８カ所に投票所を設け

るという。 

 

なお、今回の選挙は「全国州知事選・市長選」と総称し

ているが、他に州議会議員・市議会議員も決まる。 

 

州知事は全国２３人、市長は全国３３５人 

州議会議員は２５１人、市議会議員は２，４５９人 

が選ばれるという。 

 

また、野党側ではタチラ州知事選に「行動民主党（AD）」

のライディ・ゴメス現タチラ州知事と「大衆意思党（VP）」

のダニエル・セバジョ元サンクリストバル市長が出馬を

表明している。 

 

彼らは野党支持者の票の分散を避けるため、事前に予備

選挙を行うことで合意していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.631」）。 

 

この選挙について、９月１２日に実施されることが決ま

った。 

 

８月に与野党交渉が始まり、主要野党は１１月の選挙に

参加することが予想されている。 

 

 

 

主要野党も選挙参加を正式に決めた後で候補を統一す

るための予備選を行う必要があるが、彼らも９月１２日

に予備選を行うかもしれない。 

 

「Datanalisis 代表 野党の方針は失敗だった」           

 

ベネズエラの世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン代表は、野党のリーダーシップについて、「観測

史上最も低い」と指摘。 

 

最新の世論調査の結果、野党政治家で「ポジティブ」な

評価が２０％を超えている人は誰もいなかったと指摘

した。 

 

また、この指摘は「野党を非難すること」が目的ではな

く、「野党は、抜本的な方針転換が必要で、現在の方針

を維持しても国民は先行きに希望を持てないことを指

摘すること」が目的と主張した。 

 

「国民や経済界は、信じることが出来ない政権交代の可

能性のために、これ以上痛みに耐えることを求めてはい

ない。彼らは自分たちが生き残るための手段を選んでい

る。」と指摘。 

 

政治家は国民の声に耳を傾け、国民が求める方向に動か

なければいけないと訴えた。 

 

「米国務省 ベネズエラ担当の秘書官が辞任」         

 

米国バイデン政権でファン・ゴンサレス氏と並んでベネ

ズエラ問題を担当していた米国国務省の Julie Chung 氏

が８月３日に米国国務省次席秘書官から辞任すると発

表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78e63e99af048b8476f1d81e2fb8db7d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/78e63e99af048b8476f1d81e2fb8db7d.pdf
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辞任の理由については語らなかったが、与野党交渉が始

まる前の議論で、米国国務省内で何らかの方針の不一致

があった可能性が指摘されている。 

 

なお、Chung 次席秘書官は、バイデン政権の中では比較

的マドゥロ政権に攻撃的なメッセージを発信していた

人物である。 

 

Chung 次席秘書官の後任は Ricardo Zuniga 氏になると

いう。 

 

経 済                       

「ロイター ７月産油量は日量７１．３万バレル」            

 

ロイター通信は、２１年７月のベネズエラの原油輸出量

が日量７１万３，０９７万バレルだったと報じた。 

 

先月比１５．５％増、前年同期比（２０年７月比）８４％

増だったという。 

 

７月中に原油輸出のためベネズエラを出港したタンカ

ーは２８隻。 

 

原油の取引相手のほとんどは誰か分からず、過去原油取

引の実績のない業者ばかりだという。 

 

また、多くの取引相手はアジア向けに原油を輸出してお

り、８０％は中国・マレーシア向けだったという。 

 

他、キューバ向けの原油輸出は６月よりも２倍近い日量

６万３，４００バレルが輸出されたという。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「医師・技術者ら９．２万人が外国に移住」            

 

カルロス・バレロ元議員は、ベネズエラから高等教育を

受けた人材が流出していると訴えた。 

 

バレル元議員によると、直近数年間で少なくとも９．２

万人の科学者、医師、技術者、建築家らが外国に移住し

たという。 

 

ベネズエラを再構築するために政治家は抜本的な方針

転換を行わなければいけないと主張した。 

 

国連によると、ベネズエラの経済危機を理由に５７０万

人のベネズエラ人が国を離れたという。特に隣国コロン

ビアは１７０万人のベネズエラ移民を受け入れており、

ペルーは約１００万人、米国は４６．５万人を受け入れ

ているという。 

 

「チャカオ市 ガス漏れで住民ら避難」         

 

８月３日 チャカオ市にある建物「Don David」でガス

漏れが発生。同アパートの約７０世帯が避難した。 

 

ガス漏が確認されてからしばらくして PDVSA-GAS 職

員らが到着。同建物のガス供給を止めて大事には至らな

かったという。 
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「ネット経由の中古自動車の売買で５名が死亡」         

 

以前から Facebook が提供する「Marketplace」という個

人間の売買サイトを通じた犯罪が確認されている。 

 

８月３日 現地メディア「La Nacon」は、１週間の間に

少なくとも５名がインターネット売買サイトでの取引

をきっかけに殺害されたと報じた。 

 

彼らは殺害される前に、自身の自動車、二輪車を売るた

めに購入希望者と約束をした場所に行っていたという。 

 

これらの殺人は全てベネズエラの中部地方で起きてい

るが、様々な地域に住んでいる人だったという。 

 

１人目は、二輪車を売却しようとした軍人。 

 

２～３人目は、大型車を売却しようとしたアラグア州在

住の２名（１名は警察官、１名はエンジニア）。 

 

４人目は、クレーン車を売却しようとしたカラカス在住

のクレーン運転手 

 

５人目は、普通車を売却しようとしたミランダ州在住の

男性。 

 

これらの殺人事件は全て７月最終週に起きており、

「CICPC」は「MarketPlace」を介した取引に十分注意

するよう呼び掛けた。 

 

以上 


