
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年７月５日～７月６日報道               No.６２２  ２０２１年７月７日（水曜） 

1 / 7 

（写真）グアイド議長 “７月５日 州知事・市長選・罷免投票・憲法改定など選挙についての議論を解禁” 

 

 

２０２１年７月５日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 独立記念日に政治集会 

～選挙参加・罷免投票・憲法改定も議論～」 

「バイデン政権 グアイド政権に祝辞」 

「制裁 トランプ政権とバイデン政権の違い」 

経 済                     

「El Nacional 購読料は月額４５．６ドル」 

「OPEC＋ 協定決裂で原油価格上昇」 

「カルドン製油所停止で燃料供給７５％減」 

社 会                     

「カラカス 民営バス La Wawa プレゼンス拡大」 

２０２１年７月６日（火曜） 

 

政 治                    

「与党国会 １６～２０年国会の決定を全て無効 

～性差別的な発言を取り締まる法案を承認～」 

「サアブ検事総長 Fandaredes 代表拘束を発表 

～国連バチェレ弁務官が懸念を表明～」 

「マチャド党首 選挙参加と引換えに娘と面会？」 

経 済                    

「マドゥロ政権 国内商用機の運行を認める」 

「アンデス開発公社 CAF 代表交代」 

「ベネズエラ経団連 Fedecamaras 代表候補４名」 

「マドゥロ政権 ALBA への寄付を検討？」 
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２０２１年７月５日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権 独立記念日に政治集会        

  ～選挙参加・罷免投票・憲法改定も議論～」       

 

７月５日はベネズエラの「独立記念日」（独立２１０周

年）で国民の祝日になる。 

 

同日、グアイド政権はカラカスのブリオン広場で政治集

会を実施。今後の方針について言及した。 

 

注目するべき発言は、グアイド議長自身から「選挙参加

についての議論を野党内で開始する」との発言が出たこ

とだろう。 

 

グアイド議長は以前から「国家救済合意」を提案し、マ

ドゥロ政権との交渉を模索している。 

 

「マドゥロ政権と交渉を始める」ということはマドゥロ

政権下での選挙参加について野党内で検討を始めると

いうことを意味しており、目新しい発言に見えないかも

しれない。 

 

しかし、実際のところ、これまで主要野党の政治家が「選

挙に参加するべき」と発言することはタブーとされてい

た。 

 

実際に主要野党内で選挙参加を訴えていたのは、「新時

代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス元議員、「第一

正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知

事、カルロス・オカリス元スクレ市長など少数で、選挙

参加を表明した政治家はグアイド政権下では村八分に

されている印象だ。 

 

 

 

選挙参加の必要性を認識している野党政治家は多かっ

たが、選挙に参加するべきと発言することで村八分にさ

れること、あるいは野党の足並みが乱れることを恐れ、

多くの野党政治家は発言を自粛してきた。 

 

今回のグアイド議長の宣言により、野党内で選挙に参加

するべきとの意見が出やすくなると思われる。 

 

ただし、現時点では、選挙に参加するか、参加しないか

の結論は出しておらず、方向性は決まっていない。 

 

また、グアイド議長は、大統領の罷免を国民に問う「罷

免投票」と「憲法改定選挙」の実施についても議論する

と発言した。 

 

大統領の罷免を問う「罷免投票」を行うということは、

その前提としてマドゥロ大統領が現在ベネズエラの大

統領であるとの認識が必須になる。 

 

また、「罷免投票」の実施を申請するのは「選挙管理委

員会（CNE）」なので、マドゥロ政権下の CNE 役員を

ベネズエラの公式な選挙当局と認識する必要もある。 

 

つまり、「グアイド暫定政権」という肩書を降ろし、反

対派に戻ることが必要になる。その場合、CITGO や

Monomeros などマドゥロ政権からコントロールを奪取

した外国の国営企業の処遇についても検討する必要が

生じる。また、制裁緩和についても議論する必要がある

だろう。これらの条件を野党が譲歩する中で、更なる野

党の分断が生じる可能性がある。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.621」でも触れたが、

グアイド政権は欧米にミッション団を派遣している。 

 

バイデン政権は選挙参加を求めたとの報道が流れてい

る。グアイド政権は、トランプ政権と協調し維持してき

た方針を変更する必要に迫られている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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「バイデン政権 グアイド政権に祝辞」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.621」で触れた通り、

「PanamPost」はバイデン政権関係者からの情報として、

米国がグアイド暫定政権の認識を１１月の州知事選・市

長選を最後に停止すると報じた。 

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当しているゴンサレ

ス担当官もグアイド政権のことを「反対派」と表現して

おり、米国の方針転換の可能性が指摘されている。 

 

この疑惑を払しょくするためか、バイデン政権は７月５

日のベネズエラの「独立記念日」を祝う祝辞をグアイド

暫定政権に送った。なお、祝辞の名義はバイデン大統領

本人となっている。 

 

祝辞には、グアイド政権とその国会がベネズエラ国民の

平和で民主的な政権移行のために多大な努力をしてい

ると称賛。この努力のおかげでベネズエラに現在も自由

思想と民主主義と独立自治が残っていると評価した。 

 

 

（写真）国家情報通信センター（野党国会） 

 

 

「制裁 トランプ政権とバイデン政権の違い」                  

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学のファン・マニュ

エル・タレク教授は、現地メディア「El Pitazo」の取材

に応じ、「制裁」に関するバイデン政権とトランプ政権

の扱いの違いについて説明した。 

 

タレク教授によると、トランプ政権下では「制裁」は、

マドゥロ政権を倒壊させるための手段として使用され

ており、米国政府の方針は矛盾が多く、一貫性がなく、

個人主義的なものだったとした。 

 

一方で、バイデン政権下では「制裁」は、マドゥロ政権

の振る舞いを変えさせるためのインセンティブとして

使用されており、一定の効果を出していると評価した。 

 

まだ、バイデン政権は、マドゥロ政権の振る舞いを変え

るよう働きかけると同時にトランプ政権の方針に偏っ

た野党に対しても振る舞いの変化を求めていると補足

した。 

 

他、「制裁」について「制裁は危機を引き起したわけで

はないが、既に存在していた危機を悪化させる要因にな

った」とした。 

 

特に PDVSA と中央銀行に対する制裁は過剰なもので、

現在の人道危機を引き起こしたと指摘し、ベネズエラ人

の移民を促す要因になったとの見解を示した。 

 

なお、米国シンクタンク「Interamerican Dialogue」の

Michael Shinfter 代表も AFP 通信の取材で同様の見解

を表明。トランプ政権が主張してきた「最大限の圧力」

政策は失敗し、結果的にマドゥロ政権の立場を強固にし

たとの認識を示している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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経 済                        

「El Nacional 購読料は月額４５．６ドル」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.613」で、野党系メディア

「EL Nacional」が１８年から停止していた紙媒体の新

聞発行を８月３日から再開するとの記事を紹介した。 

 

これまで購読料は明らかにされていなかったが、購読料

が公表された。 

 

印刷媒体の新聞購読料はドル建てのみで、月額４５．６

ドル（７日間毎日発行）。 

 

これとは別に「記念版」という１０ドルのオプションが

存在する。恐らく印刷媒体の新聞再開を記念し、１カ月

間だけ特別価格で購読できるというサービスと思われ

るが、あまり説明が書かれていない。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

 

 

 

「OPEC＋ 協定決裂で原油価格上昇」         

 

７月５日 石油輸出国機構（OPEC）の加盟国・非加盟

国が参加する「OPEC プラス」の閣僚級会合が中止とな

った。また、次回の会合の予定を決めることもできなか

ったという。この中止報道を受けて、原油価格が上昇し

ている。 

 

Covid-１９を理由とした経済低迷から各国が回復しつ

つあり、原油需要が拡大する見通しがある。 

 

この状況で、OPEC プラス加盟国は増産幅を決める予定

だったが、参加国の意見がまとまらず、 

 

特に増産の幅でサウジアラビアと他の国の見解が一致

していないようで、合意が成立しない理由になったとい

う。 

 

合意が成立しないことで、増産の先行きが不透明になり、

原油価格が上昇したようだ。 

 

「カルドン製油所停止で燃料供給７５％減」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.621」で紹介した通り、

カルドン製油所が８週間のメンテナンスに入る。 

 

カルドン製油所はベネズエラ国内で今でも稼働してい

る数少ない製油所で同製油所の稼働が停止すると燃料

の生産量が著しく減少する。 

 

PDVSA 労働組合の元幹部イバン・フレイテス氏（現在

はコロンビアに亡命）によると、カルドン製油所はベネ

ズエラ国内で精製されているガソリン、日量８万バレル

のうちの６万バレルを精製しているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/883d31fd95c15f55179e480cd2fbd050.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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つまり、カルドン製油所が停止すれば国内の燃料精製が

７５％減少すると警鐘を鳴らした。 

 

カルドン製油所が稼働していた時でも深刻な燃料不足

に悩まされていたが、同製油所が動かなくなれば今後１，

２カ月は燃料不足感が著しく高まる懸念がある。 

 

社 会                        

「カラカス 民営バス La Wawa プレゼンス拡大」              

 

カラカスで「La Wawa」という民営バスのプレゼンスが

拡大しているようだ。 

 

「La Wawa」は、携帯の専用アプリでバスの現在の場所

やバスの移動ルートなどが確認できるという。 

また、バスの中には Wifi が飛んでおり、携帯でデジタ

ル決済も可能だという。 

 

ただ、同社ウェブサイトや「La Wawa」を紹介するいく

つかのメディアを調べてみたが、料金が載っていない。

料金はボリバル建てで頻繁に変動するため意識的に公

表していないのかもしれない。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

 

 

２０２１年７月６日（火曜）              

政 治                       

「与党国会 １６～２０年国会の決定を全て無効    

 ～性差別的な発言を取り締まる法案を承認～」        

 

７月６日 与党国会は定例国会を実施。 

２０１６年～２０年に活動していた野党多数国会が決

定した「国の利害に反する決議」を全て無効にすること

を決定した。 

 

ロドリゲス国会議長は、前国会は国に悪影響を与えるよ

うな決定を行ったと主張。現国会では過去の過ちを修正

すると宣言。 

 

野党国会は、「最高裁の決定に従わなかった」との理由

から２０１６年に無効化され、立法権の機能は制憲議会

に引き継がれてしまった。これにより、野党国会の機能

は事実上停止していた。 

 

そのため、今回の決定が具体的に大きな影響を与えるこ

とはないと思うが、政治的な不和を生むような決定にな

りそうだ。 

 

 

（写真）与党国会 
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また、同日に与党国会は「包括的な発言推進法」の第１

議論を承認した。これは LGBT や性的マイノリティに

対する差別を禁止する趣旨の法律のようだ。 

 

国会の第２議論を通過し、大統領が署名をして、官報で

公布されれば正式な法律になる。 

 

「サアブ検事総長 Fandaredes 代表拘束を発表     

    ～国連バチェレ弁務官が懸念を表明～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.621」で紹介した通り、

タチラ州の人権団体「Fundaredes」の代表ら３名がマド

ゥロ政権の治安当局に拘束された。 

 

７月６日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

「Fundaredes」のハビエル・トロコニス代表、同団体の

オマール・ガルシア氏、ラファエル・タラソナ氏の３名

を「扇動・国家の裏切り・名誉棄損」の罪で拘束したと

発表した。 

 

拘束された原因は、前号で指摘した通り、トロコニス代

表が、軍部高官（ロドリゲス・チャシン元グアリコ州知

事）と ELN 幹部らとの関係を指摘したこと。 

 

サアブ検事総長は 

「名誉棄損と証拠のない情報を流布することで国を不

安定にさせた。彼の情報は人権団体としての活動を逸脱

しており、大衆の意見を先導することで国際的にベネズ

エラにネガティブな印象を与えることが目的だった」 

と説明した。 

 

今回の人権活動家の拘束について、国連のバチェレ人権

高等弁務官が懸念の声を表明。 

 

 

 

 

トロコニス代表らは弁護団の付き添いが許されておら

ず、家族は彼らの所在についての情報を受け取っていな

いと指摘。マドゥロ政権に対して、速やかに拘束された

人々の人権を保障する措置を講じるよう求めた。 

 

「マチャド党首 選挙参加と引換えに娘と面会？」         

 

急進野党のリーダーのマリア・コリナ・マチャド VV 党

首は、１１月に予定されている全国州知事選・市長選に

出馬するのであれば、米国で暮らしている彼女の娘と会

うことが出来るとの提案を数カ月前に受けたと訴えた。 

 

マチャド党首は、２０１４年からベネズエラ国外への移

動を禁止されている。 

 

彼女の一人娘は米国に移住しており、最近結婚したよう

だが、マチャド党首は米国に移動できないため、しばら

く会っていないという。 

 

マチャド党首は、３カ月ほど前に匿名の手紙を受け取っ

たと主張。 

 

「マチャドの娘は結婚した。彼女はあなたを何カ月も見

ていない。そのうち孫ができるだろうが、あなたは孫の

顔を見ることもできない。この問題は２４時間で解決で

きる。興味があれば連絡しろ。」 

という内容だったという。 

 

この手紙が愉快犯なのかマドゥロ政権関係者からの提

案なのか正確なことは分からないが、マチャド党首はこ

の手紙を非難。 

 

私がお金で動かないことを知っているので、別の手段を

提案してきたと訴えた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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経 済                       

「マドゥロ政権 国内商用機の運行を認める」            

 

イポリト・アブレウ国土交通相は、マドゥロ大統領がベ

ネズエラの国内便の運行を許可したと発表した。 

 

ただし、国内線が運航できるのは隔離緩和週のみ。 

また、最近 Covid-１９感染が多く、コロンビア・ブラジ

ルと国境を接しているタチラ州・ボリバル州の空港は使

用できない。 

 

これまで国内の空路は、カナイマ、マルガリータなど観

光地のみ許可されていたが（隔離緩和週に限る）、今後

は２州を除く地域にある空港は許可される。 

 

「アンデス開発公社 CAF 代表交代」         

 

７月６日 「アンデス開発公社（CAF）」の代表が交代

した。新たに代表に選ばれたのはコロンビア人の Sergio 

Diaz Granados 氏。 

 

Granados 氏は、２０１０年～１３年にコロンビアのサ

ントス政権で商工業・観光相を務めたという。また、直

近では米州開発銀行（BID）のコロンビア代表というキ

ャリアの持ち主。 

 

CAF は、カラカスに本部を置く、中南米地域でインフラ

向けに融資・出資等を行う国際開発銀行。 

 

７０年代にアンデス地域の経済発展及び経済統合を金

融面から促進する地域開発金融機関として発足し、現在

は、中南米の１７カ国のほか、スペインやポルトガル、

域内の民間銀行も加盟している。 

 

 

 

 

「ベネズエラ経団連 Fedecamaras 代表候補４名」         

 

７月６日  ベネズエラで最も大きな経済団体

「Fedecamaras」は２年に一度代表が交代する。現在、

Fedecamaras の代表を務めるリカルド・クサノ代表は７

月２２日に任期を満了する予定。 

 

代表交代を前に４名の候補者が立候補している。 

１人目は、カルロス・フェルナンデス氏（Fedecamaras

の副代表）。２人目は、アダン・セリス氏（前 Conindustria

代表）３人目は、フェリペ・カポソロ氏（前

Consecomercio 代表）。４人目は、セサル・ギジェレン

氏（現 Fedecamaras Merida 代表）。 

 

クサノ代表は、与野党対話を志向し、制裁に否定的な人

物で経済団体幹部としては珍しいタイプの人物。カポソ

ロ氏もクサノ代表と似たスタンスの人物である。 

 

一方、アダン・セリス氏はマドゥロ政権と強く対立する

人物なので、対話的な雰囲気を作るのは難しいかもしれ

ない。 

 

「マドゥロ政権 ALBA への寄付を検討？」         

 

「第一正義党（PJ）」のボルヘス幹事長は、マドゥロ政

権が「米州ボリバル同盟（ALBA）」のワクチン基金に資

金を拠出しようとしていると訴えた。 

 

ALBA は故チャベス大統領の呼びかけで結成されたカ

リブ海諸国の友好同盟。経済危機下にある現在でも

ALBA の宗主国としてベネズエラは活動している。 

 

ボルヘス幹事長は「Covid-１９問題で数百万人の自国民

が亡くなっている中、マドゥロ政権は他国に１００万ド

ルを拠出しようとしている」と非難した。 

以上 


