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（写真）副大統領府 “ホルヘ・アレアサ新国内生産工業相（左）とフェリックス・プラセンシア新外相（右）” 

 

 

２０２１年８月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「野党 暫定政権の認識を撤回？」 

「野党 ゲバラ氏のマフィア組織との関係を否定」 

「野党 予備選を行う時間的な余裕はない」 

「国連 前期で２０年の支援実績を超える」 

経 済                     

「マドゥロ政権 Monomeros の返還求める」 

「元 Kimberly Clark 労働者 抗議行動」 

「衣料品製造業 稼働率２０％」 

社 会                     

「Axie Infinity 利用者 ベネズエラは世界２位」 

２０２１年８月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 閣僚を一斉交代 

～アレアサ外相 国家生産工業相に～」 

「穏健野党 ２３州知事の統一候補を発表」 

経 済                    

「ドミニカ共和国 REFIDOMSA の株式を購入 

～PDVSA REFIDOMSA の株式全て失う～」 

「高速インターネット事業者 サービス拡大」 

「CENDAS-FVM ７月の食糧費３１３ドル」 

社 会                    

「ベネズエラ 麻薬押収量は２７トン」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年８月１８日～８月１９日報道            No.６４１   ２０２１年８月２０日（金曜） 

2 / 8 

 

２０２１年８月１８日（水曜）             

政 治                       

「野党 暫定政権の認識を撤回？」            

 

８月１８日 マドゥロ大統領は、野党がマドゥロ政権を

ベネズエラの正当な政府と認識したと発言した。 

「野党がマドゥロ政権を正当なベネズエラの政府と認

識した。野党はニコラス・マドゥロが率いる正当な政府

を認識した。 

そして、我々は対話と相互理解を求める野党が存在する

ことを認めた。とても単純な話だ。世界はこの事実を認

識した。」 

と述べた。 

 

８月１３日 与野党協議の代表は協議を始めるにあた

り「覚書」を締結した（「ベネズエラ・トゥデイ No.639」）。 

与党国会は、この覚書を承認。８月１８日に官報で覚書

が公表され、正式な法律となった。 

 

この覚書では、マドゥロ政権を「ベネズエラ政府」、野

党を「統一プラットフォーム」と書いている。 

 

野党がこの覚書に署名することは野党がマドゥロ政権

を「ベネズエラ政府」と認識していることを暗に示して

いるということだろう。 

 

市中に流れている報道がフェイクニュースかどうかを

調べるサイト「EsPaja.com」は、この噂（野党が暫定政

権の認識を撤回したかどうか）について、 

「８月１７日時点でグアイドは明確に暫定政権の認識

について表明はしていない」と指摘。 

 

グアイド議長のツイッターアカウントでも「暫定大統領」

の肩書を外しておらず、「今後の対話の中でどのように

話が進展するかは分からないが、現時点でグアイド暫定

政権の認識は撤回されていない」と報じた。 

「野党 ゲバラ氏のマフィア組織との関係を否定」         

 

ボリバル州の地方政党「LCR」のアンドレス・ベラスケ

ス党首は、８月１６日に解放された「大衆意思党（VP）」

のフレディ・ゲバラ氏について 

「彼の拘束は不当なもので、彼が受けたマフィアとの関

係の疑惑はマドゥロ犯罪政権のでっち上げであること

は明らかだ。彼らは全ての政治犯に存在しない罪を着せ

ている。」と主張した。 

 

何も知らなければ、マドゥロ政権のでっち上げだと思う

だろうが、野党は国民の信頼を損なった過去がある。 

 

２０年５月に起きた「Gedeon 作戦」では、マドゥロ政

権が「武力による政権交代の試みにグアイド政権が関与

している」と主張した際、野党はこの事件はマドゥロ政

権の自作自演と反論した。 

 

しかし、結果的にグアイド政権と実行犯が武力で政権倒

壊を検討していたことが確認できる契約を交わしてい

ることが判明。 

 

契約した関係者の２人（J.J.レンドン氏とセルヒオ・ベル

ガラ氏）は辞任を表明したが、現在ベルガラ氏はグアイ

ド政権の金庫番として予算執行の責任者を担っている。 

 

また、この契約書にはグアイド議長の署名もあったが、

グアイド議長は「無関係」の一点張りで、この事件につ

いてまともな説明も真相の究明もしていない。 

 

２０１９年１月、グアイド議長が暫定大統領就任を宣言

した直後、グアイド議長はカベジョ政権議長（当時）と

協議をしていた。 

 

カベジョ政権議長が、グアイド議長と協議をしたと発言

したが、グアイド議長はでっち上げと否定した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f9a79accf3fc0b62f401521e428d870.pdf
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当初、メディアの勢いもあり、みんなカベジョ政権議長

が嘘をついていると疑わなかったが、現在ではカベジョ

政権議長の発言が事実で、グアイド議長が嘘をついてい

たという理解が一般的だ。 

 

こういった過去の事例があると、ゲバラ氏の一件につい

ても野党側の主張が信じられなくなってしまう。 

嘘をついて（あるいは嘘をつかなければいけないような

ことをして）人々の信頼を失ったのは野党が犯してきた

大きな失敗だろう。 

 

「野党 予備選を行う時間的な余裕はない」                  

 

８月１７日 独立系野党「鉛筆同盟」の党首で、リベル

タドール市長選への出馬を表明しているアントニオ・エ

カリ氏は、「野党が統一候補を決めるために予備選を行

うには時間的な余裕がない」と発表した。 

 

エカリ氏によると、彼は「選挙管理委員会（CNE）」の

野党系役員２名（エンリケ・マルケス氏とロベルト・ピ

コン氏）と協議し、「スケジュール的に予備選を行う時

間はない」との説明を受けたという。 

 

他方、与党候補に勝つためには候補者を統一させる必要

があると主張。統一させる手段は予備選挙ではなく、世

論調査で決めるべきだとの見解を示した。 

 

（写真）Noticiero Digital “アントニオ・エカリ氏” 

 

「国連 前期で２０年の支援実績を超える」                  

 

８月１８日 国連人権高等弁務官事務所（OCHA）は、

２０２１年前期のベネズエラへの人道支援実績が２０

２０年通年で行われたベネズエラへの支援額を超えた

と発表した。 

 

OCHA によると、２１年６月までにベネズエラ政府機

関と協調し、２１０万人のベネズエラ人に対して人道支

援を行ったという。また、この期間に執行した予算は２

億７，９４０万ドルになったという。 

 

ただし、ベネズエラへの支援目標は年間で７億８１０万

ドルとしており、引き続き国際社会からの援助を求める

と説明した。 

 

なお、８月２３日から在ベネズエラ国連代表調整官が

Gianluca Rampolla del Tindaro 氏に交代するという。以

前はタンザニアで国連調整官の役割を担っていたとい

う。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 Monomeros の返還求める」           

 

８月１８日 マドゥロ大統領は、与野党協議で与党の代

表（全権特使）を務めているホルヘ・ロドリゲス国会議

長に対して、国営石油化学公社「Pequiven」のコロンビ

アにある関係会社「Monomeros」のコントロールを返す

よう野党に求めるよう提案した。 

 

「私は今回のホルヘ・ロドリゲス全権特使に対して、

Monomeros を本来の所有者である Pequiven の元に返

還するよう求めるサイン入りの署名を渡した。 
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Monomeros の返還はベネズエラ経済が回復するために

必要な措置で、メキシコの対話で最初に合意されるポイ

ントになるかもしれない。」 

と述べた。 

 

Monomeros は外国に存在するベネズエラ政府資産の中

で、CITGO に次いで２番目に価値の高い資産で野党に

とっても大事な資産と言える。 

 

ただ、Monomeros はコロンビアにあるが、コロンビア

政府は与野党協議について前向きな姿勢を示している

とは言えず、コロンビア政府がマドゥロ政権に譲歩する

とは考えにくい。 

 

今回の与野党交渉再開に当たって、米国・欧州・カナダ

が連名で「協議の進展に応じて制裁を見直す用意がある」

と発表したが、コロンビアはこの発表に名前を連ねなか

った。 

 

６月２５日 ドゥケ大統領はヘリコプターでの移動中

にゲリラ組織から銃撃を受けた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.618」）。ドゥケ政権は、犯人はマドゥロ政権に匿

われてベネズエラに潜伏していると主張している。 

 

「元 Kimberly Clark 労働者 抗議行動」         

 

「Casique Maracay」（旧「Kimberly Clark」）の８００人

超の労働者が、同社の役員交代と労働条件の改善を求め

て抗議行動を行った。 

 

抗議参加者の Delvis Marin 氏によると、現在、労働者へ

の給料は現金ではなく、同社で生産する製品を支給して

補っているという。 

 

 

 

 

なお、以前は労働者に対して給料ではなく、福利厚生と

して製品を支給していたため、労働条件の改悪になって

いると主張した。 

 

また、Marin 氏は、 

「１週間前にマドゥロ大統領は、労働者による不正疑惑

があるとして「Casique Maracay」に査察団を送った。

しかし、実際のところ不正を行っているのは労働者では

なく、同社の経営者だ。また、調査に派遣された人物は

我々と全く接触することなく捜査を進めている。」 

と訴えた。 

 

 
（写真）Carmen Pecorelli 記者 

 

「衣料品製造業 稼働率２０％」                  

 

「ベネズエラ縫製産業団体（Cavediv）」のロベルト・ミ

メリス代表は、「Fedecamaras Radio」に出演。 

現在のベネズエラの縫製業の稼働率について１８～２

０％と説明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
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また、２０２１年の状況について、Covid-１９感染拡大

防止策「７＋７」と公共サービスの問題、燃料不足など

様々な問題が重なり、２０２０年の実績とほとんど変わ

ってないと指摘。 

 

ただし、経済ドル化が進展したことにより縫製産業の縮

小には歯止めがかかったと述べた。 

 

また、経済全体について、「ほとんどの業種で改善した

ような印象はない」とコメント。 

 

ただし、「輸入品販売を中心とする業種はやや回復した

印象を受けている。」と述べた。 

 

社 会                        

「Axie Infinity 利用者 ベネズエラは世界２位」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.640」で、フィリピン

発のゲーム「Axie Infinity」がベネズエラで流行ってい

るとの記事を紹介した。 

 

前回の記事でベネズエラは「Axie Infinity」の利用者が

ラテンアメリカで最も多いと紹介したが、世界的にも２

番目に多いという。なお、利用者が最も多い国はゲーム

開発国であるフィリピン。 

 

以下では、このゲームについてもう少し詳細を紹介した

い。 

 

このゲームは、「Axie」と呼ばれるモンスターを使って

対戦・繁殖・育成・取引をするもの。 

 

ゲームで出される課題をクリアしたり、アリーナで上位

になったり、Axie を販売することによって AXS や SLP

と呼ばれるポイントを受け取ることが出来、このポイン

トをイーサリアム建てで売却することができる。 

 

なお、このイーサリアムは円やドルに両替することがで

きるため、現物資産に替えることも出来る。 

 

このゲームをプレイするためには、まずデジタル通貨

「イーサリアム」のデジタルウォレットを持つ必要があ

る（登録時に必要になる）。 

 

最初にこのデジタル通貨で、キャラクター３体を購入す

る必要がある、初期投資として１２００ドル相当のお金

が必要になる（その時のイーサリアムの価格によって変

動）。 

 

ただし、「Axie Infinity」には「スカラーシップ」という

仕組みがあり、既に「Axie Infinity」をプレイし、多く

の Axie を持っている人が新たにゲームをプレイしたい

という人に Axie を貸すことが出来るという。 

 

Axie を借りた人は無料でプレイを始めることが出来る。 

そして、Axie を貸したオーナーは借りた人が稼いだポ

イントの３５％を手数料として受け取ることが可能。つ

まり、不労（？）所得を得ることも可能だという。 

 

なお、この Axie は NFT と呼ばれる非代替性トークン

で、デジタル資産だが、デジタル世界で所有権が明確に

定められているという。 

 

 

また、ブロックチェーンの技術を応用することで、Axie

はコピーできない代替不能なデジタルアセットになる

という。 

 

ただし、AXS、SLP は「Axie Infinity」をプレイする人

口に応じて価格が変わっていくもので、「Axie Infinity」

が廃れてしまった場合は損をすることもあるという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c2c2ec2df5617a62df02bd5455a5456.pdf
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２０２１年８月１９日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 閣僚を一斉交代             

    ～アレアサ外相 国家生産工業相に～」        

 

８月１９日 マドゥロ大統領は閣僚の一斉交代を発表

した。 

 

大きな人事変更は２点。 

 

１点目は、内務相。 

これまで内務相はカルメン・メレンデス氏が担っていた

が、１１月にリベルタドール市長選に出馬することにな

ったため、内務相の席はレミヒオ・セバジョ海軍総督（元

CoeFanb 総司令官）が引き継ぐことになった。 

 

２点目は、外相。 

これまで外相は、ホルヘ・アレアサ氏が務めていたが、

フェリックス・プラセンシア在中国ベネズエラ代表大使

が引き継ぐ。プラセンシア氏は外務省のキャリアが長く、

政治家というより実務家の印象。外相は政治家が担う印

象があり、プラセンシア氏の外相就任は一時的なものか

もしれない。 

 

なお、一部の報道では中国大使を外相に据えたことで対

中関係が緊密化する可能性を指摘しているが、個人的に

は中国はベネズエラとは一定の距離を置いて接してい

る印象がある。 

 

そして、ホルヘ・アレアサ氏は外相から国家生産工業相

に横滑りした。 

 

アレアサ氏は、故チャベス大統領の娘ビルへニア・チャ

ベス氏の娘婿。 

 

 

 

長年、マドゥロ政権の最重鎮として閣僚ポストを担って

いるが、米国の制裁対象にはなっていない。マドゥロ政

権の中でも比較的クリーンなイメージを保っている人

物と言える。なお、１７年８月から外相に就任しており

４年ぶりの人事変更ということになる。 

 

ケンブリッジ大学を卒業しており英語も話せる。 

個人的には、マドゥロ政権重鎮の中で最も対話がしやす

い人物という印象。 

 

アレアサ氏が経済分野に移動したのは民間セクターと

の協調を重視したためかもしれない。 

 

その他、交代した新閣僚は以下の通り。 

 

・エコロジー鉱物相：William Serantes Pinto 

・女性平等相：Margaud Godoy 

・教育相：Yelitze Santaella 

・国家領土担当副大統領：Mervin Maldonado 

 

「穏健野党 ２３州知事の統一候補を発表」           

 

８月１９日 ２０２０年１２月の国会議員選に参加し

た野党グループ「穏健野党」の統一同盟「民主主義同盟

（Alianza Democrática）」は、１１月に予定されている

全国州知事選の２３州の統一候補を発表した。 

 

穏健野党の統一候補は以下の通り。 

 

・Amazonas: Nixon Maniglia (AD) 

・Anzoátegui: José Brito (Primero Venezuela) 

・Apure: Ronald Torres (AD) 

・Aragua: Luis Eduardo Martínez (AD) 

・Barinas: Rafael Rosales Peña (Independiente) 

・Bolívar: José Manuel Muqueza (AD) 

・Carabobo: Javier Bertucci (El Cambio) 
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・Cojedes: Dennis Fernández (AD) 

・Delta Amacuro: Jesús Chugabi Hidalgo 

 (Independiente) 

・Falcón: Daniel Barrios (El Cambio) 

・Guárico: Octavio Orta (AD) 

・La Guaira: Luis Olivo (AD) 

・Lara: Henry Falcón (Avanzada Progresista) 

・Mérida: Edgar Márquez (Copei) 

・Miranda: Juan Carlos Alvarado (Copei) 

・Monagas: Johel Orta (Independiente) 

・Nueva Esparta: Morel Rodríguez (Independiente) 

・Portuguesa: José Ruiz Parra (Independiente) 

・Sucre: Francisco Pino (Movimiento Ecológico) 

・Táchira: Laidy Gómez (AD) 

・Trujillo: Conrado Pérez (Primero Venezuela) 

・Yaracuy: Miguel Ponente (Primero Venezuela) 

・Zulia: Eliseo Fermín (AD) 

 

率直に言って、穏健野党の人気は低い。 

タチラ州の Laidy Gómez 知事は当選できると思うが、

それ以外の候補が与党に勝てる可能性は低い。 

だが、野党支持者の票の１～１０％程度は穏健野党に流

れる可能性がある。その結果、野党票が分散し、与党候

補に有利になる可能性は十分ありそうだ。 

 

特筆するべきところで言うと、アンソアテギ州のホセ・

ブリト氏。カラボボ州のハビエル・ベルトゥッシ氏。ラ

ラ州のヘンリー・ファルコン氏。タチラ州のライディ・

ゴメス氏の４名だろう。 

 

 

（写真）Ultimas Noticias “民主主義同盟” 

 

経 済                       

「ドミニカ共和国 REFIDOMSA の株式を購入       

 ～PDVSA REFIDOMSA の株式全て失う～」            

 

８月１９日 タレク・エル・アイサミ石油相は、PDVSA

がドミニカ共和国にある製油所「REFIDOMSA」の株式

４９．９％を売却したと発表した。 

 

「REFIDOMSA」は PDVSA とドミニカ共和国政府の

合弁会社。今回４９．９％の株式を売却したことで、

REFIDOMSA は１００％ドミニカ共和国の資産になる

という。 

 

なお、同製油所は Rizek グループの「PATSA LTD」と

いう会社がオペレーションを行うという。 

 

ドミニカ共和国の Jose Miguel Vicente 財務相も同様の

発表をしている。Veciente 財務相によると、４９．９％

の株式の購入価格は８８１０万ドル、ドミニカ共和国に

とって良い条件で契約を結ぶことが出来たとしている。 

 

なお、PDVSA は２０１０年に「REFIDOMSA」の株式

４９％を１億３１００万ドルで購入したという。金額で

みると、PDVSA 側が損をしたことになりそうだ。 

 

なお、Vicente 財務相は、株式購入に当たっては事前に

米国に対して制裁対象にならないか確認を取ったと説

明。特に問題なく取引を完了することが出来たとした。 

 

なお、アイサミ石油相が発表した説明文によると、株式

の売却額は債務返済に充てられたと書かれている。 

 

つまり、権利の移転だけで米国の制裁が妨げている金銭

的な送金は行われていないと思われる。 
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「高速インターネット事業者 カラカスで事業開始」         

 

ベネズエラのインターネット環境が劣悪なのは周知の

通り。 

 

そんな中、「Thundernet」という高速インターネットサ

ービスを提供する民間企業がカラカスでサービスを開

始するという。また、将来的には他の州にもサービス範

囲を拡大するとしている。 

 

既に同社のウェブサイトはできており、サイトを見る限

りプラン５０Mbps、１５０Mbps、２５０Mbps、特別

プランの４つのプランが存在している。 

 

ただし、料金はまだ公開されていない。 

 

 

（写真）Thundernet 

 

「CENDAS-FVM ７月の食糧費３１３ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２１年７月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年７月の基礎食料費は

先月比６．９％増の BsS.１，１２６，７９３，４９９．

４７。ドルに換算すると３１２．９９ドルになる。 

 

２１年６月のドル建ての基礎食糧費は２５７．８７ドル

だったので先月比２１．４％増とドルで見てもかなり物

価が上昇したことになる。 

 

なお、ボリバル建てで２０２０年８月～２１年７月まで

の累計インフレ率は１，４２３．３％になる。 

 

社 会                       

「ベネズエラ 麻薬押収量は２７トン」            

 

８月１９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

２０２１年１月～８月までの間に合計で約２７トンの

麻薬を押収したと発表した。 

 

なお、押収した麻薬のほとんどがコカインで２３トン。 

他は、マリファナが３トン、ヘロインが６７０キロだっ

たという。 

 

また、サアブ氏が検事総長に就任した２０１７年からこ

れまでに１６万３４４０回の麻薬摘発オペレーション

を実施。合計１６１．９トンの麻薬を押収したと説明し

た。 

 

以上 


