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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド政権 州知事選・市長選 不参加の見通し” 

 

 

２０２１年２月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「米国 制裁緩和を急がない？野党 団結できるか？ 

～コロンビアでの野党・米国の協議内容～」 

「米大使 CNE 役員交代・州知事選保証では不十分」 

「オルテガ元検事総長 野党に方針転換求める」 

「バチェレ弁務官 マドゥロ政権と協議を続ける」 

経 済                     

「ファルコン州 フリーゾーンの投資呼び込み」 

「ディーゼル燃料不足 警戒水域に」 

社 会                     

「ラミレス元 PDVSA 総裁の自宅を占拠」 

21 年 2 月 27～28 日（土・日） 

 

政 治                    

「西外相 コロンビア・ククタを視察 

～マドゥロ大統領 西との関係見直しを指示～」 

「選挙に参加する可能性のある野党候補は？」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 公共料金値上げを検討 

～給料・年金の増額手段を検討～」 

「ヌエバエスパルタ ガソリン給油制限を解除」 

「新メトロカード 使用開始」 

社 会                     

「カラカソから３２年経過」 
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２０２１年２月２６日（金曜）             

政 治                       

「米国 制裁緩和急がない？野党 団結できるか？     

  ～コロンビアでの野党・米国の協議内容～」       

 

一部の野党関係者は２月１９日～２６日にかけて、コロ

ンビアにあるベネズエラの米国大使館を訪問。 

 

ここでコロンビア政府関係者らも含めて、今後のプラン

について協議を行っていた。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長が公表したスケジュール表

によると、２月１９日と２６日は移動日で、実際に協議

を行ったのは２月２０日～２５日のようだ（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.566」）。 

 

野党系ジャーナリストのカルラ・アンゴラ氏は、コロン

ビアで行われた協議の内容について、関係者から入手し

た情報を自身のツイッターに投稿した。 

 

アンゴラ氏によると、「米国は制裁を解除する意志はな

く、更なる制裁を科す可能性もある」という。 

 

また、州知事選については「参加しない」との方向で合

意がなされたようだが、「行動民主党（AD）」はまだ合

意していないという。 

 

この状況を受けて、米国は野党に対して１つの方針で団

結するよう求めたという。 

 

他、カボベルデで拘束されているマドゥロ政権の協力者

アレックス・サアブ氏について、米国は引き続き引き渡

しを求める意志を表明したという。 

 

 

 

ツイッターの短い投稿だけでは、ニュアンスなど詳細を

知ることはできない。 

 

「制裁を強化する」と言っても「経済制裁」なのかマド

ゥロ政権関係者への「個人制裁」なのかも非常に大きな

ところだろう。 

 

また、「州知事選には参加しない方向で合意」とあるが、

AD の他、後述する一部の野党関係者は州知事選の参加

を求めており、団結できるかは不透明だ。 

 

３月１日に野党は、州知事選参加について協議を予定し

ている。ここで何らかの方向性を定めると思われる（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.566」）。 

 

なお、２月２８日 「ロイター通信」は、米国政府関係

者からの情報を報道。 

 

同記事によると、米国の政府関係者は 

「バイデン政権はそこまで早急に制裁を緩和する意志

は無く、マドゥロ政権が誠実に野党と交渉をする意志を

示した場合、制裁を緩和する。」 

と言及したという。 

 

また、「米国の制裁は人道支援を行うために様々な規定

を設けており十分に機能している」 

とし、「人道支援を妨げているのは、マドゥロ政権」と

の立場を示したという。 

 

ここで米国政府関係者が述べている「マドゥロ政権が誠

実に野党と交渉する意志を示した場合」というのは具体

的にどのような行動であれば、「意志を示した」ことに

なるのかは不明だ。 

 

もしかすると、水面下で行われている交渉で「意志を示

す」サインについてもマドゥロ政権側に伝えられている

のかもしれない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
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「米大使 CNE 役員交代・州知事選保証では不十分」         

 

２月２６日 コロンビアでベネズエラの米国大使の役

割を担っているジェームス・ストーリー大使は、ウェブ

メディア「Monitoreamos」のインタビューに対応。 

ベネズエラ問題についての見解を語った。 

 

同インタビューの中で、制裁について「ベネズエラで自

由で公平で検証可能な大統領選、国会議員選が行われる

のであれば制裁を解除する意志がある。」と言及。 

 

加えて 

「もし、マドゥロ政権が CNE 役員を交代させ、州知事

選に関する協議を行う意志があるだけであれば不十分

だ。それは、我々の求めを聞いていることにならない。

我々はもっと包括的なプロセスを求めている。」 

とコメントした。 

 

以前「ABC」は、マドゥロ政権側が「州知事選の保証」

「CNE 役員・最高裁判事の交代」と引き換えに「制裁

緩和」と「凍結口座の Covid-１９対策のための使用」を

求めたと報じていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.557」）。 

 

このマドゥロ政権側の提案を、米国・グアイド政権が拒

絶したと理解できる。 

 

ストーリー大使の発言は、野党との協議後の発言であり、

彼の発言は野党が今後示すであろう方針と考えて良さ

そうだ。 

 

なお、２月２２日に欧州連合がマドゥロ政権関係者１９

名に個人制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.565」）。 

 

 

 

 

「国際社会との連携」を重視するバイデン政権が、欧州

連合と連携が取れていることをマドゥロ政権側にアピ

ールしたのかもしれない。 

 

率直に言って、マドゥロ政権が大統領選と国会議員選を

やり直す可能性はほとんどない。 

 

つまり、野党は現状維持になってしまう可能性がある。 

 

「オルテガ元検事総長 野党に方針転換求める」                  

 

１７年にマドゥロ政権を離反し、コロンビアに亡命した

ルイサ・オルテガ元検事総長は、グアイド政権に対して 

「過去と同じ過ちを犯してはいけない。投票に対する信

頼を回復させることに務めるべきだ。」 

と訴えた。 

 

オルテガ元検事総長は自身のツイッターで 

「ベネズエラで起きた最も代償の大きかった誤りは、投

票することを悪魔視し、投票の信頼を失わせたことだ。

我々は投票を棄権することを求めるという失敗を犯し

た。政治のリーダーは、過去の誤りに責任を負い、修正

し、進歩する必要がある。 

 

我々が犯した間違いは、祖国を裏切った強権政治を安定

させる代償を伴った。 

 

我々は、私も含めて投票を棄権することを支持する誤り

を犯した。この点を責任と勇気をもって認めなければな

らない。」と訴えた。 

 

オルテガ元検事総長は、今後、選挙参加を通じて国を変

える側のグループに入るという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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「バチェレ弁務官 マドゥロ政権と協議を続ける」         

 

２月２２日～３月２３日にかけて、国連人権委員会の会

合が行われている。 

 

２月２６日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、ベネズ

エラの状況について報告。 

 

バチェレ弁務官は、 

「特にペルー、エクアドル、チリが国境での軍備を強化

し、ベネズエラ人難民の移動に障害が出ることを懸念し

ている。 

 

また、ベネズエラの国内での適切な保護措置を取られる

ことなく、社会的弱者が国を追放される事案が発生して

いる。」と懸念を表明。 

 

また、ベネズエラ国内に関して、政治犯の開放について

一定の成果が得られていることを確認。 

また、医療アクセスが改善したこと、国連人権委員会の

職員とマドゥロ政権との間で協力関係を構築し始めて

いること、など一定の成果を評価した。 

 

マドゥロ政権を肯定的に捉える発言について、急進野党

系の人権活動家タマラ・スジュ氏は、バチェレ弁務官を

非難。「ベネズエラには無実の罪で拘束されている多く

の政治犯がおり、彼らの開放を求めるべきだ。」 

と主張した。 

 

なお、今回の報告は簡易なものだったようで、そこまで

メディアでは報じられていない。 

 

バチェレ弁務官は、３月１０日に改めてベネズエラの状

況について報告する予定で、その時に詳細に報告を行う

と思われる。 

 

 

経 済                        

「ファルコン州 フリーゾーンの投資呼び込み」           

 

ファルコン州のビクトル・クラーク知事は、パラグアナ

観光フリーゾーンを再活性させると発表。同地域での投

資を求めた。 

 

ファルコン州には「Zona Libre para el Fomento de la 

Inversion Turistica de la Peninsula de Paraguana」と呼

ばれる観光投資促進を目的としたフリーゾーンが存在

する。 

 

フリーゾーン内で操業する認可事業者は、輸入時の関税

免除、付加価値税免除など税制面での恩恵が受けられる。 

 

他にもベネズエラには税制面で優遇措置を講じている

地域がある。 

 

例えば、ヌエバ・エスパルタ州やボリバル州のフリーポ

ートも関税、付加価値税の支払いが免税される。 

 

「ディーゼル燃料不足 警戒水域に」                  

 

スリア州で、ディーゼル燃料不足が深刻化しており、交

通業界関係者が懸念を表明しているという。 

 

スリア州の交通分野労働組合のエルソモ・アイラム代表

によると、３カ月ほど前からディーゼル燃料の供給が減

少しているという。 

 

このままだと食料や医薬品の輸送を止めなければなら

ず、農耕作業で使用する耕作機や工場で使用する自家発

電機が停止すると懸念を表明した。 
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なお、２０２０年から深刻化しているガソリン不足を受

けて、多くの業者がガソリン車からディーゼル車に買い

替え、あるいは燃料機関を変更したという。 

 

しかし、ディーゼル燃料も不足し始めていると現状を訴

えた。 

 

社 会                        

「ラミレス元 PDVSA 総裁の自宅を占拠」           

 

２月２６日 元 PDVSA 総裁のラファエル・ラミレス氏

が、ベネズエラにある自宅をマドゥロ政権に占拠された

と訴えた。 

 

スペイン系メディア「El Pais」は、スペインの企業が過

去ベネズエラでの公共事業を受注するために３，２００

万ドルの賄賂を支払っていたとの記事を投稿（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.562」）。 

 

賄賂はラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁の従兄弟で

ラミレス元総裁のテスタフェロ（資産隠しに協力する人

物）とされるディエゴ・サラサール氏が受け取っていた

という。 

 

この記事を受けて、マドゥロ政権はラミレス元 PDVSA

総裁が滞在しているとされるイタリアに身柄引き渡し

を要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.563」）。 

 

今回のラミレス氏の自宅占拠は、本件の捜査に関連した

ものと思われる。 

 

ラミレス氏は、自身をアルゼンチンのクリスティーナ・

キッチナー元大統領（現副大統領）やブラジルのルーラ・

ダ・シルバ元大統領らに重ね、政治的な理由で迫害を受

けていると主張した。 

 

 

２０２１年２月２７～２８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「西外相 コロンビア・ククタを視察           

 ～マドゥロ大統領 西との関係見直しを指示～」        

 

２月２７日 スペインのアランチャ・ゴンサレス外相と

コロンビアのクラウディア・ブルム外相は、ベネズエラ

とコロンビアの国境の町ククタを訪問。 

 

コロンビア政府やコロンビアの非営利団体などが保護

しているベネズエラ移民の生活状況などを視察した。 

 

ゴンサレス外相はコロンビア政府の移民対策を支持す

ると伝え、支援金として１．２億ユーロ（１億４，４０

０万ドル）を今後４年間で拠出すると発表した。 

 

また、マドゥロ政権が EU 代表大使に国外退去処分を命

じた点について、 

「彼らは橋を破壊した。対話の窓口を閉ざした。我々の

外交官を国外に追放することは対話の促進に資するこ

とはない。」 

とマドゥロ政権を非難した。 

 

一方、EU に制裁を受けたマドゥロ政権は、ゴンサレス

外相のククタ訪問をマドゥロ政権への攻撃であり内政

干渉と認識。 

 

「スペインとの関係を基礎から全て見直す。これ以上の

攻撃は許さない。我々はスペイン政府に対してアレアサ

外相を通じて既に警告していた。 

いかなる攻撃にも言葉、行動、外交手段あるいは政治を

通じて毅然と対応する。」と訴えた。 

 

マドゥロ大統領の発言を受けて、ゴンサレス外相は 

「マドゥロ政権に対して我々が行ってきたのと同様の

尊重を求める。それだけだ。」と反応した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/28a2e86d3b6dedd7d1012e0e86d7cb79.pdf
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「選挙に参加する可能性のある野党候補は？」           

 

本稿「米国 制裁解除しない？野党団結できるか？」で

紹介した通り、野党は州知事選に参加しない方向で話が

進みそうだ。 

 

一方、州知事選に参加するべきと表明する野党政治家も

おり、どこまで意見を抑えられるかが争点になりそうだ。 

 

２月２６日 「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリ

ス氏は、州知事選・市長選に参加するための投票の条件

を勝ち取るべきだと主張した。 

 

オカリス氏は、カラカス・スクレ市の元市長。１７年１

０月の州知事選では野党のミランダ州知事候補として

出馬していた。 

 

オカリス氏の提案は以下の通り。 

 

1-「選挙管理委員会（CNE）」役員の交代 

2- 政党を元に戻す（現在、最高裁の命令により主要野

党の政党は、「新時代党（UNT）」を除き、与党に協

力する穏健野党側の手に渡っている） 

3- 投票会場の場所を変えさせない 

4- 外国の監視団を受け入れさせる 

5- 投票会場の近くに与党の集会所を作らせない 

6- 「祖国カード」など選挙の公平性を損なう行動を禁

止する。 

 

同じく PJ に所属するカプリレス元ミランダ州知事も同

様の姿勢を示しており、国内にいる PJ の主要リーダー

は選挙参加を望んでいるようだ。 

 

また、「行動民主党（AD）」も選挙参加を志向する政党。 

少なくとも、現在タチラ州知事を務めている AD のライ

ディ・ゴメス党首は選挙に参加すると述べている。 

 

他、ヌエバ・エスパルタ州知事、アンソアテギ州知事も

AD の党員であり、彼らも州知事選に参加する可能性が

高い。 

 

また、独立野党としてチャカオ市長を務めているグスタ

ーボ・ドゥケ市長は今年の市長選に参加すると表明した。 

 

他、ドゥケ市長は、ミランダ州知事の候補としてダビッ

ド・ウスカテギ氏が立候補する可能性があると言及した。 

 

ウスガテギ氏は、元 PJ 党員の政治家。 

ミランダ州の野党の牙城の１つバルータ市の行政関連

の職を担ってきた。２０１３年のバルータ市長選に出馬

する予定だったが、最高裁判所に選挙出馬権を停止され

たため立候補できなかった。 

 

なお、２月２７日 マドゥロ大統領は演説で、少なくと

も野党の３人はカラカス市長選に参加することを検討

していると発言。 

 

１人目は、UNT のスターリン・ゴンサレス氏（議員）。 

２人目は、PJ のロベルト・パティーニョ氏。 

３人目は、Fedecamaras のリカルド・クサノ代表。 

と述べた。 

 

スターリン・ゴンサレス氏が出馬する可能性はあると思

うが、リカルド・クサノ代表が選挙に出馬する可能性は

低いのではないか。 

 

なお、ベネズエラ国民の多くは、与党も野党も含めて既

存の政治家に辟易しており、政治的なしがらみの少ない

アウトサイダーを求めている。 

 

１８年５月に行われた大統領選も、もし「Polar（ベネズ

エラで最も大きな民間企業）」のロレンソ・メンドーサ

社長が出馬していたのであれば、野党は選挙に参加した

だろう。 
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経済界の代表として、政治的なしがらみが少ないクサノ

代表は、メンドーサ氏のようなカリスマ性は無いが、ア

ウトサイダーとして適切だろう。大統領選であれば、ク

サノ代表の出馬は一考かもしれない。 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 公共料金値上げを検討        

      ～給料・年金の増額手段を検討～」            

 

２月２７日 マドゥロ大統領は、公共サービスの料金引

き上げを支持するとコメント。 

 

もし、サービスを向上させるための公共料金の引き上げ

に国民が合意できるのであれば、値上げを行うべきと述

べた。 

 

他方、過度な値上げは行わず、経済戦争下であることを

前提とした料金見直しにする必要があると指摘した。 

 

実は２月２５日にも同様の主旨の発言をしており、公共

料金の値上げの必要性を認識しているようだ。 

 

以前「ウィークリーレポート No.187」で、ベネズエラ

に帰国した Youtuber の動画を紹介した。 

 

彼の実家（カラボボ州バレンシア）では、だいぶ前から

電気料金や水道料金を支払っていないという。 

 

あくまで一例だが、公共料金は地域によっては異常に安

い（あるいは無料）のは事実だろう。 

 

また、マドゥロ大統領は賃金問題について「賃金・年金

を引き上げる手段を検討している」と言及。 

そのためには国家の収入を増やす必要があると主張し

た。 

 

 

「ヌエバエスパルタ ガソリン給油制限を解除」         

 

ヌエバ・エスパルタ州知事は、「行動民主党（AD）」の

アルフレド・ディアス知事だが、マドゥロ政権は知事と

は別に「ヌエバ・エスパルタ保護官」という役職を設け

て、同地域でマドゥロ政権の行政活動を行わせている。 

 

この「ヌエバ・エスパルタ州保護官」は、「出入国管理

局（SAIME）」局長などを務めたダンテ・リバス氏が担

っている。 

 

２月２８日 ダンテ・リバス保護官は、 

「３月１日から車のナンバープレートの末尾の番号で

ガソリンを給油できる仕組みを解除する」 

と発表した。 

 

２０年６月からマドゥロ政権は、ガソリン消費を抑え、

且つガソリン給油待ちの行列を減らすため、自動車のナ

ンバープレートの末尾の数字に応じて、給油できる曜日

を制限する仕組みを採用している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.452」）。 

 

この仕組みは全国的に採用されており、この制限が解除

されるのはヌエバ・エスパルタ州が最初だという。 

 

２月にイランからガソリンを積んだ複数のタンカーが

ベネズエラに到着している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.556」）。 

 

これらのガソリン燃料でガソリン不足がやや緩和して

いるのかもしれないが、これが全国に広がるかは疑問が

残る。 

 

なお、曜日によるガソリン給油制限は解除されたが、一

カ月の給油量は、自動車は１２０リットル、バイクは６

０リットルまでに制限されている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f15671cba531f5f8791abcf83a8076b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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「新メトロカード 使用開始」               

 

３月１日からカラカスの地下鉄「メトロ・デ・カラカス」

で新たな電子決済カードが購入できるようになる。 

 

このカードは、１枚 BsS.９０万（約０．５ドル）で購入

可能。２０回移動できるという。 

 

つまり、１回の利用は BsS.４．５万になる。 

 

２０年１０月に、地下鉄の乗車料金は BsS.１，０００に

改定されていたため、４．５倍の値上げになる。 

 

それでも１回の乗車料金が０．０２５ドルと考えれば高

いわけではないのだろう。 

 

現在、ベネズエラでは現金紙幣が不足しており、デジタ

ル決済への移行を余儀なくされている。地下鉄では、ベ

ネズエラ銀行が提供している決済機「Biopago」などを

使用して支払うことができるという。 

 

社 会                       

「カラカソから３２年経過」            

 

１９８９年２月２７日～３月８日にかけて、ベネズエラ

では「カラカソ」という凄惨な事件が起きた。 

 

１９７０年に原油価格が高止まりしていた時期に、当時

の政権は多額の債務を抱えた。 

 

しかし、原油価格が下落し、８０年代のベネズエラは経

済低迷、ハイパーインフレで国民の政治に対する不満が

鬱積。まさに現在のベネズエラに近い状況にあった（恐

らく現在の方が深刻と思われるが）。 

 

 

 

当時のカルロス・アンドレス・ペレス大統領は IMF か

ら３年間で４５億ドルの融資を受けるため、IMF の勧

めに従い一連の経済改革（ガソリンの値上げ、公共料金

の値上げなど）を発表。 

 

これに反対する一般市民が抗議行動を実施。一部は暴徒

化した。 

 

ペレス大統領は警察・国軍に対して、治安維持のため殺

害を目的とした銃の発砲を許可。 

 

ペレス政権の発表では、２７６名が死亡したと発表して

いるが、実態と数字があっていないようで、正確な数字

は今も判明していない。報道では、２，０００～３，０

００人がこの事件で亡くなったとされている。 

 

なお、カラカソを起こしたアンドレス・ペレス大統領は

米国と良好な関係にあった「行動民主党（AD）」。 

 

「カラカソ」は、ベネズエラが米国から経済制裁を受け

るきっかけとなった１７年の抗議行動よりも人権侵害

的な事件だが、米国は制裁を科さなかった。 

 

なお、「カラカソ」が起きた時の米国の大統領は、パナ

マに侵攻し、イランに湾岸戦争を仕掛けたジョージ・

H.W.ブッシュ大統領だ。 

 

米国の掲げる正義は、敵対国に対して適用されるもので、

本当の意味での正義ではないということだろう。 

 

以上 


