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（写真）ドゥケ大統領ツイッター “ドゥケ大統領 米国にベネズエラをテロ支援国家に認定するよう要請” 

 

 

２０２１年７月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「ドゥケ大統領 マドゥロ政権のゲリラ支援を非難 

～米にベネズエラのテロ支援国家認定求める～」 

「急進野党グループ 選挙不参加を宣言」 

「穏健野党も８月の与野党交渉に参加」 

「与党知事候補 選挙キャンペーンを開始」 

経 済                     

「ベネズエラのエビ輸出が好調」 

社 会                     

「アイサミ石油相のパイロット 懲役２年」 

「パナマ 外国人の入国に新要件」 

２０２１年７月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「セバジョ元市長 選挙参加で野党から非難の嵐 

～野党統一候補を決めるため事前投票実施～」 

経 済                    

「マドゥロ政権 制裁解除の協力を要請」 

「２１年半期 キューバへ１０７０万バレル輸出」 

社 会                    

「東京オリンピック ベネズエラ現在メダル無 

～柔道・水泳・重量挙げでメダル逃す～」 

「難民選手団にベネズエラ人選手１名 

～試合後、亡命先の国が入国を拒否～」 
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２０２１年７月２６日（月曜）             

政 治                       

「ドゥケ大統領 マドゥロ政権のゲリラ支援を非難    

 ～米にベネズエラのテロ支援国家認定求める～」       

 

７月２６日 コロンビアのドゥケ大統領は「都市テロリ

ズム予防分析国際セミナー」に出席。同セミナーに出席

していた在コロンビア・米国代表大使に対して、ベネズ

エラをテロ支援国家に認定するよう求めた。 

 

ドゥケ大統領は、６月１５日にククタにあるコロンビア

軍の基地で起きた自動車爆破事件、６月２５日にククタ

で起きたドゥケ大統領の搭乗していた飛行機への銃撃

事件について言及（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」）。 

 

コロンビア政府は、これらの一連の事件はベネズエラに

潜伏しているゲリラによるものと主張しており、マドゥ

ロ政権はゲリラをベネズエラで匿っていると主張して

いる。 

 

米国政府にテロ支援国家に認定されると、 

・武器や関連装備の輸出・販売の禁止 

・経済援助の禁止 

・金融取引の制限 

などの政権が科せられる。 

 

実際のところ、ベネズエラは以前からこれらの制限を受

けており、テロ支援国家入りすることで明確に何か制限

が増えるわけではないと思われるが、マドゥロ政権と取

引しようとする外国企業が減ることは間違いない。 

 

また、仮に米国が今のタイミングでマドゥロ政権をテロ

支援国家に認定した場合、与野党交渉にも悪影響を与え

ることだろう。 

 

 

なお、６月１５日、２５日の事件の詳細や現在判明して

いるこれらの事件の状況については本日の「ウィークリ

ーレポート No.210」で確認されたい。 

 

「急進野党グループ 選挙不参加を宣言」         

 

７月２６日 急進野党グループ「ベネズエラ主導党

（VV）」、「国民勇猛同盟（ABP）」、「人民緊急党」は、１

１月に予定されている州知事選・市長選について「詐欺

選挙には加担しない」との声明を発表した。 

 

この声明では、これまで主要野党に属していたボリバル

州の地方政党「LCR」も加わっている。 

 

VV のオマール・ゴンサレス氏は 

「強権政治を崩壊させるために全ての力を結集し、明確

な政権交代への道筋を示す。 

 

見せかけの対話には騙されない。偽物の選挙には騙され

ない。 

 

ベネズエラ国民と民主主義を志向する諸外国を惑わし、

マドゥロ政権を延命させるようないかなる工作行為に

も騙されない。」 

と宣言した。 

 

一方、７月２６日 マドゥロ大統領は改めて野党に対し

て８月にメキシコで行われる予定の対話に参加するよ

う要請。米国が対話のテーブルに着くことを容認すると

宣言している。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
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「穏健野党も８月の与野党交渉に参加」                  

 

７月２６日 ２０年１２月の国会議員選に参加した側

の「行動民主党（AD）」の党首を務めるベルナベ・グテ

ィエレス議員は、８月にメキシコで予定されている与野

党交渉に参加する意思を表明した。 

 

この交渉はグアイド政権とマドゥロ政権の交渉と思わ

れていたが、この中に穏健野党も加わることになりそう

だ。 

 

グティエレス議員によると、穏健野党はこの交渉で 

「より良い国民の生活のために外国の制裁緩和」と 

「自由で透明な選挙の履行」 

の２点を求める予定。 

 

交渉には、AD のルイス・エドゥアルド・マルティネス

氏と「Cambiemos」のティモテオ・サンブラーノ党首が

窓口として参加するという。 

 

「与党知事候補 選挙キャンペーンを開始」                  

 

カラボボ州のラファエル・ラカバ知事は、１１月の州知

事選で再選を目指している。 

 

６月２６日 ラカバ知事は事実上の選挙キャンペーン

を行った。 

 

６月２６日の週はベネズエラでは、一週間ごとに隔離と

隔離緩和を繰り返す感染防止策「７＋７」の「隔離週」

に当たる。 

 

つまり、外出規制などがかかっている週になるが、ラカ

バ知事の写真を見る限り、隔離週など関係ないようだ。 

反対派に限らず、大衆の動員に非難のコメントは多い。 

 

 

 

（写真）ラファエル・ラカバ・カラボボ州知事 

 

経 済                        

「ベネズエラのエビ輸出が好調」           

 

「ベネズエラ西部エビ生産者団体（Asoproco）」のフェ

ルナンド・エスペランサ代表は、インタビュー番組で２

０２１年のエビ輸出について業績が順調に伸びている

と言及。 

 

２１年は前年よりも２０％ほどエビの輸出が増加する

見通しを示した。 

 

歴史的にベネズエラのエビは米国に多く輸出されてお

り、輸出の９０％は米国向けだったという。 

しかし、この３年間で輸出先が変わり現在は輸出の７

０％が世界的にも衛生要求が厳しいと言われる欧州向

けになっていると説明した。 

 

また、中国からも多くの引き合いが来ており、輸出拡大

を検討していると補足した。 

 

エスペランサ代表によると、２１年１月～６月の時点で

２４トンの冷凍コンテナ７５０台を輸出したと言及。 
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通常エビの輸出は下半期の方が多いようで、２１年前半

より多く輸出できるだろうとの見通しを示した。 

 

この見込みを達成できれば前年よりも２０％増加。 

今後３年間で１０万トンのエビの輸出を目指すとして

おり、この目標が達成できればブラジル・メキシコなど

エビの主要輸出国と肩を並べるとした。 

 

社 会                        

「アイサミ石油相のパイロット 懲役２年」           

 

米国のニューヨーク裁判所は、アイサミ石油相の情報協

力者でパイロットであるアレハンドロ・ハビエル・マリ

ン氏に懲役２年の有罪判決を下した。 

 

米国政府は、アイサミ石油相を麻薬取引にかかわる人物

として制裁リストに加えており、このアイサミ石油相に

対してサービスを提供していたマリン氏を２０２０年

にマイアミで逮捕していた。 

 

ベネズエラ人記者 Maibort Petit 氏によると、マリン氏

は米国司法に対して１４万ドルの資産があることを隠

しており、偽証罪にも問われていた。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左がハビエル・マリン氏、右がアイサミ石油相” 

 

 

「パナマ 自国民・外国人の入国に新要件」                  

 

７月２６日 パナマのルイス・フランシスコ・スクレ保

健相は、パナマ入国時の新たな要件を発表した。 

 

パナマ政府は、パナマへの入国に際してパナマ国民と外

国人に新たな要件を課した。適用は７月２３日からで既

に始まっている。 

 

新たな要件は以下の通り。 

 

１． 全ての入国者は指定のウェブサイトで搭乗前に

「Declaracion Jurada de Salud Digital（デジタル公

的保健宣誓）」に登録しないといけない。 

 

２． 直近１５日の間にアルゼンチン、ブラジル、コロ

ンビア、エクアドル、ガイアナ、パナマ、スリナム、

ベネズエラ、インド、英国、南アフリカを通過ある

いは滞在していた人は以下の要件をクリアすれば

入国後３日間の外出禁止措置と空港での入国時検

査を免除される。 

 

・ パナマ入国の７２時間以内に行った PCR 検査

あるいは Antigeno の陰性結果証明書を提出す

る。あるいは Tocumen 国際空港で自らの支出

で入国時検査を実施する。 

・ 且つ OMS、EMA、FDA の基準を満たしたワク

チンの接種が完了してから１４日以上が経過

したという証明カードを提出する。 

 

※ この要件が満たせない場合は、入国時の Covid-１９

検査と３日の外出禁止措置が課せられる。 

 

他、パナマ国内での滞在先ホテルなどの情報を提出する

ことが義務付けられる。 
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オリジナルの通知は以下「Copa Airline」が公表してい

る説明文を確認されたい。 

 

 

（写真）CopaAirline 

“パナマへの入国時の新たな要件を説明” 

 

 

 

 

 

 

２０２１年７月２７日（火曜）              

政 治                       

「セバジョ元市長 選挙参加で野党から非難の嵐    

 ～野党統一候補を決めるため事前投票を実施～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.627」で紹介した通り、グ

アイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」のダニエル・

セバジョ氏（タチラ州の州都サンクリストバル市の市長

を務めたことがある人物）がタチラ州知事選に出馬する

と宣言した。 

 

野党政治家・支持者の中には、与野党交渉の決着がつく

前に選挙参加を表明することに強い憤りを感じる人も

おり、メディアではセバジョ氏への非難の報道が多く流

れている。 

 

特にセバジョ元市長は１９５２年～５８年までベネズ

エラの大統領を務めたマルコス・ペレス・ヒメネス氏を

称賛するようなメッセージをキャンペーンで発信して

いる。 

 

ペレス・ヒメネス政権は、ベネズエラに高速道路を建設

するなど、１９６０年～８０年にかけてのベネズエラ繁

栄の礎を築いた政権で、彼を評価する意見があることも

事実。しかし、同時に軍事独裁政権との悪名が高く、民

主主義を重んじる野党が称賛してはいけない存在であ

る。 

 

これらを理由にメディアではセバジョ氏を非難する記

事であふれかえっている。 

 

また、セバジョ元市長の出馬には別の問題もある。 

タチラ州の知事は現在、野党「行動民主党（AD）」のラ

イディ・ゴメス氏が務めており、彼女もタチラ州知事選

に出馬する意向を示しているため、野党内で票が分散し

てしまうという問題である。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07f9a9e125e882d9642069c388ca1696.pdf
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この点について７月２６日 ゴメス州知事とセバジョ

元市長が野党の統一候補を決めるための事前投票を行

うことで合意。 

 

ゴメス知事の人気は比較的高く、セバジョ候補は VP の

支持を得ていないどころか除名を求める声が多く、ゴメ

ス知事が野党の統一候補になる可能性が高そうだ。 

 

 

（写真）ライディ・ゴメス州知事ツイッター 

“左がセバジョ元市長、右がゴメス現タチラ州知事” 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 制裁解除の協力を要請」            

 

７月２７日 マドゥロ政権のカルロス・レアル・テジェ

リア食料相は、国連世界食糧計画の担当とビデオカンフ

ァレンスを実施。 

 

テジェリア食料相は、国際社会に対して、ベネズエラの

食料調達を阻害している米国と欧州の制裁を解除する

よう働きかけてほしいと求めた。 

 

「米国と欧州のような帝国主義国は、国際条約に違反し

一方的な制裁を科している。彼らは武力による戦争では

なく、制裁を通じて社会を混乱させるという新たな手段

で戦争を起こしている。」と訴えた。 

 

「２１年半期 キューバへ１０７０万バレル輸出」         

 

在米・ベネズエラ代表大使を務めるカルロス・ベッキオ

大使は、２０２１年１月～６月にかけてベネズエラはキ

ューバに対して１，０７０万バレルの原油を輸出したと

訴えた。 

 

１，０７０万バレルは５億ドルに相当すると指摘。 

マドゥロ政権は、キューバ国民を抑圧するディアス・カ

ネル政権を存続させるため、ガソリンやディーゼル燃料

を送り、支援をしていると主張した。 

 

「我が国はガソリンがない。ディーゼル燃料もない。し

かし、マドゥロ政権はキューバには燃料を送っている。

そして、彼らは燃料がないことを制裁の責任だと主張し

ている。我が国にとって最も悲惨な制裁はマドゥロ独裁

政権が存続していることだ。彼らはベネズエラ国民を抑

圧し、キューバを支援している。」 

と訴えた。 

 

社 会                       

「東京オリンピック ベネズエラ現在メダル無し    

   ～水泳・柔道・重量挙げでメダル逃す～」            

 

東京オリンピックが始まって５日目を迎えている。 

 

筆者が確認できた限りでは、現時点でベネズエラの出場

選手の中でメダルを獲得できた選手はいない。 

 

最もメダルに近づいたのは水泳１００メートル男子で

出場したアルベルト・メストレ選手。４位だった。 
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また、柔道女子６３キロ級に出場したアンリケリス・バ

リオス選手は銅メダルをかけた試合で敗北し、最終結果

は５位に終わった。バリオス選手は、東海大学に留学し

ていたようで男子選手らと練習をしていたという。 

 

また、彼女はオリンピック本番の１週間前に右足をケガ

してしまいケガが無ければメダルを獲得できたのでは

と惜しむ意見が多い。 

 

また、重量挙げ女子では、ジュスレイディ・フィゲロア

選手が計２０６キロのバーベルを持ち上げ６位だった。 

 

 

「難民選手団にベネズエラ人選手１名         

    ～試合後、亡命先の国が入国を拒否～」         

 

実はベネズエラ選手団以外からベネズエラ人の選手が

１人だけオリンピックに出場していた。 

 

彼の名前はエドリック・セジャ選手。セジャ選手は、ト

リニダード・トバゴに移住していたが、今回難民選手団

としてボクシング（６９～７５キロ級）に出場していた。 

 

セジャ選手は、１回戦でドミニカの選手にノックアウト

負けしてしまったが、注目が集まったのはその後。 

 

トリニダード・トバゴがセジャ選手のパスポートが期限

切れであることを理由に入国を拒否したためだ。 

 

野党政治家は、入国を拒否したトリニダート・トバゴを

非難。「独裁政権に引き渡すつもりか」と訴えている。 

 

一方、アレアサ外相は「そもそもセジャ選手を迫害など

していない」と反論。「セジャ選手は最初からいつでも

ベネズエラに問題なく入国できる」と主張している。 

 

「ウィークリーレポート No.205」でも紹介したが、国

連の報告書によるとベネズエラの難民数は世界でシリ

アについで２番目となっている。ただし、「迫害」とい

うより「経済的な混乱を理由とした強制的な移住」が理

由であり、いわゆる「難民」の定義とは少し性質が異な

っている。 

 

アレアサ外相は、セジャ選手の難民選手団としての出場

は、国連難民高等弁務官がベネズエラへのネガティブキ

ャンペーンをするために政治的な意図をもって行った

と非難している。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e9c878f43989d2eb74306c966bec02f.pdf

