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（写真）大統領府 “８月１３日 メキシコで与野党協議再開 与野党代表が覚書に署名” 

 

 

２０２１年８月１３日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党協議再開 代表者が覚書にサイン 

～７つのテーマについて議論～」 

「与野党の協議参加者」 

「与野党協議再開 国内外の反応」 

経 済                     

「カラカス商工会 市税の見直し求める」 

「専門家 経済回復には制裁緩和が必須」 

社 会                     

「アレックス・サアブ ７日以内に引き渡し是非」 

「OVSP インターネット接続環境の調査結果」 

21 年 8 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

「与党 PSUV 全２３州の知事選出馬者が決定 

～５州は予備選に参加していなかった人物～」 

「フレディ・ゲバラ 解放の可能性浮上 

～与党 ベッキオ在米大使との協議を拒絶～」 

経 済                    

「潜在的な訴訟額は１４００～２０００億ドル」 

「SDR の使用許可で外貨準備２０１３年の水準」 

「６７．１％の取引は外貨建て」 

社 会                    

「自転車銀メダリスト ベネズエラ帰国」 
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２０２１年８月１３日（金曜）             

政 治                       

「与野党協議再開 代表者が覚書にサイン         

       ～７つのテーマについて議論～」       

 

８月１３日 ついに与野党協議がメキシコで始まった。 

 

当日は与党の代表者ホルヘ・ロドリゲス議長と野党の代

表者ヘラルド・ブライ氏（元バルータ市長）が、協議の

ルールや協議するテーマを定めた覚書に署名をした。 

 

協議の具体的な内容は明らかにされていないが、このテ

ーマに基づき８月１４日、１５日と代表者らの間で協議

が行われたという。 

 

覚書に書かれている協議テーマは以下の７つ。 

 

１．全ての人の政治権利 

２．全ての人の投票権利の保証、監視のある選挙スケジ

ュールの保証 

３．制裁の解除、国家資産の回復 

４．憲法で定められた政府権利の尊重 

５．社会・政治の共存、暴力の排除。暴力被害の回復 

６．国家経済の保護、ベネズエラ国民の社会保護 

７．合意事項の保証、合意した内容の進捗の確認 

 

「１．全ての人の政治権利」とは、政治犯の解放や野党

政治家の出馬権の回復などを意味していると思われる。 

 

「２．全ての人の投票権利の保証、監視のある選挙スケ

ジュールの保証」とは、信頼できる投票システムへの変

更、今後の選挙スケジュールの確定などを意味している

だろう。 

 

この２つのテーマは野党側の要請であることは間違い

ない。 

「３．制裁の解除、国家資産の回復」 

「４．憲法で定められた政府権利の尊重」 

は書かれている通り。 

 

マドゥロ政権は、野党に奪われている外国の政府資産を

政府の手に戻すよう要請。また、制裁が制限している政

府が本来持つ機能を回復するよう求めている。 

 

「５．社会・政治の共存、暴力の排除。暴力被害の回復」 

は、与野党双方の求めと思われる。 

野党としては政府による迫害や拘束を止めるよう要請。 

与党としては、政権交代のために犯罪組織と結託し、お

金を払って抗議行動を作為的に起こす行為を止めるよ

う求めることが予想される。 

 

「６．国家経済の保護、ベネズエラ国民の社会保護」 

はベネズエラ国民の生活・経済安定を最優先に考え、双

方が妥協し、合意するべき点について協議を行うという

ことだろう。 

 

「７．合意事項の保証、合意した内容の進捗の確認」 

は合意した約束が適切に履行されているかを確認する

プロセスについてルールを設けるということだろう。 

 

協議テーマを見る限り、合意が難しそうなテーマはない。 

与野党が合理的な判断をすることが出来れば、今回の協

議は一定の成果を出すことは可能だろう。 

 

恐らく大事なのは、野党が「選挙スケジュールの設定で

どこまで求めるのか」、「米国がどこまで制裁を緩和する

意思があるのか」の２点だろう。 

 

個人的にはマドゥロ政権側は「政治犯の解放」、「選挙制

度の見直し」、「選挙スケジュールの設定」には合意でき

るが選挙のやり直しを受け入れることはないと思われ

る。 
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「与野党の協議参加者」                   

 

与野党協議に参加する人物は以下の通り。 

 

＜与党側＞ 

ホルヘ・ロドリゲス議長（代表） 

エクトル・ロドリゲス現ミランダ州知事 

マドゥロ・ゲラ議員 

 

＜野党側＞（以下、写真左側から） 

クラウディア・ニッケン氏（反対派の執行秘書官） 

アキレス・モレノ氏（行動民主党（AD）） 

ヘラルド・ブライ氏（独立系野党） 

ロベルト・エンリケス氏（キリスト教社会党（Copei）） 

マリエラ・マガジャネス氏（LCR） 

トマス・グアニパ氏（第一正義党（PJ）） 

スターリン・ゴンサレス氏（新時代党（UNT）） 

エミリオ・ロンドン氏（新時代党（UNT）） 

カルロス・ベッキオ氏（大衆意思党（VP）） 

 

原則としては、主要野党（AD、VP、PJ、UNT）から代

表者がそれぞれ１名。他、中堅野党の LCR と Copei か

ら１名。独立系野党として１名が参加している。 

ただし、UNT だけは１名多いが、これはスターリン・

ゴンサレス氏がカプリレス元ミランダ州知事の代表窓

口として特別に参加しているためと思われる。 

 

 

（写真）カルロス・ベッキオ在米大使ツイッター 

 

また、与党側の協議参加者で確定しているのは現時点で

３名のみ。協議は与野党双方が９名の代表を派遣するル

ールがあるようなので、与党の交渉代表者は今後追加で

決まると思われる。 

 

「与野党協議再開 国内外の反応」                  

 

与野党協議再開について、多くの国が歓迎の意向を表明

している。 

 

米国バイデン政権は協議開始について祝福。 

「目立った前進があれば制裁を見直す」と述べており、

協議の進展によっては制裁を緩和する意思を示してい

る。 

 

今回の協議の仲裁役を務めているノルウェー政府代表

の Dag Nylander 氏（ノルウェー紛争解決センター部長）

は、「協議が成果を上げるよう全力を尽くす」と宣言。 

ただし、「ベネズエラの問題はベネズエラ国民自身が解

決する」との原則を主張。与野党が解決させる主役であ

ると指摘した。 

 

スペイン外務省も今回の与野党協議再開を祝福。 

自由選挙の約束が交わされ、ベネズエラに民主主義が戻

ることを願っているとの声明を発表した。 

 

なお、今回は与党同伴者として外国からロシア政府が参

加している。また、野党側にはオランダ政府が同伴して

いる。 

 

ロシア、オランダともに、協議が合意にいたるよう可能

な支援を行うと述べている。 

 

ただし、急進野党は今回の対話を拒絶している。 
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急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、NTN２４の取材に

応じ、今回の協議を拒絶する意思を改めて表明。 

 

「この協議には全てのベネズエラ人の意思は含まれて

いない」「巨大なグループが今回の協議に反対している」

「犯罪政権との共存をベネズエラ人は望んでいない」 

と訴えた。 

 

経 済                        

「カラカス商工会 市税の見直し求める」           

 

カラカス商工会は、カラカス域内の市税見直しを求めた。 

 

同商工会のレオナルド・パラシオス代表によると、項目

によっては１，３００％上昇した市税もあるようで、

Covid-１９下で経営が苦しい企業を著しく圧迫してい

ると訴えた。 

 

また、市税の１つ「都市廃棄物処理税」について、支払

いが遅れている企業に対して差し押さえなど強硬手段

を取っていると指摘。この措置を停止するよう求めた。 

 

パラシオス代表によると、カラカスでは特にチャカオ市

の市税が大きく増加しているという。 

 

また、カラカス以外ではカラボボ州バレンシア市、スリ

ア州のマラカイボ市、サンフランシスコ市などで市税が

大きく値上がりしているという。 

 

「専門家 経済回復には制裁緩和が必須」                  

 

ベネズエラ人経済学者のルイス・オリベロ氏は、与野党

協議の再開を受けて、自身のツイッターにコメントを投

稿。 

 

 

「与野党協議が経済に影響を与えるかどうかは、制裁を

緩和するかどうかにかかっている。制裁を緩和しない限

り、経済は良くならない。」と投稿した。 

 

 

（写真）ルイス・オリベロ氏ツイッター 

 

社 会                        

「アレックス・サアブ ７日以内に引き渡し是非」           

 

ベネズエラの汚職問題の調査を専門とするメディア

「Armando.Info」のロベルト・デニス記者は、 

「７日以内にアレックス・サアブ氏が米国に引き渡され

るかどうかについて、カボベルデ最高裁が決定を下す」 

と投稿した。 

 

アレックス・サアブ氏はコロンビア人企業家。 

マドゥロ政権高官の資産隠しや制裁回避に協力した人

物として、米国政府が拘束を試みており、２０年６月に

カボベルデで拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.458」）。 

 

ただし、拘束プロセスが国際法に準じていなかったとの

疑惑があり、サアブ氏の弁護人が拘束の無効を求めてい

る。 

 

同時にサアブ氏の弁護人は、カボベルデ政府が米国政府

にサアブ氏を引き渡す点についてもカボベルデの憲法

に違反していると主張している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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「OVSP インターネット接続環境の調査結果」                  

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、ベネズ

エラのインターネット環境について、全国主要１２都市

でアンケート調査を行った。 

 

アンケートの結果、 

「自宅にインターネット接続環境がある」と回答したの

は全体の３６．５％に留まったという。 

 

また、自宅にインターネットがあると回答した人の中で

も５１．１％は「接続が悪い」と回答している。 

 

「接続が悪い」と回答した理由について 

４７．７％は「接続が落ちる」と回答。 

２３．４％は「通信速度が遅い」と回答したという。 

 

多くの人は自宅ではなく携帯電話でインターネットを

利用しているようだ。 

 

「インターネット接続可能な携帯電話を持っている人」

の割合は全体で７７．９％。カラカスは８０．２％との

結果が出ている。 

 

携帯電話のネット環境は、自宅のインターネットよりも

安定しているようで、 

「とても悪い」の回答は７．３％ 

「悪い」の回答は１２．３％ 

「やや悪い」は２６．１％ 

「まあ良い」は１９．４％ 

「良い」は２７．８％ 

「とても良い」は４．９％ 

との結果が出ている。 

 

 

 

 

２０２１年８月１４日～１５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「与党 PSUV 全２３州の知事選出馬者が決定      

 ～５州は予備選に参加していなかった人物～」        

 

８月８日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

は１１月に予定されている全国州知事選・市長選の統一

候補を決めるための予備選挙を実施した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.636」）。 

 

同選挙の結果については「ウィークリーレポート

No.212」で詳細について紹介しているが、全国２３州の

うち８州の知事が得票数１位候補と２位候補が拮抗し、

決まらなかった。 

 

この８州については、協議のうえで最終候補者を決定す

るとしていたが、この８州の結果も出て全２３州の与党

候補者が出そろった。 

 

２３州のうち１５州は「ウィークリーレポート No.212」

で紹介した通り。 

 

残りの８州のうちアラグア州、ヌエバエスパルタ州、ス

クレ州の３州は得票数１位の候補が出馬することにな

ったが、アプレ州、ボリバル州、コヘーデス州、モナガ

ス州、トゥルヒージョ州の５州については、予備選挙に

参加していなかった全く別の人物が候補者になった。 

 

５州については、予備選で残った候補では野党の対抗候

補に勝てない可能性があると考えたのかもしれない。 

 

アプレ州の知事選に出馬するのは、エドゥアルド・ピニ

ャテ氏、ボリバル州はアンヘル・マルカノ氏、コヘーデ

ス州はノスリ・ロドリゲス氏、モナガス州はエルネスト・

ルナ氏、トゥルヒージョ州はヘラルド・マルケス氏とな

った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df6c1e2953a7c149a41c2c31ef7f67d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/df6c1e2953a7c149a41c2c31ef7f67d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6957faaf4417e202dc6084d08f921c6d.pdf
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「フレディ・ゲバラ 解放の可能性浮上         

  ～与党 ベッキオ在米大使との協議を拒絶～」           

 

８月１５日 スペイン系メディア「El Mundo」と米国

金融系メディア「Bloomberg」は、マドゥロ政権が「大

衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏を解放する可能

性があると報じた。 

 

マドゥロ政権は６月～７月にかけてカラカスの COTA

９０５地区で起きたマフィアグループの治安悪化行動

に「大衆意思党」が関与していると指摘。 

 

７月に計画者の一人としてフレディ・ゲバラ氏を拘束し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.625」）。 

 

メディアによると、ゲバラ氏は解放後にグアイド政権で

在米ベネズエラ代表大使を務めているカルロス・ベッキ

オ氏と交代で与野党交渉に参加するという。 

 

実は８月１３日の協議を開始する際にもベッキオ大使

を巡りちょっとした混乱があった。 

 

マドゥロ政権側の代表者は、野党の交渉相手にグアイド

政権下で在米ベネズエラ代表大使を務めているカルロ

ス・ベッキオ氏が入っていることに強い拒否感を示し、

ベッキオ氏と対話のテーブルに座ることはできないと

拒絶の意思を示していた。 

 

外国政府の働きかけもあり、最終的にベッキオ氏も与野

党協議のテーブルに残ったが、ベッキオ氏がいることが

協議の進行に障害をもたらすことが懸念されている。 

 

この状況を受けて、「大衆意思党」の協議メンバーから

ベッキオ氏が抜けて、代わりにフレディ・ゲバラ氏が出

てくる可能性が協議されているようだ。 

 

 

経 済                        

「潜在的な訴訟額は１４００～２０００億ドル」            

 

ベネズエラは２０１７年からデフォルトに陥り、多くの

債権者が外国にあるベネズエラ政府資産をもって債権

を回収しようとしている。 

 

与野党交渉が進みグアイド暫定政権という建前がなく

なった場合、米国政府は CITGO を保護する名目を失う。 

 

また、金融制裁によりベネズエラがデフォルトに陥った

面は強いが、金融制裁により債権者がマドゥロ政権に訴

訟を起こすことが出来ないという面もある。 

 

この膠着状態が動き、金融制裁が緩和されれば、債権者

による債権回収の波が押し寄せることが想定される。 

 

英国投資銀行「EMFI Securities」のギジェルモ・ゲレロ

氏は、外国にあるベネズエラ政府資産で差し押さえのリ

スクにさらされている資産の総額は１，４００億ドル～

２，０００億ドルに上ると指摘した。 

 

また、ゲレロ氏は、債権者による債権回収に加えてベネ

ズエラは FARC 被害者からも賠償金支払いを求められ

ていると指摘。 

 

米国裁判所は、故チャベス政権、マドゥロ政権下でベネ

ズエラ政府が FARC を支援していたとの認識を示して

おり、FARC 被害者はベネズエラ政府の資産をもって賠

償金を回収することが出来るとの判決を出している。 

 

ベネズエラ政府が保有する資産で FARC 被害者にとら

れるリスクのある金額は４億ドルに上るとの見通しを

示した。なお、テロ被害者の賠償金回収は制裁ライセン

スによる妨げを受けないため、現状でも回収は可能。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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なお、ゲレロ氏は FARC 被害者の賠償金回収リスクに

さらされているベネズエラ政府・PDVSA の口座につい

て以下の通りリストを公表している。 

 

 

（写真）ギジェルモ・ゲレロ氏ツイッター 

 

「SDR の使用許可で外貨準備は２０１３年水準に」          

 

米国シンクタンク「インターアメリカン・トレンド」の

アントニオ・デ・ラ・クルス氏は、仮に「国際通貨基金

（IMF）」がベネズエラに割り当てられた５０億ドルの

「特別引き出し権（SDR）」の使用を許可した場合、ベ

ネズエラの外貨準備は２０１３年の水準に戻ることが

出来るとの見解を示した。 

 

デ・ラ・クルス氏は、現在、米国のバイデン政権はベネ

ズエラ政府をマドゥロ政権と認めていないが、仮にバイ

デン政権がマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識し

た場合、IMF はマドゥロ政権の SDR の使用を妨げる理

由がなくなると指摘。 

 

SDR は外貨準備に含まれるため、ベネズエラの外貨準

備は５０億ドル増加するとした。 

 

 

 

現在のベネズエラの外貨準備が６２億ドルなので、更に

５０億ドルが加わり１１２億ドル、つまり２０１３年の

外貨準備の水準に戻るとした。 

 

「６７．１％の取引は外貨建て」             

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏は、３月１５日～１９日にかけてベネズエラの

主要１０都市で行った調査の結果、６７．１％の決済は

外貨建てで行われていたとした。 

 

特に国境の都市、タチラ州サンクリスバルはドル、コロ

ンビアペソ建ての取引が主流で決済の９８％は外貨に

なっているとした。 

 

スリア州マラカイボ市も外貨建て決済の割合が多く、９

２％は外貨建てだという。 

 

また、メリダ州メリダ市も、９０％の取引が外貨建てに

なっているとした。 

 

これらの３都市はコロンビアと近いため、外貨建ての決

済が特に進んでいると思われる。 

 

なお、カラカスの外貨建ての決済割合は６１％。 

カラボボ州の外貨建て決済は５８％となっている。 

 

現地通貨は、価値が小さすぎることもあり、決済では使

用されなくなったと指摘。 

 

現在はバス代や少額の簡単な支払いなどでしか使用さ

れないとした。 
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社 会                       

「自転車銀メダリスト ベネズエラ帰国」            

 

８月１３日 東京オリンピック、自転車フリースタイル

の種目で銀メダルを獲得したダニエル・デアーズ氏がベ

ネズエラに帰国した。 

 

翌１４日には、カラカスの Cota９０５を訪れ、子供た

ちに自転車ショーを披露した。 

 

同イベントは非政府系団体「Otro Enfoque」が主催。 

Cota９０５地区に演技用の施設が設置された。 

 

デアーズ氏は「悪いニュースとベネズエラをリンクさせ

られる時、私はとても嫌な気持ちになる」と言及。 

 

「自分がベネズエラ人であると伝えると、ベネズエラの

問題ばかりを指摘されるが、指摘されるような問題は、

どの国でも起きていることだと答えるようにしている」

とコメント。 

 

「ベネズエラにはとてもたくさんの良いところがある」

と指摘した。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Directo a la Fuente 

“上写真、中央灰色の服を着た男性がデアーズ選手” 

 

以上 


