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（写真）TELESUR “与野党協議 医療・食料・Covid-１９対策で部分的に合意” 

 

 

２０２１年９月６日（月曜） 

 

政 治                     

「第２回与野党協議 部分的に合意 

～医療・食料・Covid-１９対応で協力～」 

「３回目は９月２４日～ 司法制度と国家主権」 

「ドゥケ大統領 独裁政権の長期化は認めない」 

「野党拘束者 Covid-１９感染で病院へ搬送」 

経 済                     

「コロンビア Monomeros を行政管理下に 

～グアイド政権の不正隠蔽か交渉破断が目的～」 

社 会                     

「ベネズエラ国軍 ボディーガードの副業を禁止」 

２０２１年９月７日（火曜） 

 

政 治                    

「COVAX 第１回目のワクチンが到着 

～Sputnik V も到着～」 

「カボベルデ最高裁 米国引き渡しは合憲」 

「マドゥロ大統領 コロンビアの妨害を非難」 

「EU 外交団 ベネズエラに商務官を派遣」 

経 済                    

「来週 新通貨が銀行に到着 

～９月３０日、１０月１日は金融機関が休日～」 

「エルパリート製油所 今週中に再稼働」 

「中央銀行の GOLD ３トン減少」 
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２０２１年９月６日（月曜）             

政 治                       

「第２回与野党協議 部分的に合意          

    ～医療・食料・Covid-１９対応で協力～」       

 

９月６日 メキシコで行われている与野党協議につい

て、与野党の代表は部分的な合意に至った。 

 

具体的にどのような合意を交わしたのかについては、

「ウィークリーレポート No.216」で詳細を紹介してい

るので、ここでは割愛するが、 

 

大きくまとめると、 

・医療（特に Covid-１９）・食料問題の解決が最優先課

題との認識の下で、「国家社会対応テーブル」という与

野党の代表各３名から成る共同グループを発足。 

「国家社会対応テーブル」は、医療・食料問題の解決に

ついて協議する。 

 

・現在、ベネズエラに科せられている経済制裁の副作用

（オーバーコンプライアンス）について協議するため、

与野党が代表を１名ずつ任命する。 

 

という２点だろう。 

 

医療・食料分野での協力に関して、 

「国際通貨基金（IMF）」は、途上国が Covid-１９に対

応するため、緊急時に加盟国が使用できる資金枠「特別

引き出し権（SDR）」を増額した。 

 

これにより、ベネズエラは５０億ドルの新たな使用枠を

もらっているが、「ベネズエラ政府が誰か」の認識で IMF

がまとまっておらず５０億ドルの SDR が引き出せない

状態が続いている。 

 

 

仮に、政治対立よりもベネズエラ国民の生活を最優先に

考えるのであれば、与野党の協力により Covid-１９の

対応を目的として IMF の５０億ドルが使用できるよう

になるはずだろう。 

 

IMF の例以外にも政治対立がベネズエラ国民の生活に

悪影響を与えているケースは数知れず、これらの問題に

ついて協議していくものと思われる。 

 

２点目の「制裁についての協議」について 

 

これまで、野党は「経済制裁は、マドゥロ政権を対象に

したもので、国民生活に悪影響を与えていない。」との

スタンスを示してきた。 

 

このスタンスに矛盾を生じさせないためか、協議する内

容は「あくまで制裁の結果生じたオーバーコンプライア

ンス」ということになっている。 

 

この合意がどのような成果を生み出すかは現時点では

未知数だが、何も合意しないよりも良いことは確かだろ

う。 

 

なお、この部分合意ではガイアナとベネズエラが領土を

争っている「エセキボ地域」について、「与野党双方が

ベネズエラの領土であるとの認識で一致した」という点

も書かれている。 

 

これを与野党協議の成果と書くメディアも多いが、「エ

セキボ地域がベネズエラの領土」という合意事項は２０

１８年の与野党交渉でも確認された内容で、特段新しい

話ではない。また、この合意を交わしたことで何かが動

くわけでもない。 

 

個人的には特に重要な合意事項ではないと考えている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf0adb17fba6c0a16b47d5bf3f0482d5.pdf
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「３回目は９月２４日～ 司法制度と国家主権」         

 

メキシコでの与野党協議２回目は９月６日に終了した。 

 

協議終了後、与党側の交渉代表を務めているホルヘ・ロ

ドリゲス国会議長は次の与野党協議の予定について、９

月２４日～２７日と述べた。 

 

次の協議で話す内容について、与野党協議の仲裁を務め

ているノルウェー政府は「司法制度」と「国家の憲法に

基づいた権利」と発表している。 

 

「司法制度」の問題について協議するのは、理解できる

が「国家の憲法に基づいた権利」について協議するとい

うのは何を話すのか理解できない。 

 

この点について、野党側の代表団が声明でもう少しかみ

砕いた表現をしている。 

 

同声明では次の協議内容について、 

「政権側のミッション団の要請を受けて、我々は彼ら

（マドゥロ政権）と国際組織の基金アクセスについて協

議することに合意した。」 

と説明している。 

 

つまり、IMF の SDR の使用などについて具体的な協議

を行うことが予想される。 

 

「ドゥケ大統領 独裁政権の長期化は認めない」                  

 

与野党協議は進展しているが、この進展はマドゥロ政権

の即時交代を意味しない。 

 

むしろマドゥロ政権が今後もしばらく続くことを前提

に、どのようにベネズエラ国民の生活を向上できるかに

ついて協議をしている。 

 

９月６日 コロンビアのドゥケ大統領は、 

「暫定政権とマドゥロ独裁政権との対話について、ベネ

ズエラ国民の生活のために、出来るだけ早く国際社会の

監視の下で民主的な大統領選を行い、独裁政権を終わら

せる必要がある。 

 

独裁政権を強固にするような合意は、いかなる合意でも

米州地域の移民を拡大させ、悲惨な状況を深刻化させ

る。」とツイッターで投稿。 

 

事実上、与野党協議の進展に反対する意思を示した。 

 

（写真）イバン・ドゥケ大統領ツイッター 

 

欧米・カナダが与野党協議の進展をサポートする一方で、

コロンビアだけ足並みが揃っていない。 

 

２０１９年１１月、コロンビア外相と在米コロンビア代

表大使の電話音声が流出したことがある。この音声はベ

ネズエラ問題について協議していた時の音声。 

 

この会話で在米コロンビア代表大使は 

「マドゥロ政権が倒壊するか、我々が普通の生活ができ

なくなるかのどちらかだ」と発言していた。 

 

ドゥケ政権にとって、マドゥロ政権は絶対になくならな

いといけない存在ということだろう。 
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「野党拘束者 Covid-１９感染で病院へ搬送」         

 

９月６日 野党関係者のローランド・カレーニョ氏が

Covid-１９に感染し、「カラカス国営病院」に搬送され

た。 

 

カレーニョ氏は、２０２０年１０月にマドゥロ政権に拘

束された。 

 

拘束理由は、公金の不正使用。 

 

カレーニョ氏は、米国にある PDVSA の関係会社

CITGO が保有する慈善団体「シモン・ボリバル財団」

の資金管理者だったが、同基金の資金を野党政党に配っ

ていたことが理由。 

 

拘束後、カレーニョ氏が「シモン・ボリバル財団」の資

金を政治的な理由で使用したと証言する映像が公表さ

れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.518」）。 

カレーニョ氏の弁護士は、健康上の理由でカレーニョ氏

の拘束を解くよう要請。 

 

ただ、マドゥロ政権側からすると、彼のしたことは政治

犯罪ではなく、一般犯罪であり、カレーニョ氏が解放さ

れるかどうかは不明だ。 

 

 
（写真）Bancaynegocios 

 

経 済                        

「コロンビア Monomeros を行政管理下に       

 ～グアイド政権の不正隠蔽か交渉破断が目的～」           

 

「コロンビア法人監督局」は、「Monomeros Colombo 

Venezolano SA」（以下、「Monomeros」）を行政管理下

に置くことを決定した。 

 

同社の施設を査察した結果、会社の運営を適正化するた

め、行政管理下に置くことを決定したと説明しているが、

具体的に何が問題だったのかは明らかになっていない。 

 

「Monomeros」は、ベネズエラ石油化学公社「ペキベン」

のコロンビアの関係会社。外国に存在する国営企業とし

ては CITGO に次いで２番目に大きい。 

 

コロンビアはグアイド暫定政権をベネズエラの正当な

政府と認識しており、２０１９年以降「Monomeros」の

コントロール権はグアイド政権が握っている。 

 

グアイド政権になってから「Monomeros」は、野党の政

治的な資金源になっているようで、急進野党や同社労働

組合を含めて「Monomeros」の運営に疑問を呈する声が

後を絶たない（「ベネズエラ・トゥデイ No.621」）。 

 

上記の点を踏まえると、コロンビア政府が行政処分をす

る理由は存在するが、実際のところ今回の決定は政治的

なものと考えられている。 

 

コロンビア政府が「Monomeros」を管理下に置いた本当

の理由は明らかになっていないが、考えられるとすれば

理由は２つ。 

「コロンビアが与野党協議を破談させたい」あるいは 

「マドゥロ政権にMonomerosの管理が移るとまずい問

題がある。」のどちらかだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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本稿「ドゥケ大統領 独裁政権の長期化は認めない」で

も紹介した通り、コロンビア政府は与野党協議をネガテ

ィブにとらえている。 

 

「Monomeros」が奪われることで、マドゥロ政権と野党

の協議を難航させ、交渉を破談させようとしている可能

性はある。 

 

もう１つが、「グアイド政権側に頼まれた」というもの。 

 

前述の通り、グアイド政権の運営下で「Monomeros」は

野党政治家に資金を流していた可能性が高い。この資金

の流れにコロンビア政府が関係している可能性もある

だろう。 

 

与野党協議は「グアイド暫定政権」の認識を撤回する意

味合いを持っており、この協議が進展すれば、いずれ

「Monomeros」はマドゥロ政権のコントロールに戻る

だろう。 

 

その時に、マドゥロ政権側に知られるとまずい問題がた

くさんありそうだ。それを隠すためにグアイド政権がコ

ロンビア政府に行政管理を依頼した可能性がある。 

 

あるいは、マドゥロ政権にそのような疑念を持たせるこ

とで交渉を破談させようとしているのかもしれない。 

 

社 会                        

「ベネズエラ国軍 ボディーガードの副業を禁止」           

 

ベネズエラ国軍のドミンゴ・エルナンデス・ラレス陸軍

大将は、軍人に対して、副業をしないよう要請した。 

 

ウェブサイト「Crimen Sincastigo」によると、軍人は副

業として企業や富裕層のボディーガードを行う人が多

いようで、これを禁止するためのものだという。 

 

２０２１年９月７日（火曜）              

政 治                       

「COVAX 第１回目のワクチンが到着         

           ～Sputnik V も到着～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.648」で、マドゥロ大

統領が今週中に COVAX のワクチンが到着すると発言

したとの記事を紹介した。 

 

この発言の通り、９月７日に COVAX のワクチン

「Sinovac」６９万３，６００キットが到着した。 

COVAX がベネズエラにワクチンを送るのは今回が初

めて。 

 

９月３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、COVAX

が一切ワクチンを送ってこないとして COVAX を非難

していたが、ワクチン到着を受けてロドリゲス副大統領

は「世界保健機構（WHO）」のテドロス事務局長とテレ

ビ会議を行い、WHO の活動に感謝の意を示した。 

 

なお、COVAX がベネズエラに初めてワクチンを送った

のは大きなニュースだと思うが、実際にワクチンが到着

したことを確認できる写真は公開されていない。 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

“テドロス事務局長に感謝するロドリゲス副大統領” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb99157de47b919f3382d6db3e12a0ad.pdf
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筆者は、マドゥロ大統領、ロドリゲス副大統領、アルバ

ラード保健相らのツイッターや各公式サイトを見たが、

COVAX がベネズエラにワクチンを搬入したような写

真は確認できなかった。 

 

もしかすると COVAX のワクチンを政治的に利用しな

いよう、与野党双方が写真を出さないよう合意したのか

もしれない。 

 

なお、COVAX のワクチンが到着する前日の９月６日に

も「Sputnik V」のワクチンが到着した。ただし、数量は

明らかにされていない。 

 

「カボベルデ最高裁 米国引き渡しは合憲」           

 

マドゥロ政権のフィクサー（非公式な手段で問題を解決

させる人物）でテスタフェロ（政府高官の資金隠しに協

力する人物）として、カボベルデで拘束されたアレック

ス・サアブ氏の米国引き渡しは最終盤を迎えている。 

 

９月７日 カボベルデ最高裁は、アレックス・サアブ氏

の米国への身柄引き渡しについて、合憲との認識を発表

した。 

 

カボベルデ司法省も引き渡しに合意しており、今回の最

高裁の決定を受けて、カボベルデ国内での法的な問題は

無くなることになる。 

 

サアブ氏の弁護士は様々な訴訟を提出し、サアブ氏の引

き渡しを遅らせているが、そろそろ限界に来ている。 

 

ただし、マドゥロ政権はサアブ氏の米国引き渡しについ

て「サアブ氏はベネズエラの外交特使で拘束できない」

と主張。「米国の不当な拘束」と主張しており、解放を

求めている。 

 

 

サアブ氏の身柄引き渡しは、与野党協議のテーマにもな

ると考えられており、協議の進展によってはアメリカが

サアブ氏の身柄引き渡しを諦めることも考えられそう

だ。 

 

「マドゥロ大統領 コロンビアの妨害を非難」         

 

９月７日 マドゥロ大統領は与野党協議について、「何

者かが協議を失敗させようと暗躍している」と主張。 

 

「今回の与野党協議でも、コロンビアの大統領府から、

交渉参加者に交渉を止めるよう要請が来た。 

 

非常に困難な交渉に取り組む中で、コロンビア政府は我

が国の肥料を製造する国営企業「Monomeros」を奪い、

我々の交渉を破談させるよう罠を仕掛けてきた。 

 

毎週、数十人を暗殺し、行方不明者を出す統制不能の崩

壊国家コロンビアの無能な大統領は、ツイッターでベネ

ズエラの対話を破断させるよう命令を出した。 

 

今後もコロンビアは与野党協議を妨害し、対話を止め、

野党を再び暴力の道に引き戻そうとするだろう。 

 

我々は、その証拠を持っている。麻薬密売コロンビア政

府が協議を防止している証拠を近いうちに公表する。」 

と訴えた。 

 

「EU 外交団 ベネズエラに商務官を派遣」         

 

欧州連合はスペイン人のラファエル・モレノ氏を在ベネ

ズエラ欧州連合商務官に任命した。 

 

２０２１年２月２２日 EUはマドゥロ政権関係者１９

名に個人制裁を科した。これを受けて、マドゥロ政権は

在ベネズエラ EU 代表大使を国外追放にすると決定。 
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EU とマドゥロ政権との外交関係は悪化していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.568」）。なお、国外追放処分を

受けた EU 大使は、現在は在キューバ EU 代表大使とし

てキューバに駐在している。 

 

今後、モレノ商務官が在ベネズエラ EU 大使館の実質的

なナンバー１として活動することになる。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ラファエル・モレノ在ベネズエラ EU 商務官” 

 

経 済                       

「来週 新通貨が銀行に到着             

 ～９月３０日、１０月１日は金融機関が休日～」            

 

９月７日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、ベネズエ

ラ国内の金融機関関係者と協議を実施。 

 

来週から新通貨「ボリバル・デジタル」を金融機関に配

ると発表した。 

 

同時に、現行通貨「ボリバル・ソベラーノ」は１０月１

日以降も引き続き有効で、SUDEBAN の決定があるま

で有効通貨として使用ができると改めて説明した。 

 

 

 

なお、同会議に参加した民間金融機関「Banco provincial」

の代表は、通貨切り下げの準備状況について、現時点で

６０％は準備が完了していると述べた。 

 

また、SUDEBAN は、新通貨移行の準備期間として９月

３０日（木曜）と１０月１日（金曜）の２日間は銀行の

営業を停止すると決定した。 

 

 
（写真）800 Noticias 

 

「エルパリート製油所 今週中に再稼働」         

 

エネルギー分野の専門家ダビッド・パラビシーニ氏は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

カラボボ州のエルパリート製油所が今週中に稼働を再

開すると述べた。 

 

エルパリート製油所はメンテナンスにより１カ月ほど

稼働を停止していた。 

 

パラビシーニ氏いわく、同製油所が稼働を再開すれば日

量４～８万バレルのガソリンが精製できるという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6413f025770f521cf33467d7728aec1.pdf
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「中央銀行の GOLD ３トン減少」           

 

ベネズエラ中央銀行は、２０２１年前期の貸借対照表を

公表した。この表には中央銀行の外貨準備の内訳も書か

れている。 

 

現地メディアによると、２０２１年前期の GOLD の量

は８３トン。８３トンの GOLD の評価額は４８億６，

６００万ドル。 

 

２０２０年末には GOLD は約８６トンあり、評価額は

５０億５，４００万ドルだった（「ウィークリーレポー

ト No.188」）。 

 

つまり、６カ月で３トン、金額で１億８，８００万ドル

減少したことになる。 

 

野党は、アラブ首長国連邦やアフリカのマリなどにベネ

ズエラの GOLD が売却されていると非難している。 

 

ベネズエラ中央銀行は、定期的に金融機関に両替用の外

貨を供給しており、GOLD の売却で得た現金の一部が

両替用に使用されていると考えられている。 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/08ad5e504e4613903e8887c799f7f473.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/08ad5e504e4613903e8887c799f7f473.pdf

