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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 新閣僚の就任式を実施” 

 

 

２０２１年８月２０日（金曜） 

 

政 治                     

「新閣僚就任 新外相はデルシー副大統領派閥」 

「野党派 CNE 役員 政府の不適切選挙支出を捜査」 

「グアイド議長 マドゥロ政権の政府認識を否定」 

経 済                     

「現金外貨はどこから来る？専門家の見解」 

社 会                     

「ベネズエラサッカー監督 給料不払いで辞任 

～スポーツトレーナーの月収は約５ドル～」 

「パラリンピック 制裁で国内放送できず？」 

「メキシコ ベネズエラ人の６５％は帰国しない」 

2021 年 8 月 21～22 日（土・日） 

 

政 治                    

「医療団体 ワクチン調達計画通りに進んでない 

～Sinopharma は来ているが、Sputnik V 来ず～」 

「CNE 役員 選挙参加できない人のリスト公表」 

経 済                    

「会社役員 ５３％が現状をネガティブに評価」 

「レアメタル コルタンの国境密売が増加」 

「農家 ディーゼル燃料を闇市場で調達」 

社 会                    

「大リーグ カブレラ選手、HR５００本達成」 

「高齢者の８６．９％は貧困」 
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２０２１年８月２０日（金曜）             

政 治                       

「新閣僚就任 新外相はデルシー副大統領派閥」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.641」で紹介した通り、

マドゥロ政権は閣僚７名の交代を発表した。 

 

この発表を受けて、８月２０日にマドゥロ大統領は新た

な閣僚の就任式を行った。 

 

最も注目されているのは新外相ポスト。 

新たに外相に就任したフェリックス・プラセンシア氏は、

２０１６年に外務省のアジア太平洋・中東次官に就任。

その後、２０１８年～１９年まで外務省多目的テーマ担

当次官。その後、１９年８月～２０年１０月まで観光貿

易相を担い、２０年１０月から在中国ベネズエラ代表大

使だった。 

 

筆者がカラカスに駐在していた頃、プラセンシア氏がア

ジア担当の外務次官だったこともあり、面談したことが

あるがスマートなエリート外交官という印象を受けた

ことを記憶している。 

 

また、米国の経済制裁が始まった１７年８月から外相を

務めていたアレアサ外相が国内生産工業相に異動した

ことについて「事実上の降格」など様々な憶測が飛び交

っている。 

 

個人的には、アレアサ外相はマドゥロ大統領との関係は

良好な印象がある。 

過去、アレアサ外相は副大統領（１３年４月～１６年１

月）から科学技術相（１６年１月～１７年１月）に異動

するなど降格とも思える人事もあったが、その後鉱業開

発相を経て、閣僚の花形である外相に就任している。 

今回の異動は、アレアサ外相の降格とは別の視点で捉え

た方が正しいのではないか。 

報じられている中で最もしっくりくるのは、「デルシー・

ロドリゲス副大統領の権力拡大」という指摘だろう。 

 

プラセンシア新外相はデルシー・ロドリゲス副大統領の

派閥に属する人物とされている。 

 

昨今、カベジョ PSUV 副党首の権力が低下する一方で

ロドリゲス兄弟の権力が拡大しており、今回の外相人事

もデルシー副大統領の権力拡大を示したものではない

かと考えている。 

 

なお、彼女が外交の実質的な指揮権を取った場合、アレ

アサ前外相よりも柔軟性は失われるのではないか。 

 

２０１６年、デルシー・ロドリゲス副大統領が外相を務

めていた当時、メルコスールの会合への出席を拒否され、

怒った彼女は窓から侵入を試みたという事件があった。 

他にも彼女の気性が激しい一面が報じられたことがあ

る。 

 

「野党派 CNE 役員 政府の職権乱用を捜査」         

 

８月２０日 「選挙管理委員会（CNE）」のエンリケ・

マルケス役員は、政府が自身の権限を乱用し、１１月の

州知事選の与党候補の選挙を支援していると指摘。マド

ゥロ政権の違法性を捜査すると発表した 

 

きっかけはマドゥロ大統領が政府のイベントに参加し

た際に同イベントで与党候補を紹介し、プロモーション

をしたというもの。 

 

実際のところ、この一件に限らずマドゥロ大統領は何度

も政府としてのイベントで与党候補を紹介、推薦してい

る。選挙関連の民間団体「Sumate」によると、５月３０

日～８月１４日までで政府ツイッターや政府イベント

で１６回、与党候補を推薦したという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7386e82324856641f7540fd6c0bd10f2.pdf
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「グアイド議長 マドゥロ政権の政府認識を否定」                  

 

８月２０日 グアイド議長はコロンビア系メディア

「NTN２４」の取材に応じ、記者から「マドゥロ政権を

ベネズエラの正当な政府と認識しているのか？」と聞か

れると、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認識したと

の疑惑を否定した。 

 

この回答に対して、記者は 

「与野党協議の覚書では、マドゥロ政権をベネズエラ政

府として扱い、署名をしている。これをどう説明するの

か？」との指摘に対して、 

 

「我々はどのような属性のグループと対峙しているか

をよく理解している。我々は無知ではなく、相手が独裁

者だとしっかり理解している。このプロセスで対峙して

いるのは独裁政権だ。」 

と回答した。 

 

 

（写真）NTN２４ 

 

 

 

 

経 済                        

「現金外貨はどこから来る？専門家の見解」           

 

アンヘル・アルバラード元議員は、ウェブメディア

「Dialogo Politico」のインタビューに対応。 

 

「ベネズエラ国内で流通しているドルがどこから流れ

てきているのか？」との質問について以下のように回答

した。 

 

「ベネズエラのドルがどこから流れてきているのかは

誰にとっても不透明だ。 

 

カラカスのレストランでは数百万の取引がベネズエラ

の決済システムを介しておらず、外国の決済システムを

介して行われている。自動車やアパートの売買が外国の

決済システムを通じて行われている。全ての取引が違法

ではないが、違法と合法が混ざっている。 

 

これらのドルがどのように流れているのか？ 

どのくらいの現金が飛行機でカラカスに来ているのか

を知るのは困難だ。また、いくらかのドルはアジア向け

の原油の違法売買で現金ドルを受け取ることで流れて

いる部分もあるだろう。」 

と答えた。 

 

社 会                        

「ベネズエラサッカー監督 給料不払いで辞任      

   ～スポーツトレーナーの月収は約５ドル～」           

 

ベネズエラのサッカー連盟（FVF）は、同国サッカーチ

ームの監督を務めていたホセ・ペレイラ氏（ポルトガル

人）が辞任したと発表した。 
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ペレイラ監督は辞任の理由について「１４カ月間、給料

の支払いが先延ばしになっている」と説明した。 

 

FIFA の規約によると、ナショナルチームの監督は２カ

月の給料不払いがあった場合、支払いを求める正式な手

続きを取ることが出来る。この要請で支払い問題が解消

されない場合、罰則無く契約を解除することが出来ると

いう。 

 

なお、ペレイラ監督の前にベネズエラナショナルチーム

の監督を務めた Noel Sanvicente 氏、Rafael Dudamel 氏

らも辞任しており、３人連続で契約を満了することなく、

監督を辞職している。 

 

「パラリンピック 制裁で国内放送できず？」         

 

８月２０日 マドゥロ大統領は「国際オリンピック協会

（IOC）」がパラリンピックのベネズエラの放送権を妨

害したと訴えた。 

 

「ベネズエラは東京にパラリンピックの選手を派遣し

ている。しかし、放送ライセンスを支払う口座を凍結さ

せられた。我々の口座を隠し、ベネズエラ国民がオリン

ピックで見たようにパラリンピックで輝く選手たちを

見ることを妨害した。」 

と主張した。 

 

７月２１日にもマドゥロ大統領は「米国が科した経済制

裁により、東京オリンピックを見ることが出来ない可能

性がある」と訴えていたが、東京オリンピックは「TVes」

を通じて閲覧することが出来ていた。 

 

 

 

 

 

 

「メキシコ ベネズエラ人の６５％は帰国しない」                  

 

８月１９日 多くの航空会社がカラカス（ベネズエラ）

―カンクン（メキシコ）間のフライトを停止した。 

 

正式な発表ではないが、両国のフライトが停止した理由

はメキシコ側の要請だったようだ。 

 

カンクン国際空港の統計によると、メキシコに入国した

ベネズエラ人でベネズエラに帰国するのは全体の３

５％だけで、残りの６５％はベネズエラに戻っていない

という。 

 

これが違法滞在を意味しているのかははっきりしてい

ないが、ベネズエラへの帰国者が少ないことがフライト

を停止した理由とされている。 

 

２０２１年８月２１日～２２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「医療団体 ワクチン調達計画通りに進んでいない    

 ～Sinopharma は来ているが、Sputnik V 来ず～」        

 

８月２２日 医療系の非政府系団体「Medico Unidos 

Venezuela」は、ベネズエラは中国から引き続き Covid-

１９ワクチンを調達しているが、マドゥロ政権はそれら

の公表を停止していると指摘した。 

 

「中国からワクチンは到着している。政府がワクチンの

到着を発表していないだけだ。つまり（いくつあるかは

分からないが）ワクチンはある。しかし、計画通りには

進んでおらず無秩序な状態にある。また、祖国カード保

有者への接種を優先している。」 

と訴えた。 
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マドゥロ政権はワクチンを調達するための国際的な枠

組み「COVAX ファシリティ」への全額支払いを完了し

ている。マドゥロ大統領は、８月には搬入されると説明

していたが、現時点で COVAX ファシリティの枠組み

でワクチンが到着したというアナウンスはない。 

 

７月２８日 COVAX は中国製ワクチン「Sinovac」

「Sinopharma」をベネズエラに送ると発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.632」）。 

マドゥロ政権が発表していないだけで、現在ベネズエラ

に到着している中国製ワクチンは COVAX のワクチン

なのかもしれない。 

 

また、中国からの Covid-１９ワクチンが到着している

一方でロシア製ワクチン「Sputnik V」の搬入は遅れて

いる。一回目のワクチン接種は済んだが２回目は完了し

ないまま数カ月が経過している人もいるようだ。 

 

「CNE 役員 選挙参加できない人のリスト公表」           

 

８月２２日 「選挙管理委員会（CNE）」のタニア・デ・

アメリア役員は、１１月の全国州知事選・市長選に出馬

できない政治家のリストを公表した。 

 

リストは以下の通り。 

 

1. Marco Quiñones 

2. Armando Armas 

3. Julio Montoya 

4. Ismael García 

5. Mariela Magallanes 

6. Antonio Geara 

7. Américo De Grazia 

8. Carlos Berrizbeitia 

9. Juan Miguel Matheus 

10. Richard Blanco Cabrera 

 

11. Rafael Veloz 

12. Tomás Guanipa 

13. Luis Florido 

14. Germán Ferrer 

15. Jesús Alexis Paparoni Durán 

16. Carlos Paparoni 

17. Freddy Guevara Cortez 

18. Juan Andrés Mejía 

19. Julio Borges 

20. Franco Casella 

21. Gaby Arellano 

22. Renzo Prieto 

23. Sergio Vergara 

24. Carlos Valero 

25. Winston Flores Gómez 

26. Juan Guaidó Márquez 

27. Juan Pablo Guanipa Villalobos 

28.  José Manuel Olivares 

 

これらの人物はベネズエラの法律を犯しており、規則と

して出馬が禁止されているという。 

 

なお、上記の人物にカプリレス元知事の名前がない。 

カプリレス元知事はミランダ州知事時代の公共入札の

不正疑惑を理由に出馬権が停止されていたが、今は出馬

できるのかもしれない。 

 

また、「7. Américo De Grazia」は、ボリバル州知事選へ

の出馬を表明している。他にも「13. Luis Florido」「28.  

José Manuel Olivares」らは夫々ファルコン州、ラグアイ

ラ州（旧バルガス州）の知事選への出馬を希望している

との報道がある。 

 

与野党協議を通じて、彼らの出馬権が回復するのかもし

れない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/19b94b0ec81bf85bb18ef8f8d44d031e.pdf
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経 済                       

「会社役員 ５３％が現状をネガティブに評価」            

 

経営コンサル会社「KPMG」は、ベネズエラの会社役員

ら８７名を対象にアンケートを実施。現在のベネズエラ

経済に対する認識について調査した。 

 

調査の結果、「悪い」と回答したのは全体の５３％で前

回調査（２０年１２月）から３ポイント悪化している。 

 

また、「普通」が３９％と前調査から６ポイント下落。 

 

一方で「良い」が８％と前調査から３ポイント上昇した。 

 

 

 

また、「数カ月単位で会社の成長を妨げる要因」につい

て、最も多かった回答は「公共サービスの問題」が３１％。 

「マクロ経済全体」が３０％、「政治・規則関連が不安

定」が２８％と他の理由（「融資アクセス」「労働争議」

「労働者へのワクチン接種」）を引き離した。 

 

 

（写真）KPMG 

 

「レアメタル コルタンの国境密売が増加」         

 

犯罪系の情報を発信するウェブメディア「Insight Crime」

は、携帯電話やパソコン、電子機器で必要になるレアメ

タル「コルタン」がベネズエラとコロンビアの国境で密

売されていると報じた。 

 

「EFE 通信」によると、８月１５日 コロンビア警察は

Guainia で１．５トンのコルタンを押収したという。 

 

同地域でコルタンの密売が見つかったのは２０２１年

に入ってから３回目になるという。 

 

コロンビア政府の発表によると、コロンビア系ゲリラが

密売に関与しており、２０２１年３月に約５トンのコル

タンを押収した時の密売人は FARC 残党。 

 

２１年７月に１．２トンのコルタンを押収した際の密売

人は ELN の構成員とされる人物だったという。 

 

「農家 ディーゼル燃料を闇市場で調達」         

 

ディーゼル燃料不足は現在も続いており、引き続き農家

の大きな問題となっている。 

 

農業団体「Fedeagro」の Osman Quero 副代表によると、

マドゥロ政権は種まきの時期に本来必要なディーゼル

燃料の２０％しか供給しなかったという。 

 

その結果、農家は闇市場で燃料を調達することになった

と指摘。闇市場で購入する燃料は価格規則などとは無関

係に売られるため、農家は世界で一番高い値段で燃料を

購入することを余儀なくされたと訴えた。 

 

この状況を受け、Quero 副代表は政府が不正をコントロ

ールする必要があると指摘した。 
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ただし、上記の通り闇市場を通じて燃料を購入したため

かトウモロコシの作付面積は２０２０年よりも増えた

という（２０年も深刻な燃料不足にあった）。 

 

また、穀物はポルトゥゲサ州で８．７万ヘクタールと前

年の１．７万ヘクタールよりも増えたという。 

 

ポルトゥゲサ州の作付面積は前年より増えたものの、そ

れでも農地の３０％しか作付けできておらず、燃料があ

れば更に生産できる素地があったとしている。 

 

社 会                       

「大リーグ カブレラ選手、HR５００本達成」            

 

８月２２日 米国大リーグ（MLB）の「デトロイト・タ

イガース」に所属するベネズエラ人ミゲル・カブレラ選

手（３８歳）がトロント・ブルージェームズ戦で MBL

通算ホームラン５００本記録を達成した。 

 

ホームラン５００本記録を達成したのは史上２８人目

で、ベネズエラ人としては初めてとなる。 

 

 

 

現時点でマドゥロ大統領、マドゥロ政権は本件について

は触れていないが、グアイド議長はカブレラ選手のホー

ムラン通算５００本達成を祝福している。 

 

「高齢者の８６．９％は貧困」              

 

非政府系団体「Convite」は、高齢者のベネズエラの生

活に関するレポートを公表。 

 

「Convite」によると、ベネズエラ高齢者の８６．９％

は貧困状態にあるという。 

 

同レポートはアプレ州、グアリコ州、メリダ州、トゥル

ヒージョ州、スリア州など地方に住む１，２０２名の高

齢者を対象に実施した調査。 

 

回答者の４２％は「食事の量を減らすことを余儀なくさ

れた」と回答したという。 

 

また、２０％の回答者は肉類を食べるのは１５日に一度、

１日に必要な栄養素が接種できているのは回答者のう

ちの９％だけだったと指摘した。 

 

また、回答者の６６％は「魚を食べたいが値段が高すぎ

て買えない」と答えたという。 

 

以上 


