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（写真）La Patilla “CNE 野党統一連合 MUD を政党と認める、１１月の州知事選 MUD で出馬可能に” 

 

 

２０２１年６月２８日（月曜） 

 

政 治                     

「パラグアイ外相 与野党協議再開に言及 

～野党関係者 火消しに奔走～」 

「米国 ドゥケ大統領・ローマ法王とベネ問題協議」 

「マドゥロ大統領 保護官制度の停止を発表」 

「医療専門家 Abdala の一般接種に警鐘」 

経 済                     

「自動車部品 ２１年の輸出目標は７００万ドル」 

「観光業 ７～８月のバケーションシーズン逃す」 

社 会                     

「バルータ市 停電２４時間続く」 

２０２１年６月２９日（火曜） 

 

政 治                    

「CNE 野党統一連合 MUD からの出馬認める 

～野党 選挙に参加する下地できる～」 

「政府 ワクチンと原油の交換取引を提案」 

経 済                    

「経済危機下のベネズエラで可能な投資は」 

「６月為替レート ２１年で２番目に安定」 

「Nestle Venezulea 人材育成・環境関連で協定」 

「ディーゼル燃料供給 需要の３分の１」 

社 会                    

「トリニダードトバゴから移民７００人帰還」 
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２０２１年６月２８日（月曜）             

政 治                       

「パラグアイ外相 与野党協議再開に言及              

       ～野党関係者 火消しに奔走～」       

 

６月２８日 パラグアイの Esclides Acevedo 外相は、同

国記者に対して、マドゥロ大統領とグアイド議長がノル

ウェーの仲裁でメキシコにて与野党協議を行うと言及

した。 

 

以前からメキシコで対話が再開するとの噂は流れてい

たが、マドゥロ政権もグアイド政権も与野党協議再開に

ついて正式に発表しておらず、特に野党側がこの発言の

火消しに奔走している。 

 

グアイド政権のカルロス・ベッキオ在米ベネズエラ大使

（大衆意思党）は、パラグアイ外相の発言について「マ

ドゥロとグアイド大統領の協議は一切ない。その情報は

確かではない」と否定した。 

 

また、「大衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏（正式

な役割ではないが、与野党交渉を担当していると思われ

る）も、ウェブメディア「VPItv」のインタビューで 

「グアイドとグアイド議長が協議を行う計画は存在し

ていない。」と言及。 

 

他方、「ベネズエラ問題を解決するためであれば協議は

いとわない」としており、対話自体を否定していない。 

 

また、ゲバラ氏は「我々の中心的な目標は、外国に移住

したベネズエラ人が投票できる仕組みを作ることだ」と

説明した。 

 

なお、州知事選・市長選・国会議員選については基本的

に外国に住むベネズエラ人は投票できない。 

 

ゲバラ氏が説明する「外国の有権者が投票できる仕組み

づくり」というのが、大統領選を意味しているのかは不

明だ。 

 

また、大統領選を行うとしても外国に移住したベネズエ

ラ人が投票を行うには障害がある。野党支持者は特に米

国・コロンビアなどに多いと思われるが、米国もコロン

ビアも在外公館はグアイド政権側が占拠している。 

 

外国居住者の投票は大使館を通じて行われるが、マドゥ

ロ政権側からすると、グアイド政権が票操作を出来るこ

とになる。 

 

従って、グアイド政権がコントロールする大使館での投

票を CNE が有効なものとカウントするとは考えにくい。 

 

外国移住者（特に米国・コロンビア・カナダなど）がベ

ネズエラの大統領選に投票するのも簡単ではなさそう

だ。 

 

「米国 ドゥケ大統領・ローマ法王とベネ問題協議」         

 

６月２８日 米国のアントニー・ブリンケン国務長官は、

バチカン市国を訪問。ローマ法王と面談した。 

 

協議の内容はシリア問題とベネズエラ問題。 

ローマ法王もベネズエラ問題について仲裁役を担う意

思があるようで、ベネズエラ問題に関する協議に加わっ

ている。 

 

なお、トランプ政権ではローマ法王と米国の関係は悪く、

「関係改善の兆し」とも報じられている。 

 

同日、米国のバイデン大統領はコロンビアのドゥケ大統

領と電話会談を実施。コロンビアに対して２５０万個の

Covid-１９ワクチンを寄付すると伝えた。 
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また、ベネズエラ問題についても協議。 

ベネズエラ危機についての懸念を共有し、「自由で公平

な選挙の実施を通じて政治危機が解決することを望む」

との方針で一致した。 

 

先日、グアイド政権は米国にミッション団を派遣した。 

グアイド政権との協議内容の情報共有も行われたのか

もしれない。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ブリンケン国務長官とローマ法王” 

 

「マドゥロ大統領 保護官制度の停止を発表」                  

 

６月２８日 マドゥロ大統領は、１１月の州知事選・市

長選を最後に「保護官」の設置を停止すると発表した。 

 

「保護官（Protector）」とは、「タチラ州保護官」など州

の管理・監督を担う役職。この役割は「州知事」と被っ

ている。 

 

保護官制度は、チャベス政権から続いている仕組みで、

政府は州知事選で与党候補が敗北すると、その州に「保

護官」を設置し、州知事の役割を侵害していた。 

 

 

 

「保護官」は選挙で選ばれるものではなく、大統領の権

限で任命する役職のため、選挙をすることなく、州の監

督者を決めているとして、野党側が常に非難をしていた。 

 

１１月の選挙以降、この仕組みを停止するというのは野

党側にとっては朗報だろう。 

 

マドゥロ政権は、主要野党が選挙に参加するような仕組

みづくりを行っているのだろう。 

 

「医療専門家 Abdala の一般接種に警鐘」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.617」で紹介した通り、キ

ューバから Covid-１９ワクチン「Abdala」が到着した。 

今後、一般向けの接種が開始される。 

 

「Abdala」の接種について、国内の医療専門家らは適切

な検査フェーズが終了していないことに懸念を表明し

た。 

 

医療分野の専門家らが集まる「IVIC 研究連盟」による

と、「Abdala」は、検査フェーズ１、２、３の結果をど

の医療専門誌にも公表しておらず、その性能を確認でき

ていないという。また、世界保健機構（WHO）の承認

も得ていないという。 

 

「IVIC 研究連盟」は、これらの点から踏まえて、「Abdala」

は現時点ではワクチン候補の段階に留めるべきで、試験

的な接種の範囲にとどめるべきで、一般に普及させるべ

きではないと警鐘を鳴らした。 

 

なお、６月２８日の新規感染確認者数は１，０１９名。 

これまでの総感染者数は２７万６５４名。 

死者数は３，０８４名。 

うち、現在も感染中の患者数は１５，９８３名となって

いる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/60160701bb4f7a81d8d6abdbee795012.pdf
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経 済                        

「自動車部品 ２１年の輸出目標は７００万ドル」           

 

「自動車部品商工会（Favenpa）」のオマール・バウティ

スタ代表は、ベネズエラ国内の自動車部品製造業の２０

２１年の目標は、７００万ドル相当の部品を外国に輸出

することだと述べた。 

 

バウティスタ代表は、現在の自動車部品製造業の状況に

ついて、国内の少量の部品需要と外国向けの販売が、

我々が生き残るわずかな酸素ボンベになっていると言

及。現在は、歴史的に最も稼働率が低い状況にあるとし

た。 

 

「２０２１年の我々の輸出目標は７００万ドルだ。この

目標はかなりハードルが高いが、数年前には我々はこの

目標をはるかに超える額を輸出していた。以前は２．６

億ドルの輸出をしていた。」 

と言及した。 

 

なお、７００万ドルという輸出目標は２０年の実績の約

２倍で、２０年の輸出額は３４０万ドルだったという。 

 

輸出先については、コロンビア、アルゼンチン、ブラジ

ル、米国が主要な輸出先だと説明。部品はバッテリー、

アルミニウムピストン、ラジエーター、板バネ、空気フ

ィルターなどだという。 

 

バウティスタ代表は、現状について２０２０年よりは楽

観的な見方をしていると言及。国内アッセンブラーの部

品需要は想定していないが、部品製造業は活動を続ける

と説明した。 

 

 

 

 

 

「観光業 ７～８月のバケーションシーズン逃す」                  

 

「観光団体（Conseturismo）」のレウド・ゴンサレス代

表は、観光業の現状について極めて危険な状況にあると

懸念を示した。 

 

通常であれば、７月～８月にかけて学校の連休が始まり

家族旅行のシーズンに入るが、２１年も Covid-１９の

影響を受けて観光業は収入を得る機会を逸すると言及。 

 

このシーズン、ベネズエラの観光業界は全国で１３万の

ベッドを用意しているが、現在は５％の６，５００個し

かベッドが埋まっていないと説明した。 

 

また、ワクチンの大量接種がなければ、観光業が再開す

ることはないと指摘。２１年初めに「ベネズエラ経団連

（Fedecamaras）」が提案したワクチン接種について、マ

ドゥロ政権は承認をしていない」と政府の対応を非難し

た。 

 

なお、マドゥロ政権は、ロスロケス諸島、カナイマ、マ

ルガリータ島については、隔離緩和週に限り観光を許可

しているが、この地域はベッド数が少なく観光業全体に

与える影響は限定的との見方を示した。 

 

なお、ガソリン不足によりアンソアテギ州、トゥルヒー

ジョ州、タチラ州など地方へ移動することが難しく、燃

料不足も観光産業に悪影響を与えているとした。 
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社 会                        

「バルータ市 停電２４時間続く」           

 

６月２７日 ミランダ州バルータ市で２４時間の停電

が起きていたという。 

 

その前の６月２５日にもバルータ市では長時間の停電

が続いており、地元住民の生活に支障をきたしていた。 

 

なお、バルータ市のアギラル市長（独立系）は、頻繁に

起きる停電の理由を国営電力公社「Corpoelec」に確認

しているが、「Corpoelec」から回答は来ていないという。 

 

２０２１年６月２９日（火曜）              

政 治                       

「CNE 野党統一連合 MUD からの出馬認める            

    ～野党 選挙に参加する下地できる～」        

 

６月２９日 「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・カ

ルサディージャ代表は、１１月２１日の州知事選・市長

選に参加することができる新政党を発表した。 

 

全国政党は８政党。 

・Fuerza Vecinal 

（元々はミランダ州の地方政党だが全国政党に格上げ） 

・Convergencia 

・ Activistas Democráticos Electorales y Alternativos 

(Adelante) 

・Mesa de Unidad Democrática (MUD) 

・Movimientos Centrados 

・Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) 

・Suma País 

・Unión y Cambio (Única) 

 

上記の他に１２の地方政党が承認された。 

 

特に注目されるのは「野党統一連合（MUD）」だ。 

 

MUD は主要野党が結成した政党。 

野党の各党がバラバラで候補者を出した場合、野党支持

者の票が分散し、与党候補に勝てないので、野党の統一

候補を出すために作られた政党だ。 

 

CNE は、１８年に MUD を政党して認めないと決定。 

 

その理由は「MUD に所属する党員のほとんどが別の党

の党員と掛け持ちをしており、政党として適切な状況に

なっていないことが理由」としていた。 

 

MUD は、上記の背景で作られた政党なので、その党員

の多くは「行動民主党（AD）」「第一正義党（PJ）」「大

衆意思党（VP）」「新時代党（UNT）」のいずれかの党員

でもあった。 

 

今回 CNE が MUD を復活させたことで、１１月の選挙

は MUD の名前で主要野党が出馬することが可能にな

るはずで、野党が選挙に参加する下地ができたというこ

とになるだろう。 

 

CNE のエンリケ・マルケス役員・ロベルト・ピコン役

員（共に野党側の役員）は、今回の CNE の決定を「正

しい方向」と歓迎。同時に「公平な条件にするためには

協議が必要」と指摘し、主要野党に対して、選挙条件を

勝ち取るためにマドゥロ政権と交渉を行うよう求めた。 

 

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス氏も 

「我々が再び団結するための前進だ。これまでと違う手

段での政権交代を我々は擁護する」と歓迎の意思を示し

た。 

 

なお、ゴンサレス氏と並んで選挙参加の必要性を強調す

る「第一正義党（PJ）」のカプリレス元ミランダ州知事

は今回の件について見解を表明していない。 
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「政府 ワクチンと原油の交換取引を提案」           

 

６月２９日 マドゥロ大統領は演説でワクチン調達の

ためのマドゥロ政権の取り組みを説明。同時に、ワクチ

ン調達を妨害する米国を非難した。 

 

また、 

「ベネズエラは原油タンカーを持っており、原油を購入

したいと考えている顧客がいる。我々は原油とワクチン

の交換取引を行う用意がある。」 

と発言。 

 

ワクチンを調達するために、原油とワクチンの交換取引

を提案した。ただし、具体的な顧客や交換スキームにつ

いては言及していない。 

 

経 済                       

「経済危機下のベネズエラで可能な投資は」            

 

ベネズエラの「国内総生産（GDP）」は２０１４年当時

から約８０％減少した。 

 

一部では、回復の兆しが見えてきている産業もあるが、

まだ経済危機下で回復の兆しの見えない産業も多い。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、IESA（ベネズエ

ラの経済大学院）の Urbi Garay 教授に今のベネズエラ

でどのような投資機会が存在しているかのインタビュ

ーを行った。 

 

Garay 教授曰く、個人の資産規模によって異なるが、 

投資を行う一定の経済余地がある人が行う最も一般的

な投資は、株投資・不動産投資・その他美術品などの資

産投資と指摘。また、銀行が行っているドル両替も資産

を保護する重要な手段と指摘した。 

 

 

これよりも規模の大きな投資会社などの行うものとし

ては、新興企業へのベンチャーキャピタルなどを挙げた。 

 

ただし、ベネズエラは政府に近い存在でなければ法的リ

スクが非常に高いと指摘。もし政府とのコネクションが

無い人がベネズエラで投資をするのであれば、その投資

に見合う高い利益を求めるべきとした。 

 

国営企業への投資の可能性も存在する。 

中国やロシア系の組織が投資を行うのであれば、一般の

人の投資よりもリスクを下げた上で高い利益率を望む

ことができるだろう。ただし、健全なビジネスとは言え

ないかもしれないと述べた。 

 

株式投資と不動産投資については、５～１０年のスパン

で見るのでれば、不動産投資の方が望ましい投資になる

のではないかと指摘した。 

 

「６月の為替レート ２１年で２番目に安定」         

 

６月２９日 ベネズエラの中央銀行の為替レートは１

ドル BsS.３，２０４，０７９．５２だった。 

 

並行レートもほぼ同じ水準で「Dolar Today」では１ド

ル BsS.３，２５９，４１３．０２となっている。 

 

「Bancaynegocios」によると、６月は為替レートが２１

年で２番目に安定した月だったという。 

 

２１年６月の為替レートは先月比２．８％増。２月の２．

４％増に次いで為替レートが安定していたという。 

 

なお、為替レート増減率は２１年１月が先月比６４．

５％増。２月が２．４％増、３月が６．５％増、４月が

４２．５％増、５月１０．４％増となっている。 
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「Nestle Venezulea 人材育成・環境関連で協定」         

 

「Nestle Venezuela」は、「Fundacion KPMG Venezuela」

および「Ashoka Venezuela」と協定を締結した。 

 

「Ashoka Venezuela」とは、人材を育成に関する協定を

締結したという。 

 

また、「Fundacion KPMG Venezuela」とは、環境に配慮

した商品を作るための仕組み作りに関する協力協定を

締結した。 

 

「Ashoka Global」は世界最大の社会起業家ネットワー

クで、世界中で「Nestle」と事業を行っているという。 

「 Nestle Venezuela 」 と 「 Ashoka Venezuela 」 は 、

「Iniciativa por los Jovenes」というプログラムを実施し、

人材育成を実施する。 

 

「KPMG」との協定は環境に関するもので、商品の生産

過程で生じる廃棄物の削減、リサイクル商品の利用など

を勧めることが目的だという。 

 

「Nestle Venezuela」は、これらの協定を通じて、ベネ

ズエラの若者の未来づくりに貢献するとした。 

 

「ディーゼル燃料供給 需要の３分の１」         

 

「ベネズエラ石油商工会」のレイナルド・キンテロ代表

は、ベネズエラのディーゼル燃料の必要量について、日

量５万～６万バレルと指摘。現在は需要の３分の１しか

供給されていないとの見解を示した。 

 

また、ガソリンについては現在は日量８万バレルだが、

需要を完全には満たすことができていないと指摘。過去

の実績からすると本来であれば、あと日量１４万バレル

足りていないとした。 

 

燃料不足の状況を改善することは可能だが、民間セクタ

ーの協力が必要と言及。石油産業に民間セクターを参入

させる必要があると主張した。 

 

また、制裁について「ベネズエラの経済の自由を奪って

いる」と指摘。米国と関係を構築し、制裁について協議

する必要があるとの見解を示した。 

 

社 会                       

「トリニダードトバゴから移民７００人帰還」            

 

６月２９日 トリニダードトバゴ政府は、ベネズエラ政

府と協力し、７月半ばに国内に居住する多くのベネズエ

ラ人を本国に帰国させると発表した。 

 

在トリニダードトバゴのベネズエラ大使館によると、７

月に帰国を予定しているベネズエラ人は７００人近い

という。なお、帰国はフェリーで行われる予定。 

 

これは不法滞在者の強制送還ではなく、トリニダードト

バゴに住んでいるベネズエラ人でベネズエラへの帰国

を求める人だという。 

 

同国は Covid-１９の影響を受けて失業率が高まってお

り、ベネズエラ移民の多くは職を失った。家賃を支払う

ことができず、同国で暮らすことができなくなった人が

増えているという。 

 

在トリニダードトバゴのベネズエラ大使館によると、他

にも数千人の帰国希望者のリストがあり、非政府系団体

「La Casita de Arima」によると、更に１，２００人の

申請者がいるという。 

 

以上 


