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（写真）Bancaynegocios “BOD 銀行系列の「Banco del Orinoco」 預金者への返金手続きで合意” 

 

  

２０２１年５月７日（金曜） 

 

政 治                     

「バイデン政権 近日中に対ベネ方針を表明？」 

「サパテロ元西首相 ベネズエラを訪問」 

「新 CNE 役員についての見解 加・エクアドル 

～Fedecamaras 元代表、政治家など～」 

経 済                     

「BOD 系列 Banco Orinoco 返金手続き大筋合意」 

「CLAP 最低賃金改定で料金を改定」 

「商業省 ルベブラスに営業停止命令」 

社 会                     

「スティーブン・セガール ベネズエラ訪問の理由」 

21 年 5 月 8～9 日（土・日） 

 

政 治                    

「コロンビア抗議行動 ベネズエラが関与？ 

～意図的に社会を不安定化させている～」 

「レオポルド・ロペス VP 党首に非難殺到」 

「ペルー大統領選 フジモリ候補が追い上げ」 

経 済                    

「自動車産業 マドゥロ政権と対話する意思ある」 

「CITGO２０年実績 同業種で損失少ないほう」 

社 会                     

「Marketplace を悪用した犯罪組織を摘発」 

「ポルトゥゲサ州で大雨被害 ２０軒が水没」 
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２０２１年５月７日（金曜）             

政 治                       

「バイデン政権 近日中に対ベネ方針を表明？」       

 

５月４日 与党国会は新たな「選挙管理委員会（CNE）」

役員を任命した。 

 

詳細は「ベネズエラ・トゥデイ No.596」を参照された

いが、与党３名・野党２名の役員構成となっている。 

 

経済専門家のトマス・ソシアス氏は、今回の CNE 役員

任命を受けて、バイデン政権が近日中に対ベネズエラ方

針を表明するとの見解を示した。 

 

今回のCNE役員任命に先立ち、マドゥロ政権はPDVSA

の米国子会社の役員６名（うち５名は米国籍を保有）を

禁錮刑から自宅軟禁措置に切り替えた。 

 

２０１８年に起きた野党「第一正義党（PJ）」に所属し

ていたリベルタドール市議フェルナンド・アルバン市議

の死亡について、尋問中の拷問による死亡であることを

認めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.594」）。 

 

このようにマドゥロ政権は米国に対して制裁緩和を求

めるサインを発信しており、このサインを受けてバイデ

ン政権は今後の対ベネズエラ方針について協議してい

ると報じられていた。 

 

ソシアス氏は、バイデン政権は米国国内の Covid-１９

対応（ワクチン接種）や経済再開に注力しており、ベネ

ズエラについては専属の担当官も決まっていないと言

及。 

 

ただ、彼が入手した内部情報によると、近日中にバイデ

ン政権はベネズエラに対する方針を表明すると言及し

た。 

同日、ソシアス氏は、同氏の Youtube チャンネルで、米

国政府の内部関係者から得た情報として 

「米国政府は、在ベネズエラ米国領事館の再開を望んで

いる」と言及した。 

 

ベネズエラ国内で領事活動を再開するのであれば、マド

ゥロ政権との関係改善は不可欠だろう。 

 

「サパテロ元西首相 ベネズエラを訪問」         

 

スペイン系メディア「El Mundo」は、ベネズエラ穏健野

党「Cambiemos」の招待で、ロドリゲス・サパテロ元西

首相（現在のスペイン与党 POSE 所属）がベネズエラを

訪問したと報じた。 

 

「Cambiemos」の党首は、「新時代党（UNT）」の議員

だったティモテオ・サンブラーノ氏。１８年４月に選挙

不参加を訴える野党の方針に異議を唱え、UNT を離党

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.123」）。 

 

サパテロ元西首相は２０１７年～１８年にかけて行わ

れた与野党対話の仲裁役を務めた人物（「ベネズエラ・

トゥデイ No.33」）。 

 

与党に協力的な人物として、野党・メディアから非難さ

れているものの、「仮に野党が団結して１８年５月の大

統領選に参加すれば、野党は勝利できたはずだ」と主張

している。 

 

マドゥロ政権と良好な関係を維持しているのは確かだ

が、メディアで報じられるほど与党寄りの人物ではない

印象を受けている。 

 

サパテロ元西首相がベネズエラを訪問した理由は、現在

の政治情勢を確認し、バイデン政権に対して方針転換を

求めるためと報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9791d5399b027fc88bd27f3f8268183.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/582274fccf5e10601c3e7b835ab1b038.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
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「新 CNE 役員についての見解 加・エクアドル     

    ～Fedecamaras 元代表、政治家など～」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.596」で、新たに任命

された CNE 役員に対する野党関係者・主要国の反応を

紹介したが、その後もいくつか動きがあるので紹介した

い。 

 

まず、新たな CNE 役員について、認めないスタンスを

表明したのはエクアドル。レニン・モレノ大統領は 

「新しい CNE はマドゥロ政権の組織だ」 

と発言。自由選挙を行うことができる組織ではないとの

見解を示した。 

 

一方、カナダ政府は、カナダとしてスタンスを表明する

ことを避けた。 

 

在ベネズエラ・カナダ大使館は自身のツイッターで 

「ベネズエラの民主主義に寄与する新たな CNE は、ベ

ネズエラ国民が決める。独立した司法、メディア、信頼

できる選挙監視団の受け入れが自由選挙には必要だ。」 

と投稿した。 

 

このスタンスはバイデン政権が表明したものと似てお

り、選挙参加を志向する野党陣営（カプリレス元ミラン

ダ州知事）にも配慮した宣言となっている。 

 

他、ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」

の代表を務めていたホルヘ・ロイ氏は、ツイッターを投

稿。新たな CNE 役員の任命をポジティブに評価。 

 

「ロベルト・ピコン氏とエンリケ・マルケス氏（新たに

任命された野党系の CNE 役員）は、これまで任命され

た CNE 役員の中で最も良い役員だ。 

今回の CNE 役員任命に反対するグループは交渉の成果

をなぜ認識できないのか？」との見解を示した。 

 

他、２０１７年に与党を離反した政治専門家ニックメ

ル・エバンス氏も新たな CNE 役員について「新たな機

会になる」「政治的な進歩で２０年来の危機から脱却で

きるチャンス」と言及した。 

 

筆者が確認する限り、主要野党と急進野党の政治家以外

で、選挙不参加を求める主張は確認できなくなっている。 

 

選挙に参加しなければいけないと考える人が増えてい

ることは間違いないだろう。 

 

大多数の国民の考えとグアイド政権の方針には大きな

隔たりが生じており、ごまかしきれない状況に来ている

のではないか。 

 

経 済                        

「BOD 系列 Banco Orinoco 返金手続き大筋合意」           

 

２０１９年９月 ベネズエラの主要金融機関の１つ

「BOD 銀行」のクラサオにあるグループ会社「Banco 

del Orinoco NV」は倒産を宣言した。 

 

「Banco del Orinoco」は、以前から顧客の預金引き出し

ができない事態が確認されており、リスクの高い投資を

行い顧客の資産に損害を与えたと考えられていた。 

 

詳細について、「ウィークリーレポート No.120」を確認

されたい。 

 

それから２年近くが経過した２１年５月７日 

「BOD 銀行（BOD フィナンシャル・グループ）」は、

「Banco del Orinoco」と預金者（Banco del Orinoco の

顧客）が預金返還について合意に至ったと発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d9791d5399b027fc88bd27f3f8268183.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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今後、「Banco del Orinoco」の預金者に対して、預金返

還のための手続きを説明するという。どうやら預金者は

預けたお金が全額戻ってくるようだ。 

 

正式な合意は２１年７月を予定しており、全顧客への預

金返還までは９０日の時間がかかるとしている。 

 

「CLAP 最低賃金改定で料金を改定」         

 

マドゥロ政権が「地方食料生産委員会（CLAP）」を通じ

て販売する基礎食料品セット「Bolsa de CLAP」の料金

が改定された。 

 

「Bolsa de CLAP」には、パスタ・米・トマトソース・

豆類など５人家族が１週間ぎりぎり生活できるくらい

の食品が入っている。 

 

「CLAP」によると、５月１日に実質最低賃金が BsS.１，

０００万に改定されたため、これに合わせて CLAP の

料金も変更したという。 

 

新たな「Bolsa de CLAP」の価格は BsS.１００万。 

 

現在は卵３０個を買うだけでもBsS.１１００万かかる。 

 

それを考えれば、この金額は安い方だが、改定前は BsS.

７，０００だったので、１４，１８５％の料金増という

ことになる。 

 

「商業省 ルベブラスに営業停止命令」                  

 

５月７日 商業省は、カラカスのスーパーマーケット

「Luvebras」に対して営業停止命令を出した。 

 

理由は、「ベネズエラ中央銀行が公表する為替レートを

ベースに価格を設定しなかったため」としている。 

 

ベネズエラには、中央銀行が公表する為替レート「両替

テーブル」に加えて、政府の管理外の「並行レート」が

存在する。 

 

現在は「両替テーブル」も「並行レート」も大きな差は

ないが、一般的に「並行レート」の方が、ボリバルが安

く評価されている。 

 

なお、以下が現在のベネズエラのスーパーマーケットの

様子。物不足は改善しているようだ。 

 

 

（写真）商業省 

“Luvebras の商品価格をチェックする価格統制庁職員” 
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社 会                        

「スティーブン・セガール ベネズエラ訪問の理由」           

 

CNE 役員の任命に関連した記事が多く、割愛していた

が５月５日にアメリカの俳優で格闘家のスティーブン・

セガール氏がベネズエラを訪問し、マドゥロ大統領と面

談をしていた。 

 

セガール氏は、マドゥロ大統領に「日本刀」をプレゼン

ト（セガール氏は少年の頃から空手を習っており、日本

に住んでいた。日本人との結婚歴もある）。 

友好的な雰囲気で面談は終了した。 

 

サガール氏の突然のベネズエラ訪問、マドゥロ大統領と

の面談の理由はよく分からなかったが、英国紙「The 

Times」は、セガール氏のベネズエラ訪問の理由につい

て記事を公表。 

 

ロシアの観光大使として、ロシア人にベネズエラの観光

を PR することが目的だった可能性があると報じた。 

 

スティーブン・セガール氏の父親はロシア人。 

格闘家のセガール氏は、格闘技好きのプーチン大統領と

親交があり、１６年にはロシア国籍を取得。ロシア外務

省の特使に任命された。 

 

 

（写真）大統領府 “日本刀を構えるマドゥロ大統領” 

 

セガール氏はマドゥロ大統領との面談後、「カナイマ国

立公園」などベネズエラの観光スポットを巡った。そこ

にはロシアの観光業界の関係者らも同伴しており、観光

関連の業務だった可能性があるという。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“スティーブン・セガール氏 カナイマを訪問” 

 

２０２１年５月８日～９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「コロンビア抗議行動 ベネズエラが関与？       

   ～意図的に社会を不安定化させている～」        

 

ドゥケ政権による税制改定案に反対する目的で４月末

に始まったコロンビアの抗議行動は、ドゥケ大統領が税

制案を撤回すると発表した後も収まっていない。 

 

現在は医療システムの変更に反対する趣旨の抗議行動

に代わっているようだ。 

 

５月７日 コロンビア検察庁は、抗議行動を理由に４月

２８日現在までに２７名が死亡、３５９人が消息不明に

なったと発表した。 

 

ただし、一部メディアは４７名が死亡、５４８名が消息

不明と報じており、公式発表よりも深刻な可能性がある。 
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ドゥケ政権は、今回の抗議行動は意図的に暴力が誘発さ

れていると主張。また、反対グループが食料流通網を攻

撃することでコロンビア社会を不安定化させようとし

ていると訴えている。 

 

５月９日 コロンビアのディエゴ・モラノ国防相は、ゲ

リラ組織「コロンビア革命軍（ELN）」のホセ・マリア・

ベセラ氏（あだ名：Lerma）を拘束したと発表。 

 

ベセラ氏は、最も抗議行動が激化している Cali で拘束

された。 

 

モラノ国防相は、 

「拘束した人物は手りゅう弾を所持しており、この手り

ゅう弾をコロンビア警察が使用したように見せかけよ

うとしていた」と主張。 

 

「今回の暴力的な事件にゲリラ組織が関与しているこ

との証明」と説明した。 

 

また、モラノ国防相は、抗議行動にはベネズエラ人も参

加していると指摘。組織的な攻撃をしかけているとの見

解を示した。 

 

「レオポルド・ロペス VP 党首に非難殺到」           

 

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首がベネ

ズエラ人から非難のコメントを受けている。 

 

きっかけはコロンビアで起きている抗議行動に関する

ロペス党首のツイッターの投稿。 

 

「民主主義の価値を理解している全てのコロンビア人、

コロンビア当局に対して尊重と連帯を表明する。 

 

 

 

ここ数日、暴力的な行動が起きている。 

民主主義者として、また独裁者の抑圧を受けたベネズエ

ラ人として現在の抗議行動が過度に暴力的なことに懸

念を表明する。 

 

暴力は死と破壊を招き、コントロールできなくなる。 

抗議行動の正当性を失わせ、共存の余地を狭める。」 

と投稿した。 

 

このコメントに「今週のジョーク」など批判的なコメン

トが殺到している。 

 

レオポルド・ロペス党首は、ベネズエラで抗議行動を強

く支持する人物として知られている。 

 

また、抗議行動で多くの死者が出たが、それでも抗議行

動の正当性を主張してきた。 

 

ロペス党首の指摘する通り、抗議行動で多くの死者が出

て、与野党の亀裂は修復不可能なまで深刻になり、共存

の余地は狭まった。 

 

ただ、それはロペス党首が主張して良いことではないだ

ろう。自分のやってきたことを否定するような主張に、

悪い冗談と理解されている。 

 

「ペルー大統領選 フジモリ候補が追い上げ」         

 

４月１１日にペルーで行われた大統領選は、同日の選挙

で得票率５０％を超える候補が出なかったため、６月６

日に得票率１位と２位の決選投票が行われる予定。 

 

１位通過の急進左派ペドロ・カスティージョ氏と２位通

過の保守系右派ケイコ・フジモリ氏の一騎打ちとなる。 
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ベネズエラ方針について、カスティージョ候補は「ペル

ーの利益を優先して考える」としており、明確なスタン

スを表明していない。 

 

一方、フジモリ候補は、「マドゥロ大統領は、問題を生

み出す癌」とマドゥロ政権を強く非難している。 

 

直近の世論調査では、フジモリ候補がカスティージョ候

補を追い上げているようだ。 

 

ペルーの世論調査会社「IEP」によると、カスティージ

ョ候補の支持率は３６．２％。対するフジモリ候補の支

持率は３０％。 

 

カスティージョ候補への支持率が１カ月前と比べて５

ポイント低下した一方で、多くの政党がフジモリ候補へ

の支持を表明したことで、フジモリ候補の支持が８．５

ポイント上昇したという。 

 

大統領選まで１カ月を切ったが、どちらが当選しても不

思議ではない状況だろう。 

 

経 済                       

「自動車産業 マドゥロ政権と対話する意思ある」            

 

ヌエバエスパルタ州の自動車販売組合のガブリエル・ブ

リセーニョ代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」

に出演。 

 

自動車産業を立て直すためにマドゥロ政権と対話をす

る意思があるとの見解を示した。 

 

ブリセーニョ代表は 

「ベネズエラ国内にはすぐにでも組み立てを再開でき

るだけの施設がある。あとは政治的な意思だけだ。」 

との見解を示した。 

 

また、「自動車産業は組み立てラインを最新のものにす

るための投資が必要だ。あるいは半完成品を輸入し、ベ

ネズエラ国内で最終組み立てするなどのプランが必要。」 

と述べた。 

 

「CITGO２０年実績 同業種で損失少ないほう」         

 

PDVSA の米国子会社 CITGO は、２０１９年からグア

イド政権のコントロール下に入っている。 

 

CITGO は、グアイド政権が任命した PDVSA 並行役員

を通じて声明を発表。 

 

２０２０年の経営実績について 

「石油産業は Covid-１９の影響で燃料需要が劇的に減

少し、世界的に大きな赤字が出ている。また、メキシコ

湾で起きた２回のハリケーンなどを理由に米国の石油

業界は深刻な被害を受けた。 

 

これらの問題は CITGO の経営を大きく悪化させ、損失

が発生したが、その損失は同業他社と比較すると小さな

ものになった」 

として一定の成果を主張した。 

 

社 会                       

「Marketplace を悪用した犯罪組織を摘発」            

 

以前「ベネズエラ・トゥデイ No.581」で、カラカスで

発生している誘拐の７０％がインターネットを介した

個人間取引プラットフォーム「Marketplace」経由で起

きているとの記事を紹介した。 

 

５月８日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」のドグラス・

リコ班長は、「Marketplace」を通じた犯罪集団を摘発し

たと発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0befac27dc97bb357f43aa4c7979f426.pdf
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リコ班長によると、同犯罪の主犯格は Derwin Antonio 

Troconiz 氏と Juan Carlos Urdaneta 氏。また、犯罪グル

ープが所持していた拳銃なども押収したと発表した。 

 

Covid-１９を理由に、多くのベネズエラ企業・個人は

「Marketplace」を介して商品を販売している。 

 

「ベネズエラ電子商取引商工会（Cavecom）」によると、

２０２０年には電子商取引の登録者数が１，２００％増

加。２０２１年には２，０００％増を予見しているとい

う。 

 

「ポルトゥゲサ州で大雨被害 ２０軒が水没」               

 

ベネズエラは５月頃から６か月間ほどの雨季がある。 

ベネズエラ気象庁によると今年は５月１５日から雨季

が始まるという。 

 

この期間は大雨で堤防が決壊するなど洪水被害が度々

確認される。 

 

５月８日  ポルトゥゲサ州は大雨にみまわれ、「La 

Paragua」地区のグアレナ川が氾濫。少なくとも２０軒

の世帯が水没した。 

 

また、ポルトゥゲサ州は農業の盛んな地域で、栽培され

ていたヤム芋、バナナなどがダメになったという。 

 

 

 

 

（写真）ミゲル・ビバンコ記者ツイッター 

 

以上 


