
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年９月１日～９月２日報道               No.６４７   ２０２１年９月３日（金曜） 

1 / 7 

（写真）ライディ・ゴメス知事ツイッター “２０２４年 大統領選の野党統一候補はライディ・ゴメス知事？” 

 

 

２０２１年９月１日（水曜） 

 

政 治                     

「政治専門家 グアイド暫定政権の終了と理解 

～知事や市長がいなければ野党は消滅～」 

「主要野党 選挙参加の方針、統制取れず」 

「野党の最有力候補はタチラ州のゴメス知事？」 

「CNE 出馬受け付け期限を再度延長」 

「SEBIN グアイド議長の従兄弟の両親宅を捜索」 

経 済                     

「１０年ぶりにベネズエラでカジノ再開」 

社 会                     

「OPS ベネズエラのワクチン接種状況を発表」 

２０２１年９月２日（木曜） 

 

政 治                    

「与野党協議 ９月３日に再開 

～マドゥロ大統領 制裁解除求める～」 

経 済                    

「S＆P ８月産油量は日量５２万バレル 

～ロイター ８月輸出量は６２．６万バレル～」 

「電力セクター復旧には１００億ドル必要」 

「BNC Citi Bank のオペレーション引継完了」 

社 会                    

「バルセロナ豪雨 緊急事態宣言を発令」 

「パラリンピック 金メダリスト記録取り消し？」 
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２０２１年９月１日（水曜）             

政 治                       

「政治専門家 グアイド暫定政権の終了と理解       

   ～知事や市長がいなければ野党は消滅～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.646」で紹介した通り、

主要野党（統一プラットフォーム）は１１月の州知事選・

市長選への参加を決定した。 

 

米国メディア「La Voz de America」は、政治専門家ビク

トル・マルドナード氏のインタビュー記事を投稿。 

 

マルドナード氏いわく、１１月の選挙参加は「グアイド

暫定政権の終了を意味する」と分析した。 

「選挙に参加することは、『マドゥロに政府を簒奪され

た』という野党の主張が失敗したことを認めるもので、

グアイド暫定政権の終了を宣言したことに等しい。 

 

選挙参加はマドゥロ政権の正当性を認めることで、彼ら

の政権存続に協力する行為だ。」 

との見解を示した。 

 

また、別の政治専門家ヘスス・カスティージョ氏は、「主

要野党は２０２４年の大統領選あるいは罷免投票まで

与党関係者が政治アクターとして存続することを認め

た」と指摘した。 

 

「主要野党は存続のために選挙に参加する。既に多くの

野党政治家がベネズエラから去った。 

 

ベネズエラに残った政治家は市長や州知事など一定の

権限を持つ政治アクターを維持しなければ存続するこ

とはできない。しかし、野党は疲弊しており、団結もな

く、信頼も失っている。」 

とした。 

 

また、マルドナード氏と同様に州知事選・市長選への参

加について「グアイド暫定政権の消滅」と分析。 

 

２０２２年１月には国際社会はもちろん、野党自身さえ

も自分たちを暫定政権と認識しないようになるだろう

との見解を示した。 

 

「主要野党 選挙参加の方針、統制取れず」         

 

政治専門家の分析の通り、主要野党の状況は極めて厳し

い。 

 

今回の州知事選・市長選の参加を受けて、複数の主要な

野党政治家が主要野党グループと異なる方針を表明し

ており、統制が乱れている。 

 

主な人物は「Encuentro Ciudadano」のデルサ・ソロル

サノ氏。彼女は元々「新時代党（UNT）」の副党首だっ

たが、２０１８年１２月に党の方針に賛同できないとし

て離党を発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.227」）。 

 

その後、「Encuentro Ciudadano」という自身の政党を設

立。実質的にグアイド議長の側近として機能してきた。 

 

８月３１日 ソロルサノ党首は１１月の選挙について

「条件が整っていない」と表明。「Encuentro Ciudadano」

は選挙に参加しないと発表した。 

 

また、「大衆意思党（VP）」の党員でエルアティージョ市

の市長を務めたこともあるダビッド・スモランスキ氏は、 

「グアイド暫定大統領は最低限の選挙環境を守るため

に選挙に参加することを決めた」 

と理解を示した一方で、 

「独裁政権下の選挙に参加しないことも権利だ。」 

と選挙不参加の意見にも理解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45f040e3ccbfc8eb26f9cc3b45353d0e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51e4475c814a0856d4eab534105220e2.pdf
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また、８月３１日 VP 党員の活動家ヒルベル・カロ氏

はベネズエラから出国したと自身のツイッターで発表。 

「私に対する迫害は公正なものではなく、私が出国する

ために多くの人が支援してくれた」と投稿した。 

 

カロ氏は、マドゥロ政権から「マフィアと結託してカラ

カスの治安を悪化させようとしていた」との訴えを受け

ており、拘束される懸念があった。 

 

 

（写真）ヒルベル・カロ氏ツイッター 

 

「野党の最有力候補はタチラ州のゴメス知事？」                  

 

穏健野党は国民からの支持は低いものの、「統率」とい

う意味では主要野党よりも連携がとれている。 

 

９月１日 穏健野党側の「行動民主党（AD）」に属する

ルベン・リマ氏は、ウラディミール・ビジェガス記者の

番組「PuntoDeCorte」に出演。１１月の州知事選・市長

選での投票を呼び掛けた。 

 

その際に、リマ氏は２０２４年の大統領選について言及。 

「我々が２０２４年に擁立する大統領選の統一候補は

近いうちに発表される。我々には力強い候補がいる。 

ベルナベ・グティエレス、ライディ・ゴメスなどはこれ

までとても重要な役割を果たしてきた。」 

と述べた。 

 

ベルナベ・グティエレス氏（下写真、左側の男性）は、

穏健野党側の AD の党首を務めている人物。ライディ・

ゴメス氏（下写真、右側の女性）は、現タチラ州知事（穏

健野党側の AD 所属）。 

 

グティエレス党首には、セクハラ疑惑がある。 

AD を分裂させた張本人であり、主要野党とも軋轢があ

る。また、国民からの支持が厚いとは言えない。 

彼が野党の統一候補になるとすれば、与党候補に勝つこ

とは難しいだろう。 

 

一方、ライディ・ゴメス氏については十分に野党の統一

候補になり得る。 

 

タチラ州知事としての彼女の評価は高く、１１月の州知

事選でも彼女が当選する可能性が高い。 

 

ゴメス知事は主要野党とは一線を画して、常に選挙に参

加する必要性を訴えてきた人物。主要野党と方針は違う

が、一定の関係は維持しており、主要野党と対立関係に

はない。 

 

ゴメス知事であれば、主要野党も２０２４年の大統領選

の統一候補として支持できるかもしれない。 

 

 
（写真）Alberto News-Tal Cual 
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「CNE 出馬受け付け期限を再度延長」         

 

９月１日 「選挙管理委員会（CNE）」は１１月の州知

事選・市長選の出馬申請期限を２４時間延長すると発表

した。 

 

本来の出馬申請期限は８月２９日までだったが、前日に

３日間の延長を発表。この延長により９月１日までにな

っていた。 

 

そして、今回更に２４時間延長したことになる。 

 

８月３１日 主要野党は正式に同選挙への参加を発表

した。彼らは「野党統一連合（MUD）」から候補者を擁

立する予定。 

 

つまり、主要野党内で誰を統一候補にするか協議しなけ

ればいけないが、ベネズエラには州が２３、市が３３５

ある。また、今回の選挙は州議会議員選、市議会議員選

も同時に行う予定。 

 

到底、選挙参加を発表した翌日に申請が完了できるもの

ではない。CNE は受付期限を２４時間延長したが、再

度延長する必要があるのではないだろうか。 

 

「SEBIN グアイド議長の従兄弟の両親宅を捜索」                  

 

９月１日 公安の機能を担う「国家諜報部（SEBIN）」

は、ファン・プランチャート氏の両親宅に家宅捜索に入

った。 

 

ファン・プランチャート氏は、グアイド議長の従兄弟。 

プランチャート氏は、ENI やロスネフチの法務アドバイ

ザーであると同時に野党の資金提供者でもあったとい

う。 

 

 

２０１９年３月、プランチャート氏は、グアイド政権の

資金提供者として SEBIN に拘束されたが、１年半後の

２０年１２月に解放されていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.269」「No.534」）。 

 

なお、本件とは無関係だと思うが、ベネズエラの景気が

良かった当時、政府関係者とビジネスをして汚職で大儲

けをしたベネズエラ人を描いた「ファン・プランチャー

トの冒険」というノンフィクション小説が流行った。こ

の小説の内容は「ウィークリーレポート No.52」で紹介

している。 

 

経 済                        

「１０年ぶりにベネズエラでカジノ再開」           

 

マドゥロ政権がベネズエラでカジノ業を営むことを許

可した。これを受けて８月末に複数のリゾート施設でカ

ジノがオープンしたという。 

 

報道によると、少なくとも３０の施設でカジノ経営が許

可されたようだ。 

 

なお、非公式情報ではあるがカラカスでは 

Hotel Dubai 、 Waldorf 、 Conami 、 Tamanaco 、

Eurobuilding などでカジノがオープンする予定。 

 

ベネズエラには元々カジノは存在していた。 

しかし、２０１１年に故チャベス元大統領はカジノ経営

を禁止。以降１０年ほどカジノ経営は禁止されていた。 

 

しかし、２０２０年１月にマドゥロ大統領はベネズエラ

でカジノを再会させると言及。故チャベス元大統領の決

定を変更する姿勢を見せていた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4114735fa77c63a445ef88395294bdb6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ade9c823d596fbe8e4b6135c03cb945d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d9492098bad8dc681a259b6c07655ac.pdf
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社 会                        

「OPS ベネズエラのワクチン接種状況を発表」           

 

「米州保険機構（OPS）」のエンリケ・ペレス・グティ

エレス衛生リスク評価部長は記者会見を実施。 

 

現在、マドゥロ政権は９３４万２，８１７のワクチンを

管理しており、３３２万６，５４７人は２度目のワクチ

ン接種を完了していると発表した。 

 

経済危機を理由とした人口流出により、現在ベネズエラ

の人口は２，８００～２，９００万人程度まで減ってい

ると言われている。 

 

つまり、国民の１１．５％～１１．９％程度は２度目の

ワクチンの接種が完了していることになる。 

 

２０２１年９月２日（木曜）              

政 治                       

「与野党協議 ９月３日に再開            

     ～マドゥロ大統領 制裁解除求める～」        

 

与野党対話が９月３日から再開する。 

 

マドゥロ大統領は主要野党が１１月の選挙に参加する

と表明したことを歓迎すると発表。 

 

アジュップ AD 幹事長、カプリレス元ミランダ州知事、

フリオ・ボルヘス PJ 幹事長らに選挙に参加するよう要

請。 

 

また、「グアイドが投票する姿をシリア（大統領夫人）

と一緒にポップコーンを食べながら楽しむ」とジョーク

を飛ばした。 

 

 

また、９月３日に予定されている与野党協議について、

「次の対話では、制裁解除について協議をする」と指摘。 

 

野党に対して 

「我々はあなたがしたことを忘れない。彼らは選挙に参

加したがっている。しかし、我々はあなた方がベネズエ

ラを侵略するよう米国に頼んだことを忘れない。 

 

あなた方が制裁の責任者であることを忘れない。次はあ

なた方が制裁を解除する手段を提示しろ。」 

と指摘した。 

 

経 済                       

「S＆P ８月産油量は日量５２万バレル         

 ～ロイター 輸出量は日量６２．６万バレル～」           

 

「S＆P Global Platts」は、ベネズエラの８月の産油量に

ついて日量５２万バレル（暫定値）と公表した。同社は

７月の産油量を日量５２．４万バレルと予想していたた

め微減したことになる。 

 

また、「S＆P Global Platts」は、オリノコ原油地帯の地

域別産油量も予想している。 

 

同社によるとカラボボ鉱区で日量１４万バレル、アジャ

クチョ鉱区で同９．６万バレル、フニン鉱区で同４．６

万バレル。ボジャカ鉱区で同０．８万バレルだという。 

 

合弁会社別では、「Sinovensa」が日量２．５万バレル（稼

働率２３．８％）、「Petromonagas」が同５．５万バレル

（稼働率４５．８％）、「Petropiar」が同４．１％（稼働

率２１．６％）。 

 

また PDVSA 独資で運営する「Petro San Felix」は日量

１．８万バレル、「Petrocedeno」は同２万バレルだとい

う。 
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情報ソースにより産油量には微妙な違いがあるがおお

よそベネズエラの産油量が日量５０万バレル～６０万

バレル程度であることは一致している。 

 

アイサミ石油相は２０２１年末には日量１５０万バレ

ルを目標にしているが、この目標を達成することは到底

不可能だろう。 

 

また、ロイター通信は８月のベネズエラの原油輸出量に

ついて日量６２万５，８３９バレル（暫定値）とした。 

 

前年同期（２０年８月）と比べて４３％増。 

先月（２１年７月）と比べて１２．２％減だという。 

 

ロイター通信が入手した内部資料によると、輸出が伸び

悩んでいる理由は、希釈材の不足だという。 

希釈材の不足により、超重質油を薄めることができない

ので輸出商品として求められている品質に達していな

いことが理由と指摘している。 

 

国別では輸出の４分の３は中国・マレーシア向け。 

マドゥロ政権の同盟国であるキューバは日量４万バレ

ルを受け取ったという。 

 

マドゥロ政権はこれらの輸出を続けるため、ロシア籍、

レバノン籍の無名の会社と取引しており、８月に輸出し

た原油の８７％は無名の企業がアジアに向けて商品を

輸出していたという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電力セクター復旧には１００億ドル必要」         

 

「停電被害者団体」のアイシャ・ロペス代表は、ラジオ

番組「Fe y Alegria Noticias」に出演。 

 

ベネズエラの「国家電力システム（SEN）」についてぜ

い弱と指摘。SEN を立て直すためには１００億ドルの

投資が必要との見解を示した。 

 

また、現在政府は起きた問題を何とか収めることしかで

きておらず、短期・中期・長期的に電力問題を改善させ

るビジョンが存在しないと訴えた。 

 

「BNC Citi Bank のオペレーション引継完了」         

 

２１年７月 ベネズエラ資本の民間金融機関「Banco 

Nacional de Credito」（以下、BNC）は、米国金融機関

Citi Bank がベネズエラで持つ全事業・支店を取得した

と発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.625」）。 

 

本件について、BNC は８月３１日をもって、許認可や

登記などを含めて全ての取得手続きが問題なく完了し

たと発表した。 

 

また、移行作業が完了したことで過去 CitiBank 

Venezuela の顧客だった個人・法人は２１年９月１日か

らBNCの顧客が利用しているものと同じサービスを利

用できるようになるとした。 

 

BNC は設立１８年と比較的若い銀行だが、民間金融機

関の中で最も外貨預金額が多く、最も勢いがある銀行。 

 

頭取とは面識があるが、与党との関係も良好でベネズエ

ラのビジネスルールを良く理解している人物と言える

だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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社 会                       

「バルセロナ豪雨 緊急事態宣言の発令求める」            

 

ベネズエラは雨期に入っており全国各地で豪雨災害が

起きている。 

 

９月２日に起きた豪雨でアンソアテギ州バルセロナ市

を流れる Neveri 川が氾濫。少なくとも周辺１０地域が

浸水した。 

 

同日、アンソアテギ州のアントニオ・バレルト知事は、

マドゥロ政権に対して非常事態宣言を発令するよう求

めた。ただ、バレルト知事は野党系（AD）だ。 

 

マドゥロ大統領は、マドゥロ政権が同州の保護官に任命

したルイス・マルカノ氏（１１月の州知事選でのアンソ

アテギ州与党候補）に対して、住民生活を守るよう命令。 

３０日間の緊急事態宣言を発令した。 

 

マルカノ氏によると、今回の豪雨により１０００以上の

世帯が被害を受けているという。 

 

 

（写真）El Nacional 

“豪雨被害を受けたアンソアテギ州バルセロナ市” 

 

 

 

 

「パラリンピック 金メダリスト記録取り消し？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.646」で、東京パラリ

ンピックでベネズエラ人が６個のメダル（金、銀、銅そ

れぞれ２つ）を獲得したとの記事を紹介した。 

 

そのうち女子１００メートル走（T１２、視覚障害）で

金メダルを獲得したアレハンドリア・リンダ・ペレス選

手の記録が取り消しになったと報じられている。 

 

理由については正式に公表されていないが、非公式情報

では、同伴して走る人物（視覚障害のため、コースを外

れないようフォローする人物）が彼女を引っ張り、結果

に影響を与えたためという説が有力とされている。 

 

下写真の左側がペレス選手。同伴者が前に出ており、彼

女をリードしたように見えなくもない。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45f040e3ccbfc8eb26f9cc3b45353d0e.pdf

