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（写真）Maduradas “CNE 役員候補者リスト公表（写真はロベルト・ピコン氏、エウヘニオ・マルティネス氏）” 

 

 

２０２１年３月１日（月曜） 

 

政 治                     

「野党 州知事選について協議実施？ 

～合意に至らず結論は出ていない模様～」 

「マドゥロ政権 中国製ワクチンを承認」 

「Fedecamaras Covid-１９対策で OPS と合意」 

「Datanalisis 政界よりも経済界の信頼が高い」 

経 済                     

「ロイター ２月の原油輸出は日量７３万バレル 

～Bloomberg は日量４１．９万バレル～」 

「２１年のエビ輸出量 ２．７万トンが目標」 

「ヌエバエスパルタ ガソリン制限解除を歓迎」 

２０２１年３月２日（火曜） 

 

政 治                    

「新 CNE 役員 市民団体の推薦候補出そろう 

～政府に批判的な団体・人物も多い～」 

「在ベネズエラ EU 代表大使 本国へ帰国」 

経 済                    

「ベネ国債債権団 アクセラレーション実施」 

「Lacteo de Los Andes 腐った牛乳を廃棄」 

社 会                     

「カラカス ゴミ投棄が深刻化」 

「入国時に PCR 検査代で現金６０ドル支払い 

～国際線搭乗手続きが手作業に？～」 
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２０２１年３月１日（月曜）             

政 治                       

「野党 州知事選について協議実施？            

   ～合意に至らず結論は出ていない模様～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.566」で紹介した通り、グ

アイド政権は、２０２１年に予定されている州知事選・

市長選の参加について議論するため、３月１日に会合を

実施すると呼びかけていた。 

 

発表の通り、野党は３月１日に協議を行ったと思われる

が、現時点で特段の発表はしておらず、合意に至ること

はできなかった可能性が高そうだ。 

 

同協議に先立ち２月２０日～２５日にかけてグアイド

政権関係者がコロンビアの米国大使館に集まり、今後の

方針について協議をしていた。 

 

野党系ジャーナリストのカルラ・アンゴラ氏は、協議の

結果「州知事選には参加しない方向で合意した」と述べ

ており、前段の結論を前提に３月１日に協議が行われた

ことが想像される（「ベネズエラ・トゥデイ No.567」）。 

 

しかし、３月１日以降も一部の野党関係者は州知事選挙

に参加する必要性について訴えている。 

 

特に選挙参加を主張しているのは、ベネズエラ国内に残

っている「第一正義党（PJ）」の党員だ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.567」で紹介した通り、

PJ に所属するカルロス・オカリス元スクレ市長は、 

「国民は投票することを望んでいる。」 

と主張。方針転換を求めた。 

 

 

 

他、PJ のホセ・ゲラ議員も現地メディア「Noticiero 

Dogotal」のインタビューで「今後、我々は一切の選挙

に参加しないつもりなのか？」と野党の方針を疑問視。 

 

「選挙以外の政権交代手段とは何か？クーデターか？

国民による抗議行動か？ベネズエラはこれらの手段は

すべてチャレンジした。そして、最良の手段は選挙であ

ることが分かった。 

 

軍人がクーデターを起こすことを期待している政治家

がいるようだが、はっきりさせなければいけない。その

ような可能性はない。」と主張した。 

 

もちろん「選挙へ参加するべき」との主張を非難する政

治家も存在する。 

 

急進野党のアントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長

は「これまで１３回も対話を行い失敗してきたにも関わ

らず、まだ罷免投票による政権交代を信じているのか？ 

真実の合意とは、絨毯の下で行われるものではない。」

と非難している。 

 

なお、３月２日にグアイド議長と米国のブリンケン外相

が電話会談を行っている。 

 

公式には「Covid-１９対応について協議した」とされて

いるが、３月１日の協議の状況についての情報共有が本

題だったのだろう。 

 

「マドゥロ政権 中国製ワクチンを承認」         

 

３月１日 カルロス・アルバラド保険相は、中国製の

Covid-１９ワクチン「Sinopharma」のベネズエラ国内で

の使用を承認したと発表。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c02a71a5911711d03de31533dd432cb3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
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また、３月１日に中国から「Sinopharma」５０万個と医

療物資がベネズエラに到着。 

 

他、３月中にロシア製ワクチン「Sputonik V」が新たに

ベネズエラに到着する予定だという。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“中国のワクチン「Sinopharma」到着を祝う投稿” 

 

「Fedecamaras Covid-１９対策で OPS と合意」                  

 

３月１日 「Fedecamaras」のリカルド・クサノ代表は、

「米州保険機構（OPS）」および「Unicef」とワクチン

接種対応についての合意を結んだと発表した。 

 

クサノ代表は、「Union Radio」に出演。 

「Fedecamaras」は国際機関との仲介者になり、ワクチ

ンの輸入を実現する。」 

と述べた。 

 

「Fedecamaras」は、１月からマドゥロ政権と対話を開

始（「ベネズエラ・トゥデイ No.554」）。マドゥロ政権に

対して「民間セクターをワクチン接種の対応に関与させ

るべき」と提案していた。 

 

クサノ代表は「技術者と政府が構築した傘の元で働く」

としており、マドゥロ政権の指揮下での対応を受け入れ

る意思を示した。 

 

Covid-１９対策で OPS と協力する当事者はグアイド政

権だったが、政治的な対立は収まっておらず、収拾がつ

かないため、Fedecamaras が役割を引き受けた印象があ

る。 

 

「Datanalisis 政界よりも経済界への信頼が高い」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は、

自身のツイッターで直近の世論調査の一部を公表。 

 

ベネズエラ国内には国民の信頼を得ている２つのセク

ターが存在すると主張した。 

 

最も信頼が高いセクターは、「カトリック教会」で６０．

６％が「信頼している」と回答したという。 

 

次いで信頼が高かったのは「経済界」で４７％だった。 

 

他方、政界に対する信頼は低く、与党も野党も共に「信

頼している」との回答は２０％以下だったとした。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/208b9a71bafe1bddb7fbb9a309117f93.pdf
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経 済                        

「ロイター ２月の原油輸出は日量７３万バレル     

   ～Bloomberg は日量４１．９万バレル～」           

 

「ロイター通信」は、「Refinitiv Eikon」の情報をもとに

２１年２月の原油輸出量について、先月比３５％増の日

量７３万２，１０７バレルを輸出したと報じた。 

 

日量７０万バレルを超えるのは１０か月ぶりだが、トラ

ンプ政権が制裁を強化する（PDVSA と取引を続ける他

国企業に対しても取引を停止するよう要請した）前の２

０２０年２月の日量１１１万バレルと比べると３４％

低いという。 

 

輸出増の理由は、中国、シンガポール、マレーシアなど

アジア向けの輸出増で次いでキューバ向け、欧州向けも

増加したという。 

 

PDVSA のホセ・ターミナルにはまだ９００万バレルの

原油在庫を抱えており、原油輸出余力はあるという。 

 

なお、２１年２月のガソリン燃料の輸入は日量４万２，

５００バレルだったという。 

 

一方、「Bloomberg」は２１年２月のベネズエラの原油輸

出量は日量４１万８，８５７バレルだったと報道。先月

よりも１３％減ったとした。両者の数字は大きく乖離し

ているが、違いの原因はよくわからない。 

 

なお、同じくタンカーの運行状況を追跡する「Tanker 

Trackers」は、２１年２月の原油輸出量を日量５２．５

万バレルと発表している。 

 

PDVSA は、原油輸出量の公表を停止するようになって

久しい。輸出額などの統計情報も公表を停止しているた

め正確な情報を把握するのは容易ではないのだろう。 

 

「２１年のエビ輸出量 ２．７万トンが目標」                  

 

「エビ生産者団体（Asoproco）」のフェルナンド・ビジ

ャミサル代表は、２０２１年に２．７万トンのエビを輸

出することを目標にしているとした。 

 

２０１９年は１万２，５００ヘクタールのエビ養殖施設

を使用し、２．５万トンを生産。 

２０２０年は１９年よりも４，５００ヘクタール減った

が、収穫量は２０１９年とほとんど同じだったという。 

 

今年は収穫可能な面積が増えるようで、輸出目標を２．

７万トンにしているという。 

 

なお、現在の主な輸出先はフランス、スペイン、米国、

中国。オランダへの輸出も多いという。 

 

「ヌエバエスパルタ ガソリン制限解除を歓迎」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.567」で、ヌエバエス

パルタ州のダンテ・リバス保護官が、ナンバープレート

の末尾によるガソリン給油制限を解除すると発表した。 

 

２０年６月からナンバープレートの末尾により給油が

できる曜日を限定する政策が全国で執られており、この

制限が解除されるのはヌエバエスパルタが最初だった。 

 

ヌエバエスパルタ州商工会のテオドロ・ベジョリン代表

は、制限解除について「とてもポジティブだ」と評価。

ヌエバエスパルタの観光産業を回復させることができ

るとした。 

 

なお、ここ最近カラカスはガソリン不足の問題が縮小し

ているようだ。補助金なしの価格（１リットル０．５ド

ル）でガソリンを給油するために行列に並ぶ必要はなく

なっているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/76053a5c726bab42a8dc768cb7c4ef9d.pdf
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２０２１年３月２日（火曜）              

政 治                       

「新 CNE 役員 市民団体の推薦候補出そろう     

    ～政府に批判的な団体・人物も多い～」        

 

３月２日 「CNE 役員選定委員会」で役員選定作業に

加わっている市民団体グループは、１５名の CNE 役員

候補者リストを公表した。 

 

これはあくまで市民団体からの候補者であり、ここから

１名あるいは２名が役員に就任する見通し。 

 

なお、ロドリゲス議長は「１２月に選挙を実施する」と

発表。選挙は日曜日に行われるのが慣例。 

また、１２月下旬になるとクリスマス休暇で有権者が旅

行に行き、投票率が下がるなどの理由から通常は１２月

上旬に実施される。 

 

つまり、２１年の全国州知事選・市長選は１２月５日か

１２月１２日になる可能性が高そうだ。 

 

CNE 役員の候補者は以下の１５名。 

 

１．ルイス・ランデル氏 

選挙観測所（OEV）メンバー。Red de Observacion 

Electral de Asamblea de Educacion からの推薦。 

２．フランシスコ・マルティネス氏 

元 Fedecamaras 代表。Sinergia という社会団体から

の推薦。 

３．ロビンソン・リバス氏 

ベネズエラ中央大学コンピューター研究室代表。 

OEV からの推薦。 

４．ダビド・デルガード・イトゥリサ氏 

ロスアンデス科学技術大学教授。OEV からの推薦。 

 

 

 

５．グリセルダ・コロナ氏 

グローバル通信・民主主義観測所メンバー。

Asociacion Civil Saber es Poder からの推薦。 

６．ロベルト・ピコン氏 

システムエンジニア。Sinergia からの推薦。 

７．レオン・アリスメンディ氏 

ベネズエラ中央大学法学部教授、弁護士。Red de 

Observacion Electral de Asamblea de Educacion か

らの推薦。 

８．ベルナルド・メンデス氏 

ベネズエラ中央大学化学学部教授。Asociacion Civil 

Saber es Poder からの推薦。 

９．セリス・メンドーサ氏 

元 CNE アドバイザー。Asociacion Civil Saber es 

Poder からの推薦。 

１０． エレン・アギラル氏 

OEV 代表。グローバル通信・民主主義観測所から

の推薦。 

１１． ネオル・マバレス氏 

CNE 職員。グローバル通信・民主主義観測所から

の推薦。 

１２． カルメン・ゴンサレス氏 

CNE 元法務弁護士。Asociacion Civil Saber es Poder

のメンバー。グローバル通信・民主主義観測所から

の推薦。 

１３． トゥリオ・ラミレス氏 

ベネズエラ中央大学教授。平和・正義センターの推

薦。 

１４． ウィリアムス・フェルナンデス氏 

ベネズエラ中央大学法学部教授。選挙登録分野の専

門家。Cepaz からの推薦。 

１５． エウヘニオ・マルティネス氏 

政治・選挙分野のジャーナリスト。Asociacion Civil 

Saber es Poder からの推薦。 
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筆者はこれら候補の全員を認識しているわけではない

が、エウヘニオ・マルティネス氏、フランシスコ・マル

ティネス氏は個人的に知っている。少なくとも与党系の

人物ではない。 

 

他、OEV も現在の選挙制度に批判的な記事を投稿して

おり、市民団体から自由に候補者が出されている印象が

ある。 

 

「このリストを公表することで、詐欺選挙ではなくなる

のではないか、との期待を高めようとしている」との懐

疑的な見方も報じられている。 

 

「在ベネズエラ EU 代表大使 本国へ帰国」           

 

３月２日 イサベラ・ブリアンテ在ベネズエラ EU 代表

大使はベネズエラを発った。 

 

２月２２日 EUはマドゥロ政権関係者１９名に制裁を

科した。これを受けて、２月２４日 マドゥロ政権は在

ベネズエラ EU 代表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」

に指定。７２時間以内にベネズエラから出ていくよう命

じた。 

 

なお、帰国命令を受けて７２時間以上が経過しているが、

これは Covid-１９下で国際線の運航が少なく、すぐに

帰国できなかったことが理由だという。 

 

ブリアンテ大使は自身のツイッターで 

「３月２日 カラカスは私に対してアビラ山の素晴ら

しい日の出をプレゼントしてくれた。全てのベネズエラ

人に対して、その優しさと愛情に感謝の意を示したい。

多くの思い出を胸に私は出発する。私の心はベネズエラ

に置いてある。ベネズエラを愛している。」 

と投稿し、ベネズエラを去った。 

 

 

なお、ブリアンテ大使は、「Truish Airline」に乗りトル

コ経由で欧州に戻ったようだ。 

 

経 済                       

「ベネ国債債権団 アクセラレーション実施」            

 

「Bloomberg」は、ベネズエラ国債の債権者が早期支払

いを求めていると報じた。 

 

支払いを求めているのは、「ベネズエラ国債２５（２５

年に満期予定の国債）」の額面２５％超を保有する債権

者団。 

 

ベネズエラ国債２５の支払い代理人を務めている

「Deutsche Bank AG」は、債権団からデフォルトを理

由として、全額の即時支払い手続きを行うよう求める書

簡を受け取ったという。 

 

これは「アクセラレーション」と言って、デフォルト時

に債権者が満期を待たずに全額の支払いを求める権利

を保証する仕組みである。 

 

アクセラレーションを実施するためには、当該債券の発

行額面の２５％超を保有する債権者が「支払い代理人」

にアクセラレーションを申請する必要がある。 

 

本来であれば、ベネズエラ政府は全額の即時支払い、あ

るいは債務再編交渉を行い債権者と今後の支払い条件

について合意する流れになるが、制裁の影響でこれらの

手続きは凍結されている。 

 

加えて、債務再編の交渉相手がベネズエラの国庫を握っ

ていないグアイド政権では、支払いの約束はできない。 

 

政権交代の機運も遠のき、債権者のフラストレーション

が溜まっていることが想像される。 
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「Lacteo de Los Andes 腐った牛乳を廃棄」         

 

スリア州に「Lacteo de Los Andes」という国営乳製品メ

ーカーがある。 

 

スリア州マリケス・デ・ペリハの市民は、「Lacteo de Los 

Andes」が同地域にある Apon 川に腐った牛乳数百リッ

トルを廃棄したと訴えた。 

 

牛乳の廃棄は２月２８日に起きた。牛乳と思われる液体

が川に流れている動画を投稿した Jhorman Cruz 氏によ

ると、今回が初めてではなく常態化しているという。ま

た、牛乳が腐ったのは停電が原因と訴えている。 

 

 

（写真）@Jhormancruz1 

 

社 会                       

「カラカス ゴミ投棄が深刻化」            

 

非政府系団体「Frente Norte de Caracas」のフリオ・ロ

ハス氏は、マドゥロ政権のひどい運営を理由にゴミ問題

が深刻化していると主張。 

 

リベルタドール市長のエリカ・ファリア市長に責任があ

ると訴えた。 

 

 

（写真）@CarlosRojas13 

 

「入国時に PCR 検査代で現金６０ドル支払い      

     ～国際線搭乗手続きが手作業に？～」         

 

「ウィークリーレポート No.189」でも紹介したが、３

月３日からベネズエラ入国時に PCR 検査が義務化され、

PCR 検査を行う「Clinica Casalab 2020」に、その場で

現金６０ドルを支払う仕組みになった。 

 

ベネズエラは、入国７２時間前に PCR 検査を受けるこ

とを義務付けており、フライトチケット代に加えて、

PCR 検査２回分の代金がかかることになる。 

 

また、世界の国際線ターミナルが運行状況を共有するシ

ステムがあるが、ベネズエラのマイケティア国際空港は

そのシステムの利用料の延滞が続いており、このままだ

と使用できなくなる恐れがあるという。 

 

仮にこのシステムが使用できなくなると、これまで自動

で行っていた手続きを手作業で行う必要があるため、搭

乗手続きに時間がかかり、人的ミスが起きることもある

という。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff4f554b44d5101b8ca48e5e03bda6d1.pdf

