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（写真）大統領府 “９２年２月４日 故チャベス元大統領クーデターを実施。写真は計画失敗宣言時のもの。” 

 

 

２０２１年２月３日（水曜） 

 

政 治                     

「ABC 自由な州知事選と引きかえに政権維持？」 

「ABC バイデン政権はカプリレス元知事押し 

～PJ 州知事選に向けたキャンペーン開始～」 

「グアイド議長 経済悪化の原因は独裁政権 

～２月１２日 青年の日に抗議行動を実施～」 

「グアイド政権 近日中に政治評議会を発表」 

「Covid-１９隔離緩和 ２月８日～１７日まで」 

経 済                     

「Fedecamaras 国会に経済テーマの提案を提出」 

「外貨建てカード決済 受け取りはボリバル」 

２０２１年２月４日（木曜） 

 

政 治                    

「ボルヘス野党外相 米国で野党の計画説明 

～英国の中銀口座 ワクチン購入で使用～」 

「パナマ グアイド政権の政府認識を撤回」 

「検察庁 汚職容疑で Gas Comucal 社長逮捕 

テロ容疑で野党国会の監視員も逮捕」 

経 済                    

「Movilnet 売却額は５億ドル以上」 

「Canidra 非正規ルートの自動車部品に警鐘」 

社 会                    

「２月４日 故チャベス大統領クーデター実施」 
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２０２１年２月３日（水曜）             

政 治                       

「ABC 自由な州知事選と引き換えに政権維持？」       

 

スペイン系メディア「ABC」は、マドゥロ政権が２１年

に予定されている州知事選での敗北と引き換えに２５

年まで政権を存続させることを提案していると報じた。 

 

「ABC」が関係者から入手した情報によると、数カ月前

から与党・野党は米国・欧州連合らの付き添いで極秘の

交渉を行っているという。２月２日には１９年に与野党

交渉を仲介したノルウェー政府関係者がベネズエラを

訪問していた。 

 

与党側の交渉窓口は、ホルヘ・ロドリゲス国会議長。 

ロドリゲス議長は、野党を２１年に予定されている州知

事選に出馬させるため「選挙管理委員会（CNE）」およ

び「最高裁判所（TSJ）」の役員任命について、野党と話

し合う意志を表明。外国が民主主義的な選挙と評価でき

るような選挙にすることを提案しているという。 

 

しかし、２０１８年に実施された大統領選については

「民主的で公平なものだった」と主張。やり直す意思は

全く示しておらず、２０２５年まで大統領選挙は実施し

ないとのスタンスを固辞している。 

 

また、CNE、TSJ 役員の任命や外国が民主主義的と評価

するような選挙の実施を保証する代わりにグアイド政

権に対して外国に凍結されている資金を返すよう要求。

外国で凍結されている資金を Covid-１９のワクチンを

購入するために使用するよう求めている。 

 

加えて、米国政府が科している制裁を緩和するよう求め

ている。 

 

 

これまでトランプ政権下で交渉での解決の可能性は低

かったが、バイデン政権下で米国のスタンスが変わる可

能性はあるだろう。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.556」で、「米州

保険機構（OPS）」の COVAX が、ベネズエラにワクチ

ンを供給すると発表した。 

 

少し前までは、ベネズエラは OPS に未払債務を負って

いるため、COVAX からのワクチン供給を受け取ること

が出来ないと報じられていた。 

 

本件について、２月３日 グアイド政権は OPS に債務

を支払う意思があると表明しており、凍結資産からのワ

クチン購入を受け入れているのかもしれない。 

 

「ABC バイデン政権はカプリレス元知事押し      

 ～PJ 州知事選に向けたキャンペーン開始～」         

 

スペイン系メディア「ABC」は、米国のバイデン政権が

カルロス・ベッキオ在米国ベネズエラ大使よりも、グア

イド政権の外相を務めているホルヘ・ボルヘス氏に親近

感を持っていると報じた。 

 

ベッキオ大使は、「大衆意志党（VP）」の党員で、グアイ

ド政権派閥の人物。別の言い方をするとトランプ政権派

閥とも言える。 

 

一方、ボルヘス氏は、「第一正義党（PJ）」の幹事長であ

る。 

 

PJ はエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が所属す

る政党で、カプリレス元知事は、２０年からマドゥロ政

権との交渉と選挙参加を呼び掛けている人物だ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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ABC によると、バイデン政権はベネズエラ方針に関し

て、カプリレス元知事を主要な対話の相手として認識し

始めているという。 

 

バイデン政権は、国務省のラテンアメリカ担当として新

たにベネズエラ人のレオポルド・マルティネス・ヌセテ

氏を任命。ヌセテ氏は、カプリレス元知事に近い人物で、

２０年１１月からバイデン政権のベネズエラ情勢の情

報提供者になっていたという。 

 

マドゥロ政権との交渉を求めているのは、カプリレス元

知事だけではなく、「新時代党（UNT）」で影響力の強い

スターリン・ゴンサレス氏など複数の野党議員も交渉の

必要性を認識している。 

 

なお、「第一正義党（PJ）」は既に２１年の州知事選に向

けた選挙キャンペーンに動き出した感さえある。 

 

２月２日 PJ は公式ツイッターでカルロス・オカリス

氏がミランダ州を回っている映像を公開。映像を見る限

り、どう見ても選挙キャンペーンだ。 

オカリス氏は、ミランダ州スクレ市の市長だった人物。 

２０１７年１０月に行われた州知事選では、野党のミラ

ン ダ 州 知 事 候 補 と し て 出 馬 し 、「 社 会 主 義 統 一 党

（PSUV）」のエクトル・ロドリゲス氏に敗北した（「２

０１７年１０月の州知事選結果」）。 

 

 

 

 

（写真）第一正義党ツイッター 

 

「グアイド議長 経済悪化の原因は独裁政権       

 ～２月１２日 青年の日に抗議行動を実施～」                  

 

２月２日 グアイド議長は、制裁が人道支援に与えてい

る悪影響を調査するための国連調査員アレナ・ドーハン

氏と会合したと発表した。 

 

経済制裁は野党が米国に求めたもので、「経済制裁の悪

影響」については、グアイド政権にとっては触れたくな

いテーマだろう。 

 

グアイド議長は、会合後 

「私は面談ではっきり伝えた。ベネズエラの問題は独裁

政権であり、アレックス・サアブなどへの制裁ではない。 

 

製油所が破壊されているのは制裁のせいではなく、石油

産業への投資を１２年間無駄にしてきたマドゥロ政権

の責任だ。これは明らかなことだ。」 

と述べた。 

 

「ベネズエラの経済悪化の原因は経済制裁か、マドゥロ

政権か」という議論はよく聞くが、結論はどちらも経済

悪化の原因だ。現在のようになってしまった原因がどち

らかを議論することはナンセンスだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db8c7fee3a9606de86556f86aee73b89.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db8c7fee3a9606de86556f86aee73b89.pdf
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また、２月１２日は「青年の日」だ。 

 

２０１４年２月１２日 「大衆意志党（VP）」のレオポル

ド・ロペス党首が「青年の日」に抗議行動を実施。 

抗議行動参加者が検察庁を攻撃し治安が悪化。死者が出

たことなどを理由にロペス党首が拘束された。２月１２

日は VP にとって特別な日と言える。 

 

グアイド議長は２月１２日から市民の抗議行動を再開

すると発表。学生・若者が主導する抗議行動に参加する

よう支持者に呼びかけた。 

 

「グアイド政権 近日中に政治評議会を任命」         

 

２月３日 グアイド議長は、近日中に「政治評議会

（Consejo Político）」のメンバーを任命すると発表した。 

 

２１年１月５日に野党国会の任期が満了することを受

けて、野党国会は２０年１２月に「政権移行法」を改定。 

 

２１年１月以降も現在の国会が国会の役割を担い、国会

議長が暫定大統領の職務を継続することを決めた。 

 

改定された「政権移行法」では、既存の野党国会の体制

が変更されている。 

 

１ つ目は、 国会の機 能を 「委託委 員会（ Comisión 

Delegada）」という組織が担うこと。 

 

２つ目は、暫定大統領の活動をサポートし、評価するこ

とを目的とした「政治評議会」を発足すること。 

 

「ウィークリーレポート No.181」で予想した通り、「政

治評議会」は「グアイド政権の行政」の役割を担う組織

のようだ。 

 

 

「政治評議会」のメンバーを見れば、グアイド政権の方

針が透けて見える部分もありそうだ。 

 

「Covid-１９隔離緩和 ２月８日～１７日まで」                  

 

２月３日 マドゥロ大統領は２月１７日まで Covid-１

９隔離緩和措置を延長すると発表した。 

 

現在、ベネズエラは一週間ごとに「隔離週」と「隔離緩

和週」を繰り返している。 

 

「隔離週」には、食料品・医薬品店など生活必需品とさ

れる業種以外の営業は禁止されているが、「隔離緩和週」

には映画館などを含めて指定の業種は営業が許可され

ている。 

 

今週（２月１日～７日）は「隔離週」にあたり、来週２

月８日（月曜）から「隔離緩和週」となっている。 

 

本来であれば次の「隔離緩和週」は２月８日～１４日だ

が、１５日、１６日、１７日を延長するという。 

 

延長の理由は「カーニバル」。 

ベネズエラは「カーニバル（謝肉祭）」を国民の祝日と

しており、その祝日が２月１５日～１６日のため。 

 

通常であれば、カーニバルの期間は大規模イベントなど

が行われるが、今年は大規模イベント、公共コンサート

などはできないという。 

 

経 済                        

「Fedecamaras 国会に経済テーマの提案を提出」           

 

ベネズエラ経団連「Fedecamaras」のリカルド・クサノ

代表は、２月５日に与党国会に対して経済分野の提案を

行うと述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f04ae57b4f7754ff034ce972ba86a6b9.pdf
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「今週金曜日に国会に経済に関するテーマの提案を提

出する。 

 

我々はどちらかの政治セクターに味方をするために行

動しているのではない。ベネズエラが現状から脱却する

ために行動している。 

 

この提案には、経済を弱体化させている行政制度の変更

や法律の変更なども含まれている。」 

 

なお、与党国会の中の野党（穏健野党）として活動して

いるホセ・ブリト議員は、Fedecamaras のメンバーが国

会の討論に参加することを望むと発言。 

 

次に予定されている「Fedecamaras」との議題は２つで、

１つ目は「制裁がベネズエラにどのような悪影響を与え

ているのか」、２つ目は「Covid-１９下での企業の状況」

と述べている。 

 

「外貨建てカード決済 受け取りはボリバル」         

 

最近、ベネズエラの金融機関は自行に外貨口座を保有し

ている顧客に対して、外貨建てのデビットカードを渡し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.556」）。 

 

ベネズエラ経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバ

ル・オリベロ氏は、この外貨建てデビットカードの決済

に関して、 

「外貨建てクレジットカードを使用した店舗側は外貨

で受け取ることは出来ず、ボリバルで入金されることに

なるだろう」 

とコメントした。 

 

 

 

 

 

つまり、顧客が外貨建てデビットカードで１００ドルの

支払いをしたとしても、店側は１００ドルを受け取るこ

とは出来ず、決済時の両替テーブルの為替レートを基に

ボリバル建てで店側の口座に入金されるという。 

 

外貨建てで着金できれば、ボリバル通貨のインフレは関

係ないが、ボリバル建てで着金するということは引き続

きインフレの影響を受けることになる。 

 

２０２１年２月４日（木曜）              

政 治                        

「ボルヘス野党外相 米国で野党の計画説明      

  ～英国の中銀口座 ワクチン購入で使用～」        

 

２月４日 グアイド政権の外相で「第一正義党（PJ）」

の幹事長を務めるフリオ・ボルヘス氏は、EFE 通信の電

話取材に応じ、米国政府にマドゥロ政権と対峙するため

の計画を説明すると述べた。 

 

「２・３週間後に米国にミッション団を派遣する。 

欧州へ訪問することも望んでいる。そこで我々の政治改

革とベネズエラの民主主義を確立するための計画を紹

介する。」と発言。 

 

なお、グアイド議長は国外に出ることが困難なため、ミ

ッション団には参加しないという。 

 

欧州連合はグアイド政権をベネズエラの暫定政権と認

識することを辞めたが、EU から離脱した英国は引き続

きグアイド政権をベネズエラの暫定政権と認識してい

る。 

 

ボルヘス幹事長は「英国政府が米国と EU の架け橋にな

ってくれることを期待している」と言及。英国への期待

を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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また、ボルヘス幹事長は、ベネズエラ中央銀行が英国に

保管している GOLD について 

「ベネズエラ人のために英国にある資金が使用される

のであれば、とても具体的で、とてもポジティブだ。 

その資金がマドゥロ政権の懐に入るのではなく、ベネズ

エラ国民のワクチンのために使用されるのであれば歓

迎する。」 

と言及。 

 

Covid-１９のワクチン購入のために英国にある資金を

使用することに肯定的なコメントをしている。 

 

バイデン政権に最初にアクションを取るのが、「大衆意

志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首ではなく、「第一

正義党（PJ）」のボルヘス幹事長であることは、本稿

「ABC バイデン政権はカプリレス元知事押し」の通り、

バイデン政権は VP より PJ に親近感を抱いていること

の現れなのかもしれない。 

 

ただし、ボルヘス幹事長は、２０１７年に野党国会の議

長を務め、米国政府に経済制裁を求めた人物である。 

これを受けて１７年 8 月に米国政府はベネズエラに最

初の経済制裁を科した。 

 

また、１７年に行われた与野党交渉の合意直前にトラン

プ政権の勧めで合意事項を破棄したとも言われている。 

 

マドゥロ政権にとってボルヘス幹事長は野党議員の中

で最も嫌いな人物だろう。 

 

カプリレス元知事が野党の顔になるのであれば、話は進

むかもしれないが、ボルヘス幹事長が野党の顔になった

場合、交渉が進まない懸念がある。 

 

 

 

 

 

「パナマ グアイド政権の政府認識を撤回」           

 

２月４日 ベネズエラ人ジャーナリストのパトリシア・

ポレオ氏は、自身のツイッターで、「パナマ政府がグア

イド政権の在パナマ・ベネズエラ代表大使に任命した

Fabiola Zavarce 氏の信任を撤回した」と投稿。 

 

Fabiola Zavarce 氏の信任を撤回する趣旨のパナマ外務

省が発行した通達文を公表した。 

 

つまり、パナマ政府は、グアイド政権をベネズエラの暫

定政府と認識しなくなったことを意味する。 

 

なお、グアイド政権の政府認識を撤回したことは、マド

ゥロ政権をベネズエラの政府と認識することを意味し

ない。パナマ政府にとって、ベネズエラ政府は存在しな

い状態になっているということだろう。 

 

 

（写真）パトリシア・ポレオ記者 
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「検察庁 汚職容疑で Gas Comucal 社長逮捕       

     テロ容疑で野党国会の監視員も逮捕」         

 

２月４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、家

庭用ガス（プロパンガス）をドル建てで販売していた汚

職ネットワークを特定したと発表した。 

 

サアブ検事総長によると、ドル建てで家庭用ガスを販売

していた罪で「Maracay Gas 2020」という会社を経営す

るアダン・コントレラス氏を逮捕。 

 

しかし「Maracay Gas 2020」は家庭用ガス販売業者とし

て登録されておらず、ガスの販売は許可されていなかっ

たという。 

 

検察庁がガスの入手先を調べたところ、PDVSA 傘下の

国営企業「Gas Comunal」の経営層のレベルから汚職ネ

ットワークに関与していたことが判明したという。 

 

サアブ検事総長は、汚職を理由に「Gas Comunal」の

Jacob Grey 社長や汚職に関与した同社役員ら４名に逮

捕命令を出したと発表。 

 

既に Jacob Grey 社長以外の３名は軍部の警察組織

「DGCIM」によって拘束されたと発表した。 

 

また、与党国会に攻撃を加えようとしていた罪でリチャ

ード・アルバレス氏を拘束したと発表した。 

 

サアブ検事総長によると、アルバレス氏は野党国会の頃、

国会の監視員を務めていたという。アルバレス氏は、コ

ロンビアに亡命した元警察官（マリアノ・ウガルテ氏）

らとともに国会に危害を加える計画を立てていたと説

明した。 

 

 

 

経 済                       

「Movilnet 売却額は５億ドル以上？」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.556」で国営携帯電話

会社「Movilnet」が民営化する可能性があるとの記事を

紹介した。 

 

本件について、通信分野の専門家フラン・モンロイ氏は、

「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

売却交渉について３社候補があると言及。１社はベネズ

エラ国内で有料放送サービスを提供している会社だと

言及した。 

 

最も可能性が高そうなのは、２０年に「DirecTV」を購

入し、ベネズエラで有料放送サービスの提供を再開した

「Simple TV」だろう。 

 

また、売却額については「５億ドルを下回ることは無い」

と指摘。 

 

ただし、設備の老朽化は著しく、事業を立て直すために

は１８億ドルほど必要になるだろうとの見方を示した。 

 

「Canidra 非正規ルートの自動車部品に警鐘」         

 

「自動車部品販売者組合（Caidra）」のロジャー・フロー

レス代表は、非正規のルートで自動車部品を購入してい

るグループについて、「彼らの提供する商品は国際基準

を満たしていない」と指摘。 

 

間違えれば部品の問題で事故を起こし、死亡してしまう

可能性があると警鐘を鳴らした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2258efd1c064c269b0f03b2e548681.pdf
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ロジャー代表によると、非正規ルートで流れている自動

車部品は正規ルートの自動車部品よりも安価だという。 

しかし、価格分は商品の品質を保証するためのコストだ

と説明した。 

 

「Canidra」に加盟している企業は、適切なルートで自

動車部品を購入しており、部品の品質が確認されている

とした。 

 

社 会                       

「２月４日 故チャベス大統領クーデター実施」            

 

２月４日は与党にとって特別な日だ。 

 

１９９２年２月４日、故チャベス元大統領が、当時のカ

ルロス・アンドレス・ペレス政権を倒すためにクーデタ

ーを実施した日である。 

 

クーデターグループは、空港を占拠。大統領住居を襲撃

したが、計画は失敗に終わった。 

 

クーデター計画の首謀者である故チャベス元大統領は

投降。テレビでクーデター参加者に対して計画が失敗し

たことを伝え、投降するよう要請した。 

 

故チャベス元大統領がクーデターを起こしたときのベ

ネズエラは（今ほどではないと思うが）、政府の汚職や

非効率的な政権運営により閉塞感が漂っていて、クーデ

ターに対して一定の支持があった。 

 

潔く敗北を認め、協力者に投降を求める故チャベス元大

統領の姿勢が、嘘や失敗を認めない当時の政権の姿勢と

比較されることで、無名だったチャベス大統領は一躍、

国民の支持を受けることとなった。 

 

 

 

２月４日を祈念して、マドゥロ大統領ら与党関係者は、

故チャベス元大統領の棺が保管されている「２月４日軍

事歴史博物館（El Cuartel de la Montaña 4F）」に集まり、

献花を行った。 

 

 

（写真）大統領府 

“故チャベス元大統領に献花する与党関係者” 

 

以上 

 


