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（写真）Bancaynegocios “最高裁民事法廷 外貨建ての契約・支払いを合法と認識” 

 

 

２０２１年５月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「与野党交渉再開に関する動きまとめ 

～野党は交渉に及び腰、与党は制裁解除要請～」 

「ラグアイラ州（旧バルガス州）新知事が決定」 

「アルゼンチン マドゥロ政権への訴え取り下げ」 

経 済                     

「最高裁 外貨建ての契約・支払いは合法」 

社 会                     

「ワクチン接種の闇市場 ２０～３００ドル」 

「ベネズエラ難民問題 世界で４番目に深刻 

～５年間で未成年の単独移住 ２．５万人～」 

２０２１年５月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「Delphos 国民の７０％は投票を希望」 

経 済                    

「半年ぶりにディーゼル燃料を輸入 

～アラブ首長国連邦から５０万バレル調達～」 

「アップグレーダー２機の再稼働試み」 

「Consecomercio 代表が交代」 

「石油・ガス団体 国会に国内企業の参入を提案」 

「輸送上の問題で乳製品は固形チーズに」 

社 会                     

「ベネズエラで流行 Dark Kitchen」 
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２０２１年５月２６日（水曜）             

政 治                       

「与野党交渉再開に関する動きまとめ          

 ～野党は交渉に及び腰、与党は制裁解除要請～」       

 

以下では与野党交渉に関するテーマで５月２６日～２

７日にかけて起きた出来事をまとめたい。 

 

１点目は、選挙参加を志向する「第一正義党（PJ）」の

カプリレス元ミランダ州知事、「新時代党（UNT）」のス

ターリン・ゴンサレス氏が、グアイド議長が提案した「国

家救済合意」を支持。 

 

今年１１月に予定されている州知事選・市長選への参加

について「選挙参加には多くの問題があり、まだ最終的

な決定は出ていない」と説明。 

 

少しずつグアイド政権側の方針に合わせているように

見える。 

 

主要野党の構図については「ウィークリーレポート

No.200」で紹介したが、グアイド政権が「国家救済合意」

を宣言し、マドゥロ政権との交渉に傾いたことでカプリ

レス元知事も矛を収めざるを得なくなったという印象

だ。 

 

スターリン・ゴンサレス議員も「国家救済合意」の支持

を表明。 

 

「本心では納得はしていないものの分断を防ぐためグ

アイド政権と足並みを揃える」というこれまで通りの状

態に戻りそうな雰囲気だ。 

 

ただし、肝心のグアイド政権は交渉に舵を切ったと言っ

てもこれまで掲げてきた主張に矛盾が生じるのを避け

るため大きな方向転換はできず、交渉には及び腰。 

グアイド議長は、交渉を提案している一方で 

「マドゥロ政権は交渉を通じて国民をだまそうとして

いる。我々はマドゥロ政権の罠にはかからない。」 

と主張。交渉で合意に至る可能性について懐疑的な意見

を表明している。 

 

なお、急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党

（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、これまで

通り「国家救済合意」を明確に拒絶。 

 

マドゥロ政権下での選挙参加を拒絶し、マドゥロ政権が

全てを譲る前提でなければ交渉はするべきではないと

の主張を維持している。 

 

マドゥロ大統領は、これまで通り与野党交渉に前向きな

姿勢を示しているが、交渉で取り上げる３つのテーマに

ついて改めて確認。 

 

１点目は、金融制裁、PDVSA への制裁解除。 

２点目は、与党国会と大統領を正当なものと認めること。 

３点目は、外国の凍結資産の返還。 

 

また、与党ナンバー２のディオスダード・カベジョ

PSUV 副党首は「大統領選と国会議員選のやり直しの可

能性はない」と断言。交渉で大統領選と国会議員選のや

り直しがテーマになる可能性を否定した。 

 

グアイド議長は、自由選挙の実施を前提として制裁の段

階的な緩和を主張しているが、マドゥロ政権が段階的な

制裁緩和で納得する可能性は決して高くない。 

 

率直に言って、グアイド政権とマドゥロ政権では主張に

違いがありすぎて、合意できる雰囲気はない。 

 

与野党交渉が具体的に動き出す前に暗礁に乗り上げる

可能性もありそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd001635e78a255d7fe418cc3748cb11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd001635e78a255d7fe418cc3748cb11.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年５月２６日～５月２７日報道            No.６０５   ２０２１年５月２８日（金曜） 

3 / 7 

 

「ラグアイラ州（旧バルガス州）新知事が決定」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.603」で紹介した通り、ラ

グアイラ州のルイス・ガルシア・カルネイロ知事が心筋

梗塞で亡くなった。 

 

５月２６日 ラグイアラ州議会は、カルネイロ知事の後

任を決定。 

 

次期選挙１１月２１日までホセ・マニュエル・スワレス

氏が、ラグアイラ州の知事を担うこととなった。 

 

スワレス氏は退役軍人。 

２００８年にカルネイロ氏がラグアイラ州知事（当時は

バルガス州知事）に就任した時から、カルネイロ知事の

右腕（ラグアイラ州政府秘書官）として活動していた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「アルゼンチン マドゥロ政権への訴え取り下げ」                  

 

ロシア系メディア「Russia Today」は、アルゼンチン政

府が「国際司法裁判所（CPI）」に提出していたマドゥロ

政権への訴えを取り下げたと報じた。 

 

これは「人道に対する犯罪」を理由に２０１８年９月に

コロンビア・チリ・カナダ・ペルー・パラグアイと連名

で行った訴え（「ベネズエラ・トゥデイ No.195」）。 

 

当時、アルゼンチンはマクロ政権下でマドゥロ政権と強

く対立する政権だったため、この訴えが提出されたが、

アルゼンチン政府がフェルナンデス政権に交代し、マド

ゥロ政権との対立関係は落ち着いている。 

 

元々１８年９月に６カ国が連名で行った「人道に対する

犯罪」の訴えも、米国のトランプ政権に促されて行った

もので、バイデン政権に交代したことで訴えを維持する

圧力が減ったということだろう。 

 

経 済                        

「最高裁 外貨建ての契約・支払いは合法」              

 

最高裁判所の民事法廷は、契約のドル支払いが合法との

決定を下した。 

 

「外貨建ての契約を締結し、外貨を支払通貨として定め

ることは可能である。 

 

優先順位としては、債務者はボリバル建てでの支払いが

可能かどうかを検討する。外貨建てで契約が締結されて

いる場合は、その日の為替レートをベースにボリバル建

ての金額を算出する。 

 

仮に当事者の協議の結果、外貨だけが唯一の決済手段と

お互いが合意し、それを契約で記述するのであれば、債

務者は外貨建てで支払わなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

家賃・不動産購入・自動車購入などはドル建てでの取引

が一般的ではあるが、形式上ベネズエラの法定通貨は

「ボリバル」なので、ドル建ての契約を交わすことはグ

レーゾーンと理解されている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0db06f5cc6350ccae7462a399f43efc2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
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そのため、ボリバル建ての契約書とドル建ての契約書を

２つ作成し、政府の査察時はボリバル建ての契約書を提

示するケースが多かった。 

 

今回の最高裁の決定で、家賃契約などでも表立ってドル

建ての契約が可能になるのかもしれない。 

 

社 会                        

「ワクチン接種の闇市場 ２０～３００ドル」           

 

米国メディア「La Voz de America」は、ベネズエラで

Covid-１９ワクチンの闇市場が形成されており、１本２

０～２００ドルで取引されていると報じた。 

 

「La Voz de America」によると、あるベネズエラ人女

性（６４歳）は、ワクチン接種のために２０ドルを支払

ったという。 

 

また、その女性曰く、知り合いの中にはワクチンを接種

するため２００ドルを支払った人もいるという。 

 

他、匿名の医療従事者からの内部告発で「知り合いの医

師はワクチン接種で２００～３００ドルを受け取って

いる」と訴えた。 

 

マドゥロ政権は、中国の「Sinopharma」、ロシアの

「Sputnik V」を輸入しているが、その数は合計で１４

０万個。一方、ベネズエラの人口は約３０００万人であ

り、５％に満たない。 

 

なお、５月２３日にマドゥロ大統領は「中国から１３０

万個のワクチンが到着した」と発表しているが、グアイ

ド議長はマドゥロ大統領の発言を否定。 

 

１３０万個のワクチンが届いたのか届いていないのか

はっきりしていない。 

 

「ベネズエラ難民問題 世界で４番目に深刻           

 ～５年間で未成年の単独移住 ２．５万人～」           

 

ノルウェーの「ノルウェー難民評議会（NRC）」は、「世

界から忘れられた難民問題（２０２０）」として、１０

カ国を挙げた。 

 

１０カ国のうち８カ国はアフリカだが、２カ国はラテン

アメリカ（ベネズエラ・ホンジュラス）だった。 

 

ベネズエラは４位、ホンジュラスは５位となっている。 

前年の発表では５番目だったので、１つ順位が上がった

ことになる。 

 

NRC が最も深刻な国としたのは「コンゴ共和国」。 

１，０００万人が国を脱出し難民として生活。 

５００万人超が、国内に残っているが、これまでの生活

を追われた、とした。 

 

２番目以降はカメルーン・ブルンジ・ベネズエラ・ホン

ジュラス・ナイジェリア・ブルキナファソ、エチオピア、

中央アフリカ、マリと続く。 

 

ベネズエラについて、NRC は 

「２０１４年から５００万人以上のベネズエラ人が抑

圧と食料・医療不足を理由に国を脱出した。」 

と記述している。 

 

なお、NRC とは直接関係ないが、ベネズエラの「アン

ドレス・ベジョ・カトリック大学」が未成年の難民レポ

ートを発表。 

 

同レポートによると、２０１５年～１９年にかけて「親

が同伴しない未成年だけの移民者」が２．５万件あった

という。未成年の移民は「売春」「麻薬の売人」など犯

罪目的で移住させられることも多いと指摘した。 
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２０２１年５月２７日（木曜）              

政 治                       

「Delphos 国民の７０％は投票を希望」           

 

５月２７日 世論調査会社「Delphos」のフェリックス・

セイハス社長は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」で

同社が行った直近の世論調査について言及。 

 

「Delphos」が行った世論調査によると「７０％のベネ

ズエラ人は投票に参加したい」と回答したという。 

 

セイハス社長は、 

「この結果は、国民が現在の選挙制度を信頼しているこ

とを意味しないが、投票が我々にできる唯一のことだと

考えている。」 

とコメントした。 

 

また、与野党交渉について「国民はうんざりしている。」

と指摘。 

 

与野党交渉を宣言することで、国民はポジティブな転換

を期待してきたが、最終的には何も起きない。 

国民は交渉に対して期待を持ち、失望することを繰り返

してきたと分析した。 

 

また、「国民は短期的な解決策を期待しており、中長期

的な解決策に魅力を感じない傾向にある。この考え方は

変えなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

最後に２０２２年に実施可能とされる「大統領の罷免投

票」について言及。「罷免投票を機能させるためには野

党が一致する必要がある」との見解を示した。 

 

 

 

 

なお、一部のマドゥロ政権反対勢力は２０２１年５月２

４日が大統領の任期の半分を過ぎた時期である可能性

を指摘しており、「選挙管理委員会（CNE）」に見解を発

表するよう求めている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.604」）。 

 

経 済                       

「半年ぶりにディーゼル燃料を輸入          

 ～アラブ首長国連邦から５０万バレルを調達～」            

 

米国政府が PDVSA への制裁を強化したことで２０２

０年から燃料不足が深刻化した。 

 

この状況を受けて、PDVSA はイランからガソリン・デ

ィーゼル燃料の調達を始めたが、現在イランと米国は制

裁緩和交渉が進んでおり、イランは米国との関係を悪化

させないためベネズエラへの燃料輸出を控えている。 

 

数少ない協力国を失った PDVSA は長らく燃料を他国

から調達できなくなっていたが、「ロイター通信」は「ベ

ネズエラが半年（２０年１１月）ぶりにディーゼル燃料

を輸入した」と報じた。 

 

「ロイター通信」が関係者から入手した情報によると、

燃料を運んできたのはジブチ籍の「Bueno」というタン

カー。約５０万バレルのディーゼル燃料を積んでいると

いう。 

 

このタンカーは、４月半ばに「アラブ首長国連邦（UAE）」

の Fujairah 港を出発。その後、５月上旬にスエズ運河を

超え、その後衛星追跡装置を切って運行していた。 

 

この報道について米国政府は「米国は制裁を緩和してお

らず、マドゥロ政権に協力する者は引き続き制裁を受け

る可能性がある」と警鐘を鳴らしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ee7bc8605f830fde4167a5d3acc81e3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ee7bc8605f830fde4167a5d3acc81e3.pdf
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「アップグレーダー２機の再稼働試み」         

 

「Bloomberg」は、PDVSA が燃料不足を改善するため

アップグレーダーの再稼働を試みていると報じた。 

 

米国の制裁により PDVSA はナフサなど原油の精製に

必要な素材を輸入できない。 

 

「Bloomberg」が確認した内部資料によると、PDVSA は

ナフサを自国のアップグレーダーを使用して製造しよ

うとしているという。 

 

「アップグレーダー」とは、原油に含まれる硫黄や不純

物を分解し、製油所で処理できるように改質する施設の

こと。 

 

アップグレーダーは、ベネズエラ国内ではシェブロンと

PDVSAの合弁会社「Petropiar」と、「Total SE」「Equinor」

と PDVSA の合弁会社「PetroCedeño」にある。 

 

制裁以前は外国の合弁会社がアップグレーダーを管理

していたが、現在はメンテナンスが止まり、停止してい

る。 

 

PDVSA がベネズエラ国内の事業者に依頼し、この施設

の改修を試みているという。 

 

「Consecomercio 代表が交代」             

 

５月２７日 ベネズエラで２番目に大きな経済団体

「Consecomercio」の第５１回総会が開催され、同組織

の代表が交代した。 

 

これまでConsecomercioの代表を務めたのはフェリペ・

カポッソロ氏（右写真上の男性）。２０１９年～２１年

まで同団体の代表を務めた。任期満了により交代する。 

 

「Consecomercio」の新たな代表は Tiziana Polesel 氏

（写真の下の女性）。２０２１年～２３年まで代表を務

める予定。 

 

カポッソロ代表は、経済界では「Fedecamaras」のリカ

ルド・クサノ代表に次いで与野党対話に前向きな姿勢を

示していた。 

 

Tiziana Polesel 氏は、１９８９年～９１年まで

「Fedecamaras」の代表を務めた Eddo Polesel 氏の娘。 

 

彼女の政治スタンスは判明していないが、過去の経歴で

はマドゥロ政権に批判的な非営利団体「 Cedice-

Libertad」の代表を務めていた。 

また、アンドレス・ベジョ・カトリック大学で社会コミ

ュニケーションの教授を務めていた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

（写真）Consecomercio 
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「石油・ガス団体 国会に国内企業の参入を提案」         

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」、「ベネズエラ・ガス

加工業者連合（AVPG）」代表やその他エネルギー事業

者代表は、与党国会のエネルギー委員会の会合に出席。 

「炭化水素法」の改定案について議論した。 

 

CPV のレイナルド・キンテロ代表らは、エネルギー委

員会に対して、 

「多くの外国企業がベネズエラへの投資を懸念する中、

ベネズエラ国内でエネルギー産業に従事している民間

企業を事業に参入させるべき」 

と提案したという。 

 

また、エネルギー委員会のアンヘル・ロドリゲス代表は、

協議をポジティブに評価。石油省と協議の上、必要な変

更を行うとした。 

 

制裁で外国企業がベネズエラに直接的に関与できない

中、ベネズエラ国内の民間企業の活動を外国企業がサポ

ートすることは可能なのかもしれない。 

 

「輸送上の問題で乳製品は固形チーズに」            

 

「ベネズエラ牛乳・牛肉協会（Invelecar）」のカルロス・

アルボルノス代表は、ディーゼル燃料不足を理由にベネ

ズエラで採れる牛乳の８０％は固形チーズになってい

るとした。 

 

アルボルノス代表は、「牛乳は賞味期限が短いためスム

ーズな輸送が必要になるが、現在はディーゼル燃料不足

により輸送が滞っている」と指摘。そのため、賞味期限

が比較的長い硬いタイプのチーズに加工するという。 

 

なお、アルボルノス代表によると、現在ベネズエラ国内

には１，０８４万頭の牛が飼育されているという。 

 

２０１９年は９３０万頭だったので、１年半前と比べて

増加している。 

 

理由は、経済がドル化したことで採算がとりやすくなっ

たためと説明した。 

 

ただし、昨今の燃料不足により予定変更を余儀なくされ

ており、チーズの値段を最低でも１キロ２ドルに上げる

必要があるとした。 

 

社 会                       

「ベネズエラで流行 Dark Kitchen」            

 

Covid-１９は世界中のビジネス環境を変えた。 

外食産業は Covid-１９の影響を特に受けた産業で、多

くの店が価格、商品、コンセプトの見直しを迫られてい

る。 

 

この状況の中、ベネズエラでは「Dark Kitchen」が急増

しているという。 

 

筆者は無許可で運営しているレストランかと思ったが、

違ったようで、「Dark Kitchen」はデリバリーだけを行

う店内での飲食サービスを伴わない店舗の総称だ。 

「Dark Kitchen」は、デリバリーアプリで注文を受ける。 

 

「Dark Kitchen」は、以前から存在していたが、知らな

い人と落ち合い、食べ物を受け取ることに治安上の抵抗

を感じる人が多くベネズエラではそこまで流行ってい

なかった。 

 

しかし、Covid-１９を理由にデリバリーの利用に抵抗を

感じる人が減ったことで、低コストで事業が始められ、

小さなスペースでサービス提供できる「Dark Kitchen」

が急増している。 

以上 


