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（写真）大統領府 “与党 PSUV １１月の全国州知事・市長選の候補を決めるための予備選挙を実施” 

 

 

２０２１年８月６日（金曜） 

 

政 治                     

「行動民主党 黒いロゴで選挙参加を検討 

～１１月の選挙は白と黒の AD が参加か～」 

「マドゥロ大統領 軍事イベントに出席せず」 

経 済                     

「約６００の輸入品目の免税措置を解除 

～国内産業界からの要請に答える～」 

「経済特別地域法 ８月１０日に国会で議論」 

「新通貨 地方住民は電子決済が困難」 

社 会                     

「カラカス ドル払いガソリンスタンドも燃料不足」 

21 年 8 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「PSUV 州知事選・市長選の予備投票を実施 

～カベジョ副党首 マドゥロ派閥に挑戦～」 

「マドゥロ大統領 野党と７つのテーマで交渉」 

「医療危機の原因は制裁ではなく汚職？」 

経 済                    

「２０２０年、２１年の自動車生産・販売台数」 

「米国制裁緩和も家庭用ガス輸入は困難 

～一般家庭のガス購入は３カ月に一度～」 

社 会                    

「駐車場管理人 ４３０台超の車の所有権奪う」 
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２０２１年８月６日（金曜）             

政 治                       

「行動民主党 黒いロゴで選挙参加を検討        

  ～１１月の選挙は白と黒の AD が参加か～」       

 

現地メディア「Contra Punto」は、主要野党の一角「行

動民主党（AD）」が、１１月に予定されている全国州知

事選・市長選に黒色のロゴで参加することを検討してい

ると報じた。 

 

AD は約８０年間続くベネズエラで最も伝統ある政党

の１つ。現在存在している主要野党「第一正義党（PJ）」

「大衆意思党（VP）」「新時代党（UNT）」は全て AD か

ら派生して設立された政党で、AD は野党の親のような

立ち位置にある。 

 

AD のイメージカラーは本来「白」だが、今回の選挙に

は「黒」のロゴで参加する可能性があるという。 

 

２０２０年、AD は同年１２月に行われた国会議員選に

参加するべきかどうかで分裂。 

 

２０年６月に最高裁の判決により、選挙参加を志向する

ベルナベ・グティエレス氏を代表とする AD が正当な

AD となっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.459」）。 

 

しかし、一般的にはラモス・アジュップ幹事長を代表と

する AD が正当な AD と理解されており、両グループ

は分裂したまま現在に至っている。 

 

野党は１１月の州知事選・市長選に参加する方向でマド

ゥロ政権と水面下で協議を行っているが、AD として候

補者を擁立するのであれば、政党分裂の問題を解決させ

る必要がある。それで、アジュップ幹事長は黒色の AD

を作ることを検討しているようだ。 

 

実際に１９６３年にも AD は２つに分裂したことがあ

るようで、その時にも AD は白と黒の２つのロゴに分裂

し選挙に参加したという。 

 

ただし、政党にとってイメージカラーというのは大事で、

AD は「白」であり、「黒」で出馬することに懸念を表明

する党員も多いという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「マドゥロ大統領 軍事イベントに出席せず」         

 

８月４日 国軍「国家警備隊（GNB）」の８４周年を記

念する式典が開催されたが、同式典にマドゥロ大統領は

出席しなかった。 

 

直近２カ月の間に、国軍は４回ほど軍事イベントを行っ

ているが、どの式典もマドゥロ大統領は欠席している。 

 

現地メディア「Tal Cual」は、国軍からマドゥロ大統領

の対応を疑問視する声が出ていると報じた。 

 

マドゥロ大統領が軍事イベントを欠席している理由は、

イベントで暗殺計画が存在している可能性があるため

だ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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７月にはホルヘ・ロドリゲス国会議長が大統領の暗殺計

画が存在していると指摘。これらを理由に軍事イベント

に出席を見送ったと説明していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.625」）。 

 

実際に３年前の２０１８年８月の GNB 発足記念イベン

トでマドゥロ大統領はドローン爆破事件に遭遇してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」）。 

 

なお、当時のドローン爆破事件はコロンビアに潜伏して

いる元ベネズエラ軍人らが中心となって起こした事件

とされており、複数の逮捕者が出ている。 

 

彼らは２０年５月に起きた「Gedeon 作戦」の実行グル

ープでもある。 

 

８月中に与野党協議が始まる見通しだが、この協議を通

じて短期的な政権交代を達成する可能性は限りなく低

い。 

 

マドゥロ大統領を暗殺することにより、短期的な政権交

代を目指すグループがいるのかもしれない。 

 

経 済                        

「約６００の輸入品目の免税措置を解除              

     ～国内産業界からの要請に答える～」           

 

８月６日 特別官報６６３６号で政令４５５２号を発

行。 

 

現在施行されている特定の品目の輸入に関する免税措

置について、一部品目の免税を解除するとした。 

 

この決定により、１１月３０日から５９７品目の免税措

置が解除される。 

 

 

同免税措置は Covid-１９経済対策として施行されたも

ので、外国からの輸入を容易にする趣旨の措置だったが、

外国の商品が安く輸入できることになるため、ベネズエ

ラ国内の製造業の競争力を減退させるものでもあった。 

 

そのため、ベネズエラ国内で生産を続ける企業団体

「Coindustria」や「Fedeagro」は免税措置の見直しを求

めていた。 

 

「Conindustria」の Luigi Pisella 代表は、今回の免税措

置は国内産業界の要請を受けたものと説明。制度変更を

歓迎する意思を示した。 

 

１１月３０日の免税リストは「Bancaynegocios」のサイ

トで確認できる。 

 

「経済特別地域法 ８月１０日に国会で議論」                  

 

与党国会のビエルマ・モラ議員は、８月１０日の国会で

「経済特別地域法」が議論されると述べた。 

 

「経済特別地域法」は、現行のベネズエラ経済制度の適

用から除外するフリーゾーンを作る法律で、マドゥロ政

権の目玉政策と言える。 

 

与党国会が発足した２１年１月から「経済特別地域法」

の議論が始まっており、既に第１セッションは通過して

いる。 

 

第２セッションが通過し、マドゥロ大統領が署名をすれ

ば公布され、正式に法律として施行される段階まで来て

いるが、第１セッションの承認以降、議論はほとんど進

展していないように見える。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://www.bancaynegocios.com/exoneraciones-terminan-el-30nov-conindustria-lo-que-pedimos-es-igualdad-de-condiciones-con-las-importaciones-gaceta-oficial/
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先週、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、「今後国会を通

じた法律の制定スピードを速める」と述べており、経済

特別地域法についても近いうちに発効するとの観測が

出ている。 

 

「新通貨 地方住民は電子決済が困難」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.635」で、１０月１日

から新通貨「ボリバル・デジタル」（１００万ボリバル・

ソベラーノ＝１ボリバル・デジタル）が流通するとの記

事を紹介した。 

 

現地メディア「Tal Cual」は、今回の通貨切り下げにつ

いて２つのポイントを紹介しているので、その内容を紹

介したい。 

 

新通貨で流通する貨幣・紙幣は 

１ボリバル・デジタル（貨幣） 

５ボリバル・デジタル（紙幣） 

１０ボリバル・デジタル（紙幣） 

２０ボリバル・デジタル（紙幣） 

５０ボリバル・デジタル（紙幣） 

１００ボリバル・デジタル（紙幣） 

の６種類。 

 

これらを現在の為替レート１ドル約４０３．６万ボリバ

ル・ソベラーノで換算すると、 

１ボリバル・デジタル＝０．２５ドル 

５ボリバル・デジタル＝１．２ドル 

１０ボリバル・デジタル＝２．４８ドル 

２０ボリバル・デジタル＝４．９６ドル 

５０ボリバル・デジタル＝１２．４ドル 

１００ボリバル・デジタル＝２４．８ドル 

に相当するという。 

 

 

 

また、「ボリバル・デジタル」は、電子決済の利用を促

進するとしているが、電子決済の障害になるのは通信・

電気が不安定であることと指摘している。 

 

都市部の電力供給は、まだ維持されているが、地方は停

電が高頻度で起きており、電子決済が進むことで、彼ら

の生活は厳しいものになるとしている。 

 

また、経済学者ホセ・トロ・ハーディ氏は、デノミはイ

ンフレを留める効果はないと指摘。現行の財政政策を続

けるのであれば、１８か月後には新たなデノミを行う必

要があると指摘している。 

 

社 会                        

「カラカス ドル払いガソリンスタンドも燃料不足」           

 

８月６日 「El Diario」は、ドル払いのガソリンを販売

するカラカスのガソリンスタンドで給油待ちの長蛇の

列ができていると報じた。 

 

実際の給油待ちの行列の映像も流れているが、給油待ち

の列は、１キロ以上はありそうだ。 

 

カラカスにあるドル建てのガソリンスタンドは、比較的

行列待ちすることなく給油できていたが、再びガソリン

不足感が高まっているということだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7e0d23cf1eac376a210da814f90a07d6.pdf
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２０２１年８月７～８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「PSUV 州知事選・市長選の予備投票を実施     

   ～カベジョ副党首 マドゥロ派閥に挑戦～」        

 

８月８日 １１月に予定されている全国州知事選・市長

選に出馬する与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

の候補を決めるための予備投票が行われた。 

 

全国５，１０８カ所に投票所が設置され、夜８時まで与

党支持者らが投票を行った。 

 

当日は、スリア州の投票会場が投石される事件が発生。 

 

他にもミランダ州やララ州で与党支持者同士の衝突が

起き、喧嘩が起きるなど一部問題も確認されたが、著し

い混乱はなかったと言えそうだ。 

 

現時点で開票結果は出ておらず、誰が１１月の州知事

選・市長選の与党候補者に選ばれたかは判明していない。 

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首は 

「具体的な数字は判明していないが、多くの人が投票に

参加した。明朝には開票結果が出ることを期待している」 

とコメントした。 

 

なお、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」には

大きく分けるとマドゥロ派閥とカベジョ派閥の２つの

派閥が存在する。 

 

カベジョ派閥には、イリス・バレラ元刑務所相やエルビ

ス・アモロソ行政監督長などが所属している。 

カベジョ派閥の方がより攻撃的なスタンスの人物が多

い印象だ。 

 

 

 

マドゥロ派閥にはデルシー・ロドリゲス副大統領、ホル

ヘ・ロドリゲス国会議長、アイサミ石油相などカベジョ

派閥と比べると穏健的な人が多い（彼らも決して穏健派

ではないが・・）。 

 

どちらのグループに属する人が州知事選の与党候補に

選ばれるかは重要な問題と言える。 

 

カベジョ副党首は特に国境周辺の知事に影響力が強い

とされている。 

 

具体的には、現在スリア州知事を務めているオマール・

プリエト知事、タチラ州で護民官を務めているフレデ

ィ・ベルナル氏、アプレ州のラモン・カリサレス知事な

どが各州の知事候補に出馬しており、この地域での権限

を維持しようとしているという。 

 

今回の選挙は、与党と野党の争いだけではなく、与党内

の派閥争いも兼ねていると言えそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 野党と７つのテーマで交渉」           

 

マドゥロ大統領は今月メキシコで行われる予定の与野

党協議について、記者らの前で言及した。 

 

マドゥロ大統領によると既に野党との協議の大筋は決

まっており、７つのテーマについて協議することを定め

た書類も存在しているという。 

 

「我々は２０１９年９月から対話テーブルの仕組みを

通じて野党と対話を継続している。この対話を通じて選

挙の保証などを約束してきた。 

 

今年から G4 のグアイド派閥の野党とも対話を再開す

る。既に対話のテーマは書類にまとめられている。７つ

のテーマが存在する。」と述べた。 
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「メキシコのロペス・オブラドール政権は我々にあらゆ

る支援を提供してくれると言っている。近いうちに確定

した日程と場所が決まることを期待している。我々が求

めているものは確定しており、以前と変わっていない。 

 

ベネズエラの社会経済に悪影響を与える犯罪的な制裁

の即時解除だ。」 

と述べた。 

 

「医療危機の原因は制裁ではなく汚職？」         

 

野党系の団体「Monitor Salud」は、カラカス診療所労働

組合のマウロ・サンブラーノ氏のツイートを引用。 

「病院が危機的な状況にある原因は制裁ではなく汚職

にある」と主張した。 

 

また、「Monitor Salud」は、現状について病院の労働者

を保護する資材が不足しており、医師・看護師の二次感

染が起きていると指摘。大勢のベネズエラ人・医療従事

者の生命が犠牲になっているとした。 

 

また、水道や電力の供給は不安定で危機的な状況にあり、

これらの問題は汚職に原因があるとした。 

 

 

（写真）Mauro Zambrano 氏 

 

経 済                       

「２０２０年、２１年の自動車生産・販売台数」            

 

２０２１年 ベネズエラ国内の自動車組み立て台数は

１台との記事は過去に紹介したが、どの会社が組み立て

たのかは報じられていなかった。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、「ベネズエラ自

動車会議所（CAVENEZ）」の情報として、２０年、２１

年１月～７月の自動車組み立て台数、販売台数について

報じた。 

 

「Bancaynegocios」によると、２０２１年１月～７月の

間にベネズエラで組み立てられた自動車の台数は１台。 

この１台は、貨物車など大型車を製造する Mack だとい

う。 

 

なお、２０２０年１月～７月の間にベネズエラで組み立

てられた自動車の台数は８７台。メーカーでは、「Toyota 

de Venezuela」「Iveco」「Mack」の３社だという。 

 

つまり、前年同期比９８．８５％減ということになる。 

 

国内の自動車組み立て台数は大きく減少した一方で、自

動車の販売台数は増えている。 

 

２０２１年１月～７月までの販売台数は１，０６１台だ

が、２０年１月～７月の販売台数は５２５台で前年同期

比１０２．１％増だという。 

 

なお、販売台数１，０６１台のうち９８２台は輸入車、

７９台は国内の組み立て車だという。 
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「米国制裁緩和も家庭用ガス輸入は困難                

   ～一般家庭のガス購入は３カ月に一度～」         

 

２１年７月 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、ラ

イセンス No.４０を発行。石油液化ガス（家庭用ガス）

のベネズエラ向け輸出を許可した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.625」）。 

 

現在、ベネズエラでは家庭用ガスが不足しており、薪で

火を起こす家庭が増えている。 

 

この制裁緩和を受けて、家庭用ガスのベネズエラ国内で

の供給が増えるとの期待もあったが、「Petroguia」のア

ンドレス・ロハス・ヒメネス記者は、OFAC のライセン

ス No.４０が発行してもベネズエラの家庭用ガス不足

は収まらないと報じた。 

 

ヒメネス記者によると、現在 PDVSA には家庭用ガスを

購入し、支払う金銭的な余裕はなく、取引は原油とガス

の物々交換の場合に機能できるが、ライセンス No.４０

は原油と家庭用ガスの物々交換を禁止しているという。 

 

原油とガスの物々交換ができない限り、PDVSA が他国

から家庭用ガスを購入することはできないという。 

 

「ベネズエラ公共サービス観測所」が、ベネズエラ国内

の主要１２都市の住民を対象に６月に行ったアンケー

ト調査によると、現在７６．８％が家庭用ガスを使用し

て調理をしており、都市ガスの家庭は２５％に満たない

という。 

 

しかし、家庭用ガスを使用している家庭ではガスの調達

が十分にできておらず、同家庭のうち３４％は３カ月に

１度しかガスを購入できていないという。 

また、１３％はほぼガスを購入できていないと回答。 

１４．３％は一度もガスを購入していないという。 

 

社 会                                

「駐車場管理人 ４３０台超の車の所有権奪う」         

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、カラボボ州で

自動車の名義を違法に変えていた駐車場管理人を逮捕

したと発表した。 

 

サアブ検事総長によると、この駐車場管理人は少なくと

も４３０台の自動車名義を違法に変えていたという。 

 

本件は６月２９日に Josué Astudillo というカラボボ州

の住民が検察庁に訴えを出したことで判明。 

 

Astudillo 氏は車を預けていた駐車場から自動車を引き

出そうとした際に所有権が移転していることが判明し

たという。 

 

Astudillo 氏が名義を戻すよう求めたところ、駐車場の

管理人から名義を戻すために６０００ドルの支払いを

要求されたという。 

 

この訴えを受けて、検察庁が捜査を行ったところ他にも

４名が同様の要求を受けていたという。 

 

なお、この名義変更には内務司法省の職員が複数関わっ

ていたようで駐車場管理人に加えて、本件に関与した内

務司法省の職員らも拘束したという。 

 

以上 

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

