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（写真）グアイド議長ツイッター “野党 制裁緩和について協議するため外国にミッション団を派遣” 

 

 

２０２１年６月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 外国へミッション団を派遣 

～段階的な制裁緩和について協議～」 

「Bloomberg マドゥロ大統領に独占インタビュー」 

経 済                     

「１２月までにガソリン補助金をほぼ廃止？」 

「CITGO 環境汚染で１９７０万ドルの罰金」 

「SIDOR 職員 ３６年勤務して退職金４００ドル」 

社 会                     

「国連ベネズエラ難民支援計画 ７億ドル超」 

「東京オリンピック出場者 ベネズエラは３８名」 

21 年 6 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「カプリレス元知事 米国の交渉参加を要請 

～彼らが制裁の所有者～」 

「マドゥロ大統領息子 父の出生証明書を公表」 

「マドゥロ政権 EU ミッション団の受入拒否？」 

経 済                    

「Fedecamaras 代表 制裁が燃料不足悪化の原因 

～反対派 燃料あるがマドゥロ政権が保管～」 

「INAC ６カ国以外の空路運行を禁止」 

社 会                    

「チャカオ市 El Rosal 地区で火災発生」 
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２０２１年６月１８日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 外国へミッション団を派遣      

     ～段階的な制裁緩和について協議～」       

 

６月１８日 グアイド議長は記者会見を実施。 

外国へミッション団を派遣すると発表した。 

派遣先は EU のブリュッセル、米国のワシントン。 

派遣期間は２週間程度を予定している。 

 

ミッション団派遣の目的は 

「マドゥロ政権が合意を守った場合の制裁の段階的な

緩和について議論するため。 

避けることができない包括的な交渉プロセスに全ての

関係者が歩調を合わせるため。」 

だという。 

 

同時に 

「仮にマドゥロ政権が合意を守らなかった場合に、どの

ような対応ができるか」 

についても検討するという。 

 

同ミッション団は、ヘラルド・ブライ氏が率いる。 

ヘラルド・ブライ氏は元バルータ市長（ミランダ州）。 

 

 

（写真）野党大統領府 

“ヘラルド・ブライ元バルータ市長” 

ブライ氏は、グアイド政権のグループに属するが「大衆

意思党（VP）」「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」

「新時代党（UNT）」の主要４党に属さない独立系の野

党政治家。 

 

２０１７年～１８年に行われた与野党交渉の際もブラ

イ氏は参加していた。あまり多くを語る人物ではないた

め、彼が「制裁擁護派」なのか「制裁否定派」なのかは

っきりしていない。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.614」でも紹介

したが、グアイド議長は改めて１１月に予定している全

国州知事選・市長選に参加する可能性について言及した。 

 

グアイド議長曰く、仮に大統領選・国会議員選のスケジ

ュールで合意できるのであれば、１１月の選挙に参加す

る可能性があるという。 

 

また、罷免投票（大統領の解任を求める投票）について

も検討していると述べた。 

 

ただ、罷免投票は「大統領の任期の半分を過ぎた時点で

申請できる」という決まりがある。 

 

つまり、「罷免投票を申請する」ということは、野党が

「マドゥロ大統領が任期の半分を過ぎた」と認識してい

ることが前提と言われている。 

 

この点について、グアイド議長は 

「罷免投票を申請するということは、マドゥロを大統領

と認めていることを意味しない。彼が単純にベネズエラ

を実効支配しているという事実があるだけだ。」 

と説明した。 

 

現実に目を向けた方針に舵を切っているように見え、良

い傾向と言えそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eac825f1c4ef700d0723e65f953b4f4a.pdf
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「Bloomberg マドゥロ大統領に独占インタビュー」         

 

６月１８日 米国メディア「Bloomberg Television」は、

マドゥロ大統領との８５分間にわたる独占インタビュ

ー映像を公開した。 

 

内容はマドゥロ大統領の意思を伝えるもので、 

・米国の制裁・ネガティブキャンペーンによりベネズエ

ラが悲惨な状況に陥っていること 

・政権交代を企てる米国の帝国主義的な方針は失敗し

たこと 

・ベネズエラは米国との対話を望んでいること 

・外国企業の投資を歓迎すること 

などを伝えた。 

 

記者から「バイデン政権とトランプ政権でベネズエラに

対する方針は変わると思うか？」との質問を受けると、 

「率直に言うと、全く思わない。米国から方針を変えよ

うとする一切のサインを見ることができない。」 

と回答した。 

 

野党支持者としては「Bloomberg」が、今回マドゥロ大

統領の意思を伝えたことは受け入れがたく、

「Bloomberg」に対する非難が殺到している。 

 

 

（写真）Bloomberg 

 

 

経 済                        

「１２月までにガソリン補助金をほぼ廃止？」           

 

石油専門家ラファエル・キロアス氏は、今後４～５カ月

の間にガソリン補助金がほぼなくなるとの見解を示し

た。 

 

キロアス氏によると、マドゥロ政権は補助金価格でガソ

リンを販売するガソリンスタンドを徐々に減らしてお

り、２１年１２月には９０％以上のガソリンスタンドで

補助金価格のガソリンは販売されなくなるとした。 

 

キロアス氏は、ガソリン補助金により、年間１２０億ド

ル以上の損失を PDVSA が被っていたと指摘。 

 

現在はガソリン供給の問題などで損失額は減少したが、

それでもガソリン補助金で４０億ドルの損失が発生し

ているとした。 

 

これらの損失により PDVSA は国内製油所のメンテナ

ンスを行う機会を逸しており、ガソリン不足の原因を作

ったと訴えた。 

 

「CITGO 環境汚染で１９７０万ドルの罰金」                  

 

米国の司法省は、米国にある PDVSA 子会社「CITGO」

に対して１９７０万ドルの罰金支払いを命じた。 

 

罰金支払いを命じられた理由は、同社が２００６年にル

イジアナ州で起こした原油漏れ。同社のレイク・チャー

ルズ製油所で原油漏れが起き、近くの河川に原油が流れ

た事件があった。 

 

司法省によると、「この原油漏れで少なくとも５．４万

バレルの廃油が河川に流れ、広範囲にわたり生態系を破

壊した」という。 
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罰金１，９７０万ドルのうちの１，９１８万ドルは原油

漏れで受けた環境被害・健康被害などを保障するために

使用する予定だという。 

 

「SIDOR 職員 ３６年勤務して退職金４００ドル」         

 

ベネズエラの製鉄公社「SIDOR」で３６年間務めてきた

職員の退職金計算書がツイッターで公開され、話題とな

っている。 

 

この人物の退職直前の給料は１４５万ボリバル。 

退職したのが２１年４月だったので、当時の為替レート

でドルに換算すると１．２ドル程度。 

 

この給料を前提として計算された退職金は１２億３，３

４８万ボリバル。ドルにすると３９０ドルで４００ドル

にも満たない。 

 

 

 

社 会                        

「国連ベネズエラ国民支援計画 ７億ドル超」           

 

６月１８日 国連の人道問題調整事務所（OCHA）は、

ベネズエラ国内の社会的弱者４５０万人を支援するた

めのプロジェクトを発表した。 

 

プロジェクト数は２３３。総実行予算は７億ドルを超え

る。現時点で世界各国から２億５，８００万ドルの拠出

を受けたという。 

 

同プロジェクトを行うために１４４の非政府系団体の

協力を仰ぐとしている。 

 

「東京オリンピック出場者 ベネズエラは３８名」                  

 

マドゥロ大統領は、東京オリンピックに出場する選手３

８名を大統領府に招き壮行イベントを行った。 

 

ベネズエラから派遣される選手は、マドゥロ政権が派遣

する選手。日本政府は「グアイド政権を支持する」と表

明しているが、日本に駐在している大使は現在もマドゥ

ロ政権が派遣した大使で、実質的にはマドゥロ政権をベ

ネズエラ政府と認識している。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 
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２０２１年６月１９日～２０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「カプリレス元知事 米国の交渉参加を要請      

          ～彼らが制裁の所有者～」        

 

「Bloomberg」は、マドゥロ大統領だけでなく、野党の

カプリレス元ミランダ州知事にも３５分の独占インタ

ビューを行った。 

 

マドゥロ大統領が大統領府でインタビューを行ったの

とは対照的に、カプリレス元知事は（具体的な地域名は

言及しなかったが）「ベネズエラで最も治安が悪いと言

われる地域（１０万人に２００人が殺人被害にあってい

る場所）」でインタビュー受けた。 

 

ここでインタビューを受けた理由について、外国の記者

にベネズエラの貧困層の生活を見て、発信してほしいか

らだと説明した。 

 

記者から制裁について聞かれると、カプリレス元知事は、

経済制裁が始まったここ数年を振り返り、 

「この数年の間に学びを得た。ベネズエラの問題を解決

する手段は１つしかない」 

と言及。 

 

詳細は割愛するが、結論を言うと「共存」を訴えた。 

 

現在のベネズエラ政治は勝利した側が全てを取り、敗北

した側が全てを失う仕組みになっていると指摘。 

しかし、このやり方では国の状況は悪くなるばかりで、

まとまることはできないと主張。 

 

考えの異なるグループが共存することがベネズエラの

問題を解決する唯一の手段だとの見解を示した。 

 

 

 

また、政治家は全て自分の意思を国民に押し付けるため

に言葉巧みに国民を先導しようとしていると指摘。 

 

実際のところ、政治家の演説では真実を変えることはで

きず、国民の意思を変えることもできず、人々は事実を

捻じ曲げようとする政治家の言葉を聞かなくなったと

分析。 

 

ここにいる人たち（インタビューを受けている場所に住

む人々）がベネズエラの多数派であり、ツイッターの意

見がベネズエラ国民の多数派の意見ではないと言及。 

 

ここに住む人々の大半は、米国の国務長官の名前は知ら

ないし、野党が何を言っているのかも知らない。彼らの

関心事は米国の大統領が何を言っているかではなく、彼

ら自身の生活と指摘した。 

 

誤った政治方針を変えるために野党は抜本的な改革を

しなければいけないと主張。１１月に予定されている選

挙に参加するための努力をし、国民に意思を表明させる

機会を与えるべきだと主張した。 

 

カプリレス元知事は、過去２年間と現在の違いはトラン

プ大統領がいなくなったことだと指摘。この２年間、マ

ドゥロ政権との交渉を望むことは許されなかったと言

及。しかし、トランプ大統領が敗北し、その環境が変わ

っているとの見解を示した。 

 

また、カプリレス元知事は、 

「今度は米国が交渉に積極的に関与しなければいけな

い。なぜなら彼らが制裁の所有者だからだ。 

マドゥロ政権関係者への個人制裁と経済制裁は全く性

質が異なるもの。 

制裁を交渉の道具に使用するなら、この道具が数百万人

のベネズエラで暮らす国民の生活に影響を与えている

ことを理解しなければいけない」 

と指摘した。 
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「マドゥロ大統領息子 父の出生証明書を公表」           

 

６月１９日 マドゥロ大統領の息子ニコラス・マドゥ

ロ・ゲラ議員（通称ニコラシート）は、マドゥロ大統領

の出生証明書を公表した。 

 

マドゥロ大統領の出生地ついては大統領就任当時から

疑念が報じられている。 

 

一部ではマドゥロ大統領の出生地がコロンビア（ククタ）

との噂があり、仮にそうであれば「ベネズエラ生まれ」

であることが必須条件となっている大統領職に就任で

きないことになる。 

 

 

（写真）マドゥロ・ゲラ議員ツイッター 

 

 

コロンビア生まれとの噂があったもののマドゥロ大統

領は自身の出生証明書を公表しておらず、疑念は解消さ

れないまま現在に至っていた。 

 

公表された出生届によると、マドゥロ大統領（本名ニコ

ラス・マドゥロ・モロス）はニコラス・マドゥロ・グラ

シア氏とテレサ・デ・ヘスス・モロス氏の間に１９６２

年１１月２３日に生まれた子供。カラカスのポリクリニ

カ病院で生まれたと記されている。 

 

この出生証明書を公表しても、その出生届の真偽を疑う

声は残り、結局問題解決にはならないだろう。 

 

「マドゥロ政権 EU ミッション団の受入拒否？」         

 

主要野党に属するデルサ・ソロルサノ氏は、自身のツイ

ッターで「マドゥロ政権が人権侵害を調査するための

EU のミッション団のベネズエラ入国を拒絶した」と訴

えた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.608」で、６月２１日～２

５日にかけて欧州からベネズエラにミッション団が派

遣されるとの記事を紹介した。 

同ミッション団の受け入れは、マドゥロ政権のホルヘ・

ロドリゲス議長も認めていた。 

 

ソロルサノ議員によると、今回入国を拒絶された EU ミ

ッション団はこの時に紹介したグループで、予定を早め

たという。 

 

同ミッション団が入国予定を早めようとした理由や、マ

ドゥロ政権が受け入れを撤回した理由については明ら

かにされていない。 

 

なお、６月１８日に EU のボレル外交政策委員長とアレ

アサ外相がトルコで協議を行った。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
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協議の内容は「１１月に予定されている州知事選に EU

から監視団を派遣するかどうか」というのが主題だった。 

 

この協議が行われた後の EU ミッション団受け入れ拒

否であること踏まえると、協議で何らかの問題があった

のかもしれない。 

 

経 済                       

「Fedecamaras 代表 制裁が燃料不足悪化の原因     

 ～反対派 燃料あるがマドゥロ政権が保管～」            

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のリカルド・クサ

ノ代表は、エネルギー専門メディア「Petroguia」でディ

ーゼル燃料不足について言及。 

 

加盟企業に行ったアンケートでは９０％の回答者がデ

ィーゼル燃料不足に陥っており、７６％は非正規のルー

トで燃料を調達しているとした。 

 

ディーゼル燃料は公式にはタダ同然の価格で給油でき

るが、現在ディーゼル燃料は非正規ルートでは１リット

ル２ドルで給油できるという。 

 

クサノ代表は、非正規ルートの燃料調達に頼るようにな

ったのは、制裁でベネズエラ産原油とディーゼル燃料の

代物取引が止められたことが大きな要因と指摘。 

 

原油の代物取引を再開することはベネズエラ国内経済

を良くすることを意味しており、マドゥロ政権を延命さ

せるための酸素を与えることではないと主張した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.613」（燃料不足による損失 

３カ月で２～５千ドル／社）で紹介したが、

Fedecamaras が行ったアンケートでは燃料不足の最も

大きな要因として「制裁」を挙げたのは全体の２．４％

とわずかとなっている。 

 

このアンケートでもある通り、「制裁」を燃料不足の理

由とするのはタブー視されている印象がある。 

 

クサノ代表に反論する形で故チャベス政権以前にベネ

ズエラの財務次官を務めたことのあるダビッド・モラン

氏は制裁が燃料不足の原因となっているとの主張を否

定。 

 

マ ド ゥ ロ 政 権 は 燃 料 在 庫 を 抱 え て い る が 、

「Fedecamaras」「Conindustria」など経済団体に制裁緩

和を求めさせるために意図的に燃料不足を作っている

と指摘した。 

 

「INAC ６カ国以外の空路運行を禁止」         

 

「国家民間航空局（INAC）」は、ベネズエラと外国の空

路での入国を禁止する措置を３０日間延長した。 

ただし、６カ国は例外としている。 

 

例外となっている国は、パナマ、ロシア、メキシコ、ト

ルコ、ボリビア、ドミニカ共和国。スペインは例外から

はずれている。 

 

Covid-１９感染拡大防止のため、マドゥロ政権は２０２

０年３月１２日からコロンビア、欧州の空路での人の移

動を禁止。 

 

その後、一部の国は例外的に運航を認めているが、原則

空路でのベネズエラへの入国は禁止となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/883d31fd95c15f55179e480cd2fbd050.pdf
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社 会                       

「チャカオ市 El Rosal 地区で火災発生」                       

 

日本人駐在員の会社や、日本ベネズエラ商工会議所

（Caveja）がある地域、チャカオ市 El Rosal で火災が発

生した。 

 

火災が発生したのは El Rosal の「Junin del Rosal 通り」

のマンション「El Rosal Domus」。 

 

すぐに消防隊が駆け付け、火災は収まった。 

チャカオ市のドゥケ市長によると、火災発生当時、同ア

パートには人がいなかったようで、死者・負傷者は確認

されていない（ただ、以下の写真の通りアパートから出

てきた人はいたようだ）。 

 

 

 

（写真）Noticias２４ 

以上 


