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（写真）エリカ・ファリア元リベルタドール市長 “８月２６日 リベルタドール市長辞任を発表” 

 

 

２０２１年８月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「列国議会同盟 グアイド政権が正当な政府」 

「PJ Globovision への制裁は間違いだった」 

「Datanalisis ５０％が２年前より生活が改善」 

経 済                     

「メンテナンス中の El Palito 製油所 再開迫る」 

「PDVSA 原油 シンガポール近辺で滞留」 

社 会                     

「メリダ州豪雨２０名死亡 ９０日の緊急事態令 

～ポルトゥゲサ州で Magnitude４．２の地震～」 

「パラリンピック 重量挙げ銅メダル」 

２０２１年８月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「リベルタドール市長 辞任を表明 

～ファリア市長 汚職の捜査を受ける？～」 

経 済                    

「CITGO １０～１５万バレルの燃料供給可能 

～ただし、金融制裁解除なければ実現困難？～」 

「２０２１年 7 月末の外貨預金額 ９．８億ドル」 

「ドミニカ共和国 PDVSA 株式購入の背景説明」 

「アレアサ国内生産工業相 CVG Bauxilum 視察」 

社 会                    

「７万ドル超を乗せた現金輸送車 襲われる？」 
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２０２１年８月２５日（水曜）             

政 治                       

「列国議会同盟 グアイド政権が正当な政府」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.643」で紹介した通り、

８月２３日から「列国議会同盟（IPU）」のミッション団

がベネズエラを訪問している。 

 

８月２５日 同ミッション団のトップであるドゥアル

テ・パチェコ IPU 議長は、グアイド議長との意見交換

について記者から聞かれると 

「グアイド大統領から我々にとても感銘を受ける求め

を受けた」と短く回答した。 

 

大事な部分は、パチェコ議長がグアイド議長のことを

「グアイド大統領」と呼んだこと。 

 

つまり、IPU としてグアイド政権をベネズエラの正当な

政府と認識していることを暗に示したものと言える。 

 

メキシコで与野党交渉が行われている中で、このタイミ

ングで IPU のミッション団が来て、「グアイド政権が正

当な政府」との認識を（暗に）表明したことの理由は明

らかになっていない。 

 

今回のパチェコ議長の発言は、マドゥロ政権を挑発する

ことになり、交渉に水を差すのではないかと懸念し、過

去を調べてみたところ、同ミッション団は２１年６月に

ベネズエラへの入国を試み、入国を拒否されていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.615」）。 

 

当時の報道では、この入国拒否を受けたグループは「欧

州の議員団」と書かれており、IPU と書かれていなかっ

たため気付かなかったが、同ミッション団はドゥアル

テ・パチェコ氏が代表を務めるという情報が過去の記事

にあった（「ベネズエラ・トゥデイ No.608」）。 

つまり、６月時点では一度マドゥロ政権から入国を拒否

されたが、今回は与野党協議を経て、IPU ミッション団

の入国が許可されたということだろう。 

 

従って、今回マドゥロ政権は「IPU はグアイド政権をベ

ネズエラの正当な政府と認識する」ということを事前に

知っていてベネズエラへの入国を許可した可能性が高

い。 

 

「PJ Globovision への制裁は間違いだった」         

 

８月２５日 「第一正義党（PJ）」の幹事長を務めるト

マス・グアニパ氏（与野党協議の PJ 代表）は、ウラデ

ィミール・ビジェガス記者のインタビュー番組で、 

「米国政府が科した「Globovision」への制裁について

「深刻な誤りだった」 

との見解を示した。 

 

「Globovision」は、マドゥロ政権と関係が強いとされる

ラウル・ゴリン氏がオーナーを務めるメディア。 

２０１９年１月に米国政府はゴリン氏が汚職に関与し

た と し て ゴ リ ン 氏 お よ び そ の 関 係 者 ６ 名 と

「Globovision」を含む彼が所有する企業２３社に制裁

を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.237」）。 

 

本件について、グアニパ幹事長は 

「表現の自由を侵害するような手段には誰も同意する

べきではない。あの制裁は深刻な誤りだった。 

なぜなら、国民が様々なメッセージを受け取るための窓

口は保証されなければならないからだ。メッセージを伝

えられる手段があるなら、それを活用するべきだ。」 

とコメントした。 

 

前述のマドゥロ政権の IPU ミッション団受け入れと、

グアニパ PJ 幹事長のスタンス転換を見る限り、与野党

がスタンスを軟化させているように見える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0328de601189818e9a0fe055a07eb5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee9ac384519cdbbea19a8636d9f7988c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee9ac384519cdbbea19a8636d9f7988c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
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与野党協議の中に「社会・政治の共存」というテーマが

ある。このテーマについて協議を行った結果、両者が一

定の歩み寄りを見せることになったのかもしれない。 

 

ただし、主要野党側で歩み寄りのメッセージを発信して

いるのは筆者が知る限り PJ だけだ。 

 

グアイド議長（「大衆意思党（VP）」所属）のスタンスは

これまでとほとんど変化がない。 

 

「行動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」は、何も表明

せず、黙々と選挙参加の準備を進めている印象。 

 

つまり、PJ と VP が主要野党の指揮権争いをしており、

AD、UNT は勝者に追随するということだ。 

 

全体の流れを見る限り、選挙参加の方向に傾いているの

は間違いないと思うが、VP は選挙参加には積極的では

ないだろう。 

 

「Datanalisis ５０％が２年前より生活が改善」                  

 

現地世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代

表は、直近行った調査結果を公表。 

 

回答者の５０％は「自身の生活が１、２年前よりも良く

なったと感じている」と説明した。 

 

加えて「このアンケート結果は、ベネズエラの状況が良

くなったということを意味しておらず、ベネズエラ人が

状況に適応したことを意味している。」と補足した。 

 

個人的には、妥当な分析であり、そこまで批判を受ける

ような内容ではないと思うが、この記事は炎上している。 

 

 

 

経 済                        

「メンテナンス中の El Palito 製油所 再開迫る」           

 

８月２５日 「ベネズエラ石油商工会」のレイナルド・

キンテロ代表は、メンテナンスにより数カ月稼働を停止

していた「El Palito 製油所」について、「近いうちに稼

働が再開する。」と言及した。 

 

また、現在の国内の燃料精製量は日量６～８万バレルと

コメント。「El Palito 製油所」が再開することで最低限

の燃料需要を国内精製で満たせるようになるとの見解

を示した。 

 

また、政府と協力して産油量の減少を食い止めるための

努力をしていると言及。多大な努力のおかげで日量６０

～６３万バレルほどで産油量の減少は止まっていると

説明した。 

 

「PDVSA 原油 シンガポール近辺で滞留」                  

 

「Bloomberg」は、多くのベネズエラ産原油がシンガポ

ール海域で滞留していると報じた。 

 

滞留の理由は中国が６月に科した「希釈ビチューメン」

を含む石油製品の輸入関税。この課税を理由に海上で原

油在庫が滞留しているという。 

 

また、イラン産原油も米国の制裁を理由に海上で滞留し

ているという。 

 

これらの原油は危険資産であり船会社は原油在庫の荷

下ろし先が決まるまでつらい時間を過ごすことになる

だろうと報じた。 
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社 会                        

「メリダ州豪雨２０名死亡 ９０日の緊急事態     

 ～ポルトゥゲサ州で Magnitude４．２の地震～」          

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.643」にて、ベネズエ

ラで起きた豪雨について紹介した。 

 

当初死者１５名と報じられていたが、その被害は大きく

なっており少なくとも２０名の死者（全てメリダ州）が

確認されている。他にも行方不明者が多数出ている。 

 

また、メリダ州だけで少なくとも５４，５５３名が災害

の影響を受けていると報じられている。 

 

マドゥロ大統領によると、メリダ州が最も深刻だが、他

にもアプレ州、ボリバル州、ヤラクイ州、スリア州でも

被害が出ており、８５市に影響が及んだという。 

 

８月２５日 この状況を受けてマドゥロ大統領は前述

の５州で９０日間の非常事態宣言を発令。洪水被害復興

のための特別融資やロジスティクス支援を行うと発表

した。 

 

また、ビジャロエル住宅住居相に対して、豪雨災害で住

宅を失った家庭に家を提供するよう指示した。 

 

豪雨被害に加えて地震も起きた。 

 

８月２５日 「ベネズエラ地震調査基金（Funvisis）」は、

ポルトゥゲサ州アカリクア北部でマグニチュード４．６

の地震を観測したと発表。震源から２キロ前後の辺りで

は強い揺れが起きたという（ベネズエラは、地震が頻繁

に起きる国ではない）。 

 

ただし、具体的な被害に関する情報は確認できず、目立

った被害はなかったと思われる。 

 

 

（写真）Funvisis 

 

「パラリンピック 重量挙げ銅メダル」         

 

東京パラリンピック、女子重量挙げの種目でベネズエラ

の出場選手が銅メダルを獲得した。パラリンピックでは

１人目のメダル獲得者となる。 

 

メダルを獲得したのはクララ・フエンテス氏。 

車いすの選手で写真ではわかりにくいかもしれないが、

台に乗って重量挙げを行った。 

 

なお、柔道に出場予定だったエクトル・エスピノサ選手

は試合前に Covid-１９の陽性反応が出たため大会に出

場することが出来なかった。出国前の段階では陰性だっ

たため、トルコ経由の飛行機での感染ではないかと報じ

られている。 

 

（写真）Radio Caracas 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b0328de601189818e9a0fe055a07eb5.pdf
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２０２１年８月２６日（木曜）              

政 治                       

「リベルタドール市長 辞任を表明            

  ～ファリア市長 汚職の捜査を受ける？～」        

 

８月２６日 カラカス・リベルタドール市のエリカ・フ

ァリア市長が辞任を表明した。 

 

次の市長選で市長が決まるまではベアトリス・ロドリゲ

ス氏が市長を引き継ぐ。 

 

ベアトリス新市長は、２０２１年２月からリベルタドー

ル市議会議長だった人物。与党 PSUV の党員。 

また、科学技術高等教育省の法務担当を務めたことがあ

るという。 

 

 

（写真）Maduradas ”エリカ・ファリア元市長” 

 

（写真）Caraota Digital“ベアトリス・ロドリゲス新市長” 

 

また、ベアトリス氏が市長になったことで、カラカス市

議会議長は Yuset Brito 氏に引き継ぐことになった。 

 

なお、ファリア市長がなぜ今のタイミングで辞任を表明

したのかは不明。 

 

だが、ファリア市長の仕事ぶりを知る匿名関係者による

と、彼女の評判は極めて悪かったという。アンケート調

査でもファリア市長を評価する声は少なく、次の市長選

に出馬しても勝つことはできないと言われていた。 

 

また、噂だが現地メディア「Punto de Corte」によると、

ファリア市長は汚職の捜査を受けており、今年１１月の

リベルタドール市長選に出馬するカルメン・メレンデス

前内務司法平和相が彼女の取り調べをしようとしてい

るという。 

 

経 済                       

「CITGO １０～１５万バレルの燃料供給可能      

 ～ただし、金融制裁解除なければ実現困難？～」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、PDVSA の

米国子会社 CITGO の Carlos Jorda 社長にインタビュー

を実施。 

 

Jorda 社長は仮に制裁が解除された場合、CITGO はベ

ネズエラに１０～１５万バレルの燃料を供給すること

が可能との見解を示した。 

 

しかし、CITGO は独立した企業であり、将来的に

PDVSA との取引が再開するのであれば、それは双方に

とって利益になるものでなければならないとした。 

 

７月１２日 米国政府はベネズエラ向けの「石油液化ガ

ス（家庭用ガス）」の取引を認めるライセンスを発行し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.625」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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本件について、Jorda 社長は「米国政府がライセンスを

発行した後も CITGO は他の米国企業と同じように

PDVSA と石油液化ガスの取引を行っていない」と回答

した。 

 

また、「この種の取引は通常前払いが要求されるが、金

融制裁が科されている状況では、現物交換しかできない」

と指摘。 

 

（CITGO が先に PDVSA へ石油液化ガスを送る可能性

はないのと同様に）PDVSA 側もこの条件を呑まないの

ではないかとの見解を示した。 

 

「２１年 7 月末の外貨預金額 ９．８億ドル」         

 

２１年７月末のベネズエラの外貨建て預金額は合計で

約９億７，８００万ドル。先月の９億２，０５０万ドル

から６．３％増加した。 

 

なお、ボリバル建て預金と外貨建て預金額の割合は 

「ボリバル建て預金」が３８・６％ 

「外貨建ての預金」が６１．４％ 

となり、外貨建ての預金額の方がボリバル建ての預金額

よりも多くなっている。 

 

また、国内にどのくらい外貨建ての紙幣が流通している

か正確な統計は存在しないが、金融コンサル会社

「Aristimuño Herrera & Asociados」は３０～５０億ド

ルの現金紙幣が国内に流通していると試算している。 

 

つまり、銀行の外貨建て預金（９億７，８００万ドル）

は国内で流通している現金紙幣の１９．６％～３３％程

度に過ぎないとした。 

 

 

 

 

「ドミニカ共和国 PDVSA 株式購入の背景説明」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.641」で、ドミニカ共和国

が PDVSA との合弁会社「Petrodomsa」の株式４９．

９％を購入し単独株主になったとの記事を紹介した。 

 

本件について、「Bloomberg」は追加の情報を報じた。 

 

この PDVSA 株式は「Patsa Ltd」という会社が取得。 

「Patsa」はベネズエラ政府が過去に発行した約３．６億

ドルの債券を保有していたという。 

 

ベネズエラの債券はデフォルトで大きく減価しており、

額面３．６億ドルの債券の市場価値は８，６５０万ドル

まで減価していたという。 

 

そ し て 、 Pasta は そ の 債 券 と PDVSA が 保 有 す る

Petrodomsa の株式４９．９％を交換することで債権を

回収したという。 

 

つまり、この取引にはやはり金銭の送金は発生しておら

ず、Petrodomsa の株式を売却したが PDVSA には現金

が入っていないということだろう。 

 

なお、「Petrodomsa」の関係者によると、債券と株式を

交換することで債務を相殺するのは、米国政府が経済制

裁を科してから初めてのことだったという。 

 

「アレアサ国内生産工業相 CVG Bauxilum 視察」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.641」で紹介した通り、ア

レアサ外相は４年超続けていた外相を交代し、国内生産

工業相に異動した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7386e82324856641f7540fd6c0bd10f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7386e82324856641f7540fd6c0bd10f2.pdf
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８月２６日 アレアサ新国内生産工業相は、原油以外の

鉱物資源を管轄する「ガイアナ公社」を視察した。 

 

アレアサ国内生産工業相は最初にアルミニウムの原材

料のボーキサイトを採掘する「CVG Bauxilum」を視察

した。 

 

アルミニウムに関する日本とベネズエラの経済関係は

歴史が長い。現在もアルミニウムの輸入は続いている

（「ウィークリーレポート No.211」）。 

今回のアレアサ国内生産工業相の視察を受けて何らか

の動きがある可能性は否めない。 

 

 

（写真）CVG Bauxilum 

 

社 会                       

「７万ドル超を乗せた現金輸送車 襲われる？」              

 

８月２６日 サンティアゴ・グティエレス記者は、カラ

カスで現金輸送車が襲われたと報じた。 

 

非公式情報だが、襲われた車は７万ドル以上（６８，６

００ドル＋６，９００ユーロ）の現金を運んでいたとい

う。 

 

 

 

グティエレス記者によると、襲ったのはバイクに乗った

「国家警察（PNB）」のユニフォームを着た６人組のグ

ループだったという。 

 

現金輸送車を止めた犯罪グループは、現金チェックと説

明し、現金輸送車の現金を確認。その後武器を取り出し、

脅迫。現金を奪って逃亡したという。 

 

なお、この現金輸送車は、ベネズエラ中央銀行を出発し、

「ラ・カスティジャーナ」にある BOD 銀行に向かう途

中だった。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d6c37e2c8c3b8bcbec67de3811302ab.pdf

