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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 CELAC 首脳会議に電撃出席 親米国代表とバトル” 

 

 

２０２１年９月１７日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 外国資産の簒奪を警鐘 

～与野党協議の合意が守られていない～」 

「中小野党グループ 主要野党を非難」 

「ロペス VP 党首 ドゥケ大統領と会談」 

経 済                     

「Bloomberg 来年１月に CITGO 売却か」 

「Banco de Venezuela 通信障害 ハッカー攻撃？」 

「Fedecamaras 今年の GDP は０．８～１％増」 

社 会                     

「シモンボリバル大学 政府介入の危機」 

21 年 9 月 18～19 日（土・日） 

 

政 治                    

「CELAC 首脳会議開催 マドゥロ大統領出席 

～国際首脳会議に出席するのは３年ぶり～」 

「パラグアイ、ウルグアイ大統領が非難 

～コロンビア 首脳会議の出席を拒否～」 

経 済                    

「２１年９月 原油輸出量は過去最低水準に」 

「OPEC ８月の産油量は日量５２．３万バレル」 

「１年以内で暗号通貨を使用した人は２８％」 

社 会                    

「水道管と間違えガス管に穴開け男性が死亡」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年９月１７日～９月１９日報道            No.６５４   ２０２１年９月２０日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２１年９月１７日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 外国資産の簒奪を警鐘         

   ～与野党協議の合意が守られていない～」       

 

９月１７日 与野党協議の与党代表を務めるホルヘ・ロ

ドリゲス国会議長は、８月１３日に締結した野党との

「覚書」が守られていないと訴える声明文を公表した。 

 

声明文では 

「ここ数日の間で「暫定政権」と勝手に自称した政権を

隠れ蓑に外国政府がベネズエラの資産を奪おうとする

行動や宣言が複数起きている。」 

と主張。 

 

具体的にコロンビア政府が、ベネズエラの国営石油化学

公 社 「 ペ キ ベ ン 」 の コ ロ ン ビ ア に あ る 子 会 社

「Monomeros」を監視下に置いたこと、米国政府が２０

２２年１月に CITGO の株式を売却しようとしている

ことなどを挙げた。 

 

一連の動きは、米国グループと国を裏切ろうとする「大

衆意思党（VP）」幹部らの個人的な利害をもとに動いて

おり、彼らの行動はベネズエラの憲法に明確に違反して

いると指摘。 

 

これらの行動は、８月１３日にメキシコで交わした「覚

書」の内容に違反しているだけではなく、ベネズエラ国

家にとっての損失であると訴えた。 

 

後述するが、「Bloomberg」は、米国のバイデン政権が２

０２２年１月にグアイド暫定政権の認識を撤回し、この

タイミングで、これまで CITGO を保護していたライセ

ンスの延長を停止する可能性について報じている。 

 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

 

「中小野党グループ 主要野党を非難」         

 

主要野党を中心に構成されている「統一プラットフォー

ム」に属する１２の中小政党が主要野党を非難する声明

を発表した。 

 

声明の内容は、「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党が

中小野党グループの意見を聞くことなく、４党だけで

「統一プラットフォーム」の方針、１１月２１日に予定

されている全国州知事・市長選の候補者を決めていると

いうもの。 

 

主要４党だけですべてを決めるのは、「統一プラットフ

ォーム」発足時の約束を違反しており、加盟グループの

合意のない状態で「統一プラットフォーム」の名前を使

用していると指摘した。 
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この声明に加わっている政党は以下の通り。 

１．Alianza del Lápiz,  

２．Bandera Roja,  

３．Fuerza Liberal,  

４．Izquierda Democrática,  

５．Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), 

６．Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev),  

７．Movimiento Insular, 

８．Movimiento Republicano,  

９．Movimiento Sociedad,  

１０．Nueva Visión para mi país (Nuvipa) 

１１．Vanguardia Popular 

１２．Moverse 

 

筆者の認識では、上記に名前がある「Alianza del Lápiz」

のアントニオ・エカリ氏はリベルタドール市長選に出馬

している（リベルタドール市長選に「統一プラットフォ

ーム」として出馬するのは PJ のトマス・グアニパ幹事

長の予定）。 

 

「Alianza del Lápiz」は「統一プラットフォーム」の推

薦するグアニパ候補とは別で、独自に１１月の選挙で候

補者を擁立させるということだろう。 

 

「ロペス VP 党首 ドゥケ大統領と会談」                  

 

ここ数日、コロンビアのドゥケ大統領は与野党協議と制

裁緩和について否定的なコメントをしている。 

 

また、「Monomeros」をコロンビア当局の管理下に置く

など、不自然な動きが目立つ。 

 

そのドゥケ大統領は現在スペインに外遊している。 

 

スペイン訪問の際にドゥケ大統領は、マドリッドで「大

衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と会談した。 

 

筆者の知る情報では「Monomeros」の管理措置について、

VP は支持しているが、AD、PJ、UNT は同意していな

いという。 

 

「Monomeros」の対応を巡り、今後の方針について協議

したと考えるべきだろう。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス党首ツイッター 

 

経 済                        

「Bloomberg 来年１月に CITGO 売却か？」           

 

米国金融系メディア「Bloomberg」は、バイデン政権の

財務省関係者からの情報として、２０２２年１月にベネ

ズエラの「暫定政権」の認識を終わらせ、CITGO 売却

を許可することを検討していると報じた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.653」で紹介した通り、

OFAC はカナダの金開発会社「Crystallex」に対して

「PDV Holdings」（CITGO の持ち株会社）の株式売却

要請を棄却した。 

 

ただし、２０２２年前半に現在の外交政策を再評価する

とも書かれており、２０２２年１月に暫定政権の認識を

終えた時にライセンスの更新を停止することは十分に

考えられそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
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仮にバイデン政権が「PDV Holdings」の株式売却を許

可するのであれば、PDVSA２０社債の債権者も同社債

の担保に設定されている「CITGO」株式５０．１％の

差し押さえ、売却プロセスを開始することになる。 

 

米国にあるベネズエラ政府系企業が債権者に売却され、

コロンビアの「Monomeros」も奪われるとすれば、ベネ

ズエラの将来にとって大きな損失となる。 

 

「Banco de Venezuela 通信障害 ハッカー攻撃？」         

 

９月１５日から「ベネズエラ国営銀行（Banco de 

Venezuela）」の電子送金プラットフォームが機能を停止

していた。 

 

９月１７日 「ベネズエラ国営銀行」は、電子送金プラ

ットフォームの停止に関して声明文を公表。９月１５日

から断続的にハッカーから攻撃を受けていると訴えた。 

声明文では金融テロ攻撃と主張している。 

 

現在、「ベネズエラ国営銀行」の技術者が問題の復旧に

当たっており、大部分の機能が回復しつつあると説明し

た。 

 

なお、「ベネズエラ国営銀行」は、マドゥロ政権が行っ

ている現金給付制度「システマ・パトリア（祖国システ

ム）」の中心的な機能を果たしており、ハッカー攻撃に

より現金給付が遅れていると補足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Fedecamaras 今年の GDP は０．８～１％増」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のフェルナンド・

ガジャルド代表は、「Union Radio」に出演。 

 

２０２１年のベネズエラ経済は前年比で０．８～１％程

度のプラスになるとの見通しを示した。 

 

仮にそうだとすれば２０１４年から７年間続いた GDP

成長率マイナスに歯止めがかかったことになる。 

 

ただし、０．８％～１％は昨年とほとんど変わっていな

いということでもある。それは状況が良くなっているこ

とを意味しないのは明らかだろう。 

 

社 会                        

「シモンボリバル大学 政府介入の危機」           

 

９月１６日 「国家大学評議会（CNU）」は、ベネズエ

ラで最も権威のある「シモンボリバル大学」の役員、副

役員を任命した。 

 

学生からは、政府の大学人事に対する介入に懸念の声が

出ている。 

 

２１年７月 「シモンボリバル大学」のエンリケ・プラ

ンチャート役員が亡くなった。 

 

役員職が空白になったことを受けて、CNU は、ホルヘ・

ステファニ氏を新たな役員に任命。また、副役員として

ビクトル・ティモシェンコ氏を任命した。 

 

「シモンボリバル学生連盟」は、CNU の役員介入を拒

絶。ホルヘ・ステファニ氏は過去に与党 PSUV のイベン

トや政府系イベントに参加しており、大学の独立性を棄

損するものだと訴えている。 
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２０２１年９月１８日～１９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「CELAC 首脳会議開催 マドゥロ大統領出席      

  ～国際首脳会議に出席するのは３年ぶり～」        

 

９月１８日 「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体

（CELAC）」の首脳会議がメキシコで開催された。 

 

この会合には当初、ベネズエラからはデルシー・ロドリ

ゲス副大統領が出席する予定で、実際にロドリゲス副大

統領はメキシコを訪問した。 

 

しかし、その後マドゥロ大統領は自身のツイッターで、

CELAC 首脳会議に参加すると投稿。飛行機で移動して

いる様子を公開した。 

 

加盟各国はマドゥロ大統領が会議に出席すると考えて

おらず、驚きをもって報じられた。 

 

なお、筆者の認識ではマドゥロ大統領が規模の大きな首

脳会議に出席するのは２０１８年の国連総会以来。実に

３年ぶりとなる。 

 

２０１９年にベネズエラでグアイド暫定政権が発足し、

「ベネズエラの大統領が誰か？」という認識で国の意見

が分かれた。 

 

特に発言権の強い米国、欧州、ブラジル、アルゼンチン、

コロンビアなどが「グアイド政権がベネズエラの正当な

政府」と認識したことでマドゥロ政権は国際会議の場か

ら姿を消していた。 

 

マドゥロ大統領の CELAC 首脳会議への出席は、周辺国

で「マドゥロ政権が実効支配をしている」との認識が進

んでいるためと理解できるだろう。 

 

 

なお、CELAC は故チャベス前大統領の発案により２０

１１年に作られた国際組織。米国の影響を強く受けてい

る「米州機構（OAS）」からの脱却を目指して組織され

た背景がある。 

 

ちなみに OAS の事務局長は親米系のルイス・アルマグ

ロ事務局長。OAS はベネズエラの正当な政府をグアイ

ド暫定政権と認識しており、OAS のベネズエラ代表者

もグアイド政権が任命している。 

 

その意味で左派的な側面が強い国際組織だが、親米系の

エクアドル、ウルグアイ、パラグアイなども大統領が出

席しており、国際組織としての正当性は高いと言えるだ

ろう。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「パラグアイ、ウルグアイ大統領が非難         

   ～コロンビア 首脳会議の出席を拒否～」           

 

CELAC 首脳会議への出席は、マドゥロ大統領にとって

数年ぶりの国際外交の場への復帰とも言える。 

 

だが、マドゥロ大統領の出席は加盟各国に歓迎されたわ

けではない。 
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９月１８日の首脳会議でパラグアイのベニテス大統領、

ウルグアイのラカジェ大統領は演説の際に、ベネズエラ

について言及。 

 

マドゥロ大統領が座る席で「我が国は、マドゥロ政権を

ベネズエラの政府と認識していない」との認識を明確に

示した。 

 

他、エクアドルのルッソ大統領は、キューバ、ニカラグ

ア、ベネズエラの人権問題、民主主義について言及。 

「周辺国との経済関係強化、友好関係強化を望んでいる

が、民主的に問題がある国とは協力できない」との懸念

を表明した。 

 

これらの批判に対して、マドゥロ大統領は米国的な内政

干渉の外交方針を辞めるよう要請。 

 

CELAC は共存と理解の場であり、意見交換をする必要

があると主張。 

そのためのディベートを受ける用意があり、時間と場所

を指定してほしいとパラグアイ、ウルグアイ、エクアド

ルの大統領らに呼び掛けた。 

 

また、ドゥケ大統領は前述の通りスペインを外遊してお

り、CELAC の首脳会議には出席していないが、コロン

ビアの代表団はマドゥロ大統領の出席を受けて、同会合

への出席を拒否したと報じられている。 

 

同会合でメキシコのロペス・オブラドール大統領との会

合があるとの報道があったが、少なくとも公式な面談は

行われていない。メキシコ政府からはマルセロ外相がマ

ドゥロ大統領を迎え入れた。 

 

大統領で公式に面談したことが発表されているのは、ボ

リビアのアルセ大統領だけのようだ。 

 

 

 

経 済                       

「２１年９月 原油輸出量は過去最低水準に」         

 

経済専門家のアントニオ・デ・ラ・クルス氏は、自身の

ツイッターで９月１日～１４日の半月間のベネズエラ

の原油輸出が日量３４．２万バレルと投稿した。 

 

仮に輸出量が日量３４．２万バレルだとすると、２０２

１年に入ってから最も少ない。 

 

また、現在の原油価格を基準に考えると、この期間の原

油輸出の収入は１．１億ドルになるとした。 

 

他、輸出先については９３％は中国向け、残りの７％は

キューバ向けとした。 

 

「OPEC ８月の産油量は日量５２．３万バレル」            

 

OPEC は加盟国の２１年８月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、８月のベネ

ズエラの産油量は先月と変わらず、日量５２．３万バレ

ルとした。 

 

また、ベネズエラ政府が OPEC に報告した８月の産油

量は日量６４．１万バレル。先月よりも日量２．７万バ

レル増加したと発表した。 
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（写真）OPEC 

 

「１年以内で暗号通貨を使用した人は２８％」            

 

ベネズエラは、慢性的な高インフレで自国通貨に対する

信頼が低いため、他国よりも暗号通貨の普及率が高い。 

「ChainAnalysis」が最近公表した調査結果によると、ベ

ネズエラは世界で７番目に暗号通貨が普及している国

だという。 

 

与党系メディア「Ultimas Noticias」は、暗号通貨に関す

る視聴者アンケートを実施した。 

 

結果は以下の通り。 

・２４時間以内に使用した：３．６％ 

・１週間以内に使用した：５．１％ 

・１カ月以内に使用した：５％ 

・３カ月以内に使用した：４．４％ 

・６カ月以内に使用した：４．４％ 

・１年以内に使用した：４％ 

・かなり昔に使用した：１１％ 

・使用したことはない：６２．４％ 

 

２０１８年、１９年ごろはドルが使用できなかったため

暗号通貨の使用が急激に増えたが、ドルが使用できるよ

うになり、一部の人は暗号通貨の使用をやめたというこ

とだろう。 

 

 
 

社 会                       

「水道管と間違えガス管に穴開け男性が死亡」            

 

スリア州マラ市で家庭用ガスを供給する管に穴をあけ、

男性１名が死亡、もう 1 人が重傷を負う事件が起きた。 

 

負傷した男性の証言によると、彼らはガスを供給する管

を水道管と勘違いし、水道管に穴を開け、自宅につなげ

ようとしたという。 

 

そして、穴を開けた瞬間にガス管だと気づいたが、大爆

発を起こした。負傷した男性はマラカイボ国立病院に搬

送された。 

 

 

（写真）Maduradas 

以上 


