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（写真）ホルヘ・ロドリゲス議長 “９月３日～５日 与野党協議を再開、部分的な合意が成立する見通し” 

 

 

２０２１年９月３日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党協議が再開 具体的な内容は秘密 

～与野党代表 部分的に合意する意向示す～」 

「ベッキオ大使 協議代表を降りる」 

「今週中に COVAX のワクチンが到着」 

「野党 ２０２４年の大統領選に向け立て直し？」 

経 済                     

「ペルー ベネズエラ移民は経済に好影響」 

「仕送りは４０～５０億ドル、GDP の１０％？」 

社 会                     

「ベラ選手 ２００m 走で２つ目の金メダル」 

2021 年 9 月 4～5 日（土・日） 

 

政 治                    

「ミランダ州知事選の野党統一候補 

～世論調査で決定を試みるが実質引き分け～」 

「マドゥロ政権 野党政治家２名を解放」 

「マドゥロ大統領 野党へ裁きを求める」 

経 済                    

「中央銀行の PDVSA 融資 ２４７億ドル相当」 

「銀行は融資できる状況にない」 

「一部の銀行家が新通貨導入を妨害している」 

社 会                    

「１０月から１年半ぶりに学校再開か」 
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２０２１年９月３日（金曜）             

政 治                       

「与野党協議が再開 具体的な内容は秘密        

 ～与野党代表 部分的に合意する意向示す～」       

 

９月３日からメキシコで与野党協議が再開した。 

話し合いの場にマスコミを入れることはなく、協議は密

室で行われた。 

 

なお、８月１３日に行われた与野党協議では野党から９

名、与党からは３名が出席という不均等な状況になって

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.639」）。 

 

しかし、今回の協議では与党側も９名が参加している。 

 

与党から協議に参加したのは以下の９名 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

エクトル・ロドリゲス・ミランダ州知事 

マドゥロ・ゲラ議員（マドゥロ大統領の息子） 

フランシスコ・トーレアルバ議員 

ディバ・グスマン議員 

ジェニファー・ガルベッテ議員 

ウィリアム・カスティージョ外務次官（制裁担当） 

ラリー・デボエ人権委員会代表 

ガブリエラ・ヒメネス科学技術相 

 

（写真）ロドリゲス議長ツイッター 

また、執筆している時点では具体的な合意事項は発表さ

れていないが、協議は一定の進展を見せているように思

える。 

 

９月４日の協議後、ロドリゲス国会議長は具体的な内容

は明らかにしなかったものの 

「部分的な合意は即時できる見通しだ。今回の協議はベ

ネズエラ人の権利と経済の自由と民主主義の回帰を勝

ち取る良い機会となるだろう。」 

とコメント。 

 

また、野党側の交渉代表であるヘラルド・ブライ氏も 

「早い段階で一時的な合意ができる見通しだ。 

この一時的な合意で危機を緩和することが出来る。 

しかし、ベネズエラの問題は根深い。ベネズエラの（政

治・経済）モデルは失敗している。このモデルは民主主

義と憲法秩序を認識していない。」 

とコメントしており、近いうちに合意が形成される点で

は与野党代表の発言は一致している。 

 

「ベッキオ大使 協議代表を降りる」         

 

与野党協議は、順調に進んでいるようだが、基本的に与

党側が有利に進んでいる印象だ。 

 

今回の与野党協議は、９月３日から始まったが、予定し

ていた開始時間よりも遅れて協議が始まった。 

 

協議が遅れた理由について、公式な発表は無いが、与党

の代表団が「カルロス・ベッキオ在米ベネズエラ代表大

使（「大衆意思党（VP）」の代表）が協議の席に座るので

あれば、交渉はできない」 

と主張したことが要因と報じられている。 

 

マドゥロ政権は、反対派に対して「グアイド暫定政権」

の認識を放棄するよう求めている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f9a79accf3fc0b62f401521e428d870.pdf
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ベッキオ大使は、グアイド政権が任命した役職。 

マドゥロ政権側は、ベッキオ氏がこの役職を引き受けた

状態で協議を行うことは許容できないとのスタンスを

示している。 

 

なお、協議開始の２日前に与野党協議に参加している

「第一正義党（PJ）」のファン・グアニパ氏は、グアイ

ド政権が任命した在コロンビア・ベネズエラ代表大使の

役職を辞任している。 

 

最終的に野党は与党側の求めを受け入れ、ベッキオ大使

を協議の場から外し、代わりに VP 代表としてフレデ

ィ・ゲバラ氏を協議のテーブルにつかせた（１ページ目

の写真、左側の一番前の男性）。 

 

ゲバラ氏は７月に拘束されたが、１回目の与野党協議後

に解放された（「ベネズエラ・トゥデイ No.640」）。 

解放後、ゲバラ氏は与党との共存の必要性を訴えており、

これまでの方針を大きく変えている印象（「ベネズエラ・

トゥデイ No.646」）。 

 

ベッキオ大使を協議の席から外したことは、急進野党か

らは弱腰に見える。そのため、「マドゥロ政権に屈して

いる」との非難的なコメントが散見されている。 

 

「今週中に COVAX のワクチンが到着」                  

 

９月３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、COVAX

が未だにベネズエラに１つもワクチンを供給していな

いと訴えた。 

 

「我々は米国の金融妨害にもかかわらず、多大な犠牲を

払い１．２億ドルを COVAX に支払った。全ての支払い

が完了したにもかかわらず、我々は未だに１つもワクチ

ンを受け取っていない。これは制裁の副作用によるもの

だ。」と訴えた。 

 

しかし、ロドリゲス副大統領の発表から２日後の９月５

日 マドゥロ大統領は COVAX のワクチン供給につい

て「今週中に COVAX から第１回目のワクチンが到着

する」と発表。 

 

１０月中には COVEX と約束した全てのワクチンが到

着する予定だと説明した。 

 

ただ、COVAX のワクチン供給システムを管理するグル

ープの中に悪意を持ってベネズエラへのワクチン供給

を止めている人がいると指摘した。 

 

COVAX の説明によると「Sinovac」が６９．３万キッ

ト。また、１０月以降に「Sinovac」が追加で供給される

としている。 

 

「野党 ２０２４年の大統領選に向け立て直し？」         

 

トランプ政権下の国務省でベネズエラ担当官を務めて

いたエリオット・エイブラムス担当官がベネズエラの状

況について、「野党は２０２４年の大統領選に焦点を当

てている」と言及。トランプ政権下で掲げてきた選挙ボ

イコット方針を転換することを支持した。 

 

「野党は２０２４年を潜在的な政権交代のタイミング

と理解している。つまり、選挙に復帰し、政党を立て直

すことに意味がある。」と述べた。 

 

この意見に対して、急進野党のマチャド VV 党首がツイ

ッターで反応。 

「エイブラムスからこの発言が出ることは驚愕だ。現状

をもっとよく理解しなければいけない。２０２４年まで

待つという選択肢はベネズエラ国民にはない。数百万の

国民がギリギリの生活をしている。周辺国もこれ以上待

てない。時間は我々の敵だ。」 

と投稿した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2c2c2ec2df5617a62df02bd5455a5456.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45f040e3ccbfc8eb26f9cc3b45353d0e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45f040e3ccbfc8eb26f9cc3b45353d0e.pdf
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経 済                        

「ペルー ベネズエラ移民は経済に好影響」           

 

「ベネズエラ・ペルー経営者商工会（Cavenpe）」と

「Adenauer Stiftung 財団」は、ベネズエラ移民がペル

ー経済にポジティブな影響を与えているとの調査結果

を公表した。 

 

ベネズエラ移民の急激な増加により周辺国でベネズエ

ラ人差別の風潮が蔓延している。筆者の認識ではペルー

は最もベネズエラ人差別が激しい印象だ。 

 

このような風潮を変えるために今回の調査を公表した

ものと思われる。 

 

２０２１年５月時点でペルーには１０４万９，８７０人

のベネズエラ移民がいる。これらベネズエラ人の流入は

２０２０年のペルー経済に１億１，４５９万ドルの経済

効果を生み出したと指摘。 

 

ベネズエラ移民の流入による経済的な損失と相殺して

も３，３６４．５万ドルのプラスになるとした。 

 

なお、ベネズエラ移民の流入によって発生した経済効果

は主にベネズエラ人が行う経済活動によって発生した

税金。消費税、賃貸税など。他に国際団体からの寄付金

受け取りが含まれるという。 

 

また、ベネズエラ移民の流入は経済効果だけではなく、

教育を受けた人材を受け入れるという面でもペルーの

発展に貢献するとした。 

 

なお、ベネズエラ人の一般的な収入はペルーの自国民よ

りも１６．７％少ないという。 

 

 

 

「仕送りは４０～５０億ドル、GDP の１０％？」                  

 

経済学者アレハンドロ・カストロ氏は、ベネズエラの仕

送りについて、ベネズエラの「国内総生産（GDP）」の

１０％を占めると言及した。 

 

カストロ氏の分析によると、２０２０年は Covid-１９

の影響で仕送り額が減少。２０年の仕送り総額は２０億

ドル程度だったと試算している。 

 

しかし、２０２１年は１９年の水準まで戻ると予想。 

ベネズエラに流れてくる仕送り額は４０～５０億ドル

になるとした。なお、カストロ氏によるとこの金額は現

在の原油輸出によりベネズエラに入ってくる収入より

も４～５倍ほど多いという。 

 

送金方法は送金アプリ「Zelle」や「Zoom」などの両替

商（実質的に Weastern Union を使用）、並行レートでボ

リバルを入手した後にそのボリバルを送るなど。 

 

金額は移住した人の教育レベルや移住先によって異な

るとの見解を示した。 

 

なお、両替商「Zoom」の社長は２０２１年の仕送り額

は３０億ドル程度になるとの見通しを示している。 

個人的には、３０億ドルの見通しの方が妥当な印象があ

るが、正確な情報は存在していない。 

 

社 会                        

「ベラ選手 ２００m 走で２つ目の金メダル」           

 

東京パラリンピックに出場しているリスベリ・ベラ選手

の躍進が止まらない。 

 

ベラ選手は２００m 走（T４７）で、再び金メダルを獲

得した。 
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ベラ選手は、１００m 走で金メダル、４００m 走でも銀

メダルを獲得している。 

 

１つの大会で２つのメダルを獲得した選手は、彼女がベ

ネズエラ史上初だったが、更に３つ目のメダルを獲得し

たことになる。 

 

これでパラリンピックでのベネズエラのメダル獲得数

は７個になる（金３つ、銀２つ、銅２つ）。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

２０２１年９月４～５日（土曜・日曜）              

政 治                        

「ミランダ州知事選の野党統一候補            

  ～世論調査で決定を試みるが実質引き分け～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.646」で紹介した通り、主

要野党は１１月に予定されている州知事選・市長選に

「野党統一連合（MUD）」の看板を掲げて参加する意向

を固めている。 

 

現時点で各州の統一候補は発表されていないが、ミラン

ダ州知事選の主要野党の候補は「第一正義党（PJ）」の

カルロス・オカリス候補でほぼ決まりと言える。 

 

 

 

ただし、主要野党や与党候補以外にもミランダ州知事選

に出馬を表明する人物はいる。 

 

その一人がバルータ市議を務めていたダビッド・ウスカ

テギ氏。 

 

ウスカテギ氏は独立野党の「Fuerza Vecinal」から出馬

する意向を表明している。 

「Fuerza Vecinal」は、現在のチャカオ市長やエルアテ

ィージョ市長らが所属する政党。 

 

主要野党への支持が著しく衰退した一方で、実務家とし

て政治問題に深く関与せず、市政を担っているチャカオ

市長、エルアティージョ市長には一定の支持がある。 

 

カルロス・オカリス氏とダビッド・ウスカテギ氏は、ど

ちらがミランダ州知事選の野党統一候補になるかを決

めるため４つの世論調査会社（「Delphos」「More 

Consulting」「Varianzas」「Datin Corp」）に世論調査を

委託。４社の世論調査の結果を受けて野党の統一候補を

決めるとしていた。 

 

世論調査の結果はウスカテギ氏の勝利。 

ウスカテギ氏は勝利宣言をした。 

 

しかし、オカリス氏側は世論調査の投票結果の確認を要

求。 

 

確認の結果、２つの世論調査会社の調査の結果で裏付け

を取ることが出来なかったとしており、これを理由に改

めて世論調査を行うこととなった。 

 

なお、裏付けがとれた２つの世論調査の結果について、

１つの調査は４ポイント差でオカリス氏が勝利。 

もう１つの調査は２ポイント差でウスカテギ氏が勝利。 

 

両者にはほとんど差がないと言えそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/45f040e3ccbfc8eb26f9cc3b45353d0e.pdf
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（写真）ダビッド・ウスカテギ氏ツイッター 

 

「マドゥロ政権 野党政治家２名を解放」           

 

９月３日 ２１年２月に拘束された「大衆意思党（VP）」

のヒルベルト・ソホ元議員（下写真）が解放された。 

 

ソホ元議員は、暴動を計画した罪で２０１４年１１月に

も逮捕されており、１６年１２月に解放された。 

 

今回の拘束理由については確認できなかったが同じよ

うに暴動（治安混乱）を計画した疑惑を理由とした拘束

と思われる。 

 

 

（写真）VP “ヒルベル・ソホ元議員” 

 

 

 

 

また、９月４日には同じく VP 党員の Yovanny Salazar

氏（下写真）が解放された。 

 

Salazar 氏は２０２０年１０月に拘束されており、約１

年ぶりに解放されたことになる。 

 

政治犯の解放は、与野党協議が進展していることの表れ

と理解することも出来そうだ。 

 

 

（写真）Notocias ２４ 

 

「マドゥロ大統領 野党へ裁きを求める」         

 

９月５日 マドゥロ大統領は、国営放送のインタビュー

番組に出演。グアイド議長を強く非難。彼にこれまで犯

した罪を償わせると述べた。 

 

「米国は操り人形を探している。やつ（グアイド議長）

は、米国で訓練を受けた愚か者だ。彼は操り人形として

利用され、憲法に基づいた大統領を倒壊させるよう仕向

けられた。」と指摘。 

 

「この点については裁きが必要だ。なぜなら奴らは

CITGO や Monomeros を奪い、銀行口座を盗んだ。 

今回の協議では制裁解除を求める。制裁が解除されれば

より速やかに我が国の経済は回復する。我々は今後もア

メリカと戦う準備はできている。」 

と述べた。 
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経 済                       

「中央銀行の PDVSA 融資 ２４７億ドル相当」         

 

中央銀行で両替業務部の部長の経験がある経済学者エ

ルメス・ペレス氏（メトロポリタン大学教授）は、イン

フレの原因について、中央銀行が PDVSA へ大量のボリ

バル建て融資を行っていることが原因と指摘した。 

 

２０２１年７月末時点で中央銀行が PDVSA に対して

融資している金額は BsS.７京８，８８１兆。ドル建てで

言うと２４７億ドルに相当するという。 

 

ペレス氏は、中央銀行による PDVSA への過度な融資が

市中にボリバルの流通量を増やし、インフレを引き起こ

していると指摘した。 

 

中央銀行による PDVSA 向けの融資は２０１０年から

始まった。当時は金額としてそこまで大きくなかったが、

２０１７年に爆発的に増加。ハイパーインフレを引き起

こしたという。 

 

「銀行は融資できる状況にない」             

 

マドゥロ大統領は、経済回復のための政策として国内製

造業に対する外貨建て融資、デジタル通貨建ての融資を

許可するとの政策を発表していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.632」）。 

 

本件について、経済専門家アーロン・オルモス教授は、

経済系メディア「Finanzas Digital」で、現在の金融機関

は融資ができる状況にないとの見解を示した。 

 

現在、銀行の預金準備率は８５％（以前は９７％だった

が、現在は８５％まで引き下げられた）。 

 

 

 

つまり、顧客から預かった預金の８５％は中央銀行に預

けておかなければならず、融資に回すことが出来るのは

残りの１５％に限られている。 

 

この預金準備率を引き下げない限り、銀行が融資を増や

すことはできないと指摘。少なくとも預金準備率を６０

～６５％まで引き下げる必要があるとした。 

 

なお、マドゥロ政権は２０１８年後半に預金準備率を一

気に引き上げた。預金準備率引き上げの理由はインフレ

対策。当時、融資資金の多くは闇レートに流れており、

マドゥロ政権は、これが闇レートを引き上げる要因にな

っていたと考えていた。 

 

この取り組みが功を奏したのかを証明することはでき

ないが、２０１９年からインフレはやや落ち着いている。 

 

「一部の銀行家が新通貨導入を妨害している」            

 

マドゥロ大統領は、国営放送のインタビュー番組で、１

０月１日から開始を予定している新通貨「ボリバル・デ

ジタル」について、一部の銀行家が「ボリバル・デジタ

ル」の完全な移行を妨害していると訴えた。 

 

「いくつかの銀行家は、デジタル経済への完全な移行を

妨害している。私はロドリゲス副大統領に、我々の取り

組みを妨害し、国民の支払い手段を妨害する銀行家と協

議をするよう命じた。」 

と述べた。 

 

また、マドゥロ政権の宿敵で最近は多少の歩み寄りがみ

える「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」との関係につ

いて、 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/19b94b0ec81bf85bb18ef8f8d44d031e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/19b94b0ec81bf85bb18ef8f8d44d031e.pdf
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「対話の有無にかかわらず、特権階級との闘いは今後も

続く。なぜなら、この戦いは思想の戦いであり、権力の

戦いであり、富の配分をどうするかという問題だからだ。 

 

我々は、富を生み出し、それを公平に配分する国を作る。

ただ、警戒する必要はない。我々は経済を立て直すため

に全ての企業家と協議をする。 

 

新しい規則が市場の発展と生産性向上に寄与し、且つ適

正な価格で販売されることを望んでいる。」 

との見解を示した。 

 

社 会                       

「１０月から１年半ぶりに学校再開か」            

 

９月５日 マドゥロ大統領は１０月から学校を再開す

ると発表した。 

 

ただし、学校も「７＋７」を維持し、隔離緩和週に該当

する１週間は通学、次の１週間（隔離週）は自宅学習と

いうやり方になるという。 

 

なお、現在ベネズエラでは４０歳以上の人を対象にワク

チン接種を行っている。 

 

マドゥロ大統領は３歳～１８歳にも対象範囲を広げる

必要があると言及した。 

 

しかし、通学形式の学校が始まっても教員が学校に来る

かは不明だ。 

 

教育者労働組合は、現在の労働条件について「経済面・

社会面・インフラ面で労働する環境が保証されていない」

と主張。 

 

 

 

教員の多くはまだワクチンを接種しておらず、感染リス

クがある。また、給料・福利厚生などの待遇面で問題が

多く、これらの問題に進展があるまで学校には行かない

という教員も多いという。 

 

以上 


