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（写真）Leopoldo Lopez 氏 YouTube “ロペス VP 党首 PJ による VP 非難声明に懸念を表明” 

 

 

２０２１年１０月６日（水曜） 

 

政 治                     

「PJ ララ州支部 疑念解消するまで選挙不参加」 

「ロペス VP 党首 PJ の動きは怪しい」 

「コロンビア商取引再開は１０月８日に延期」 

経 済                     

「債権者 テスタフェロの資産で債権回収狙う」 

「AFP 通信 Monomeros 巡る野党混乱報じる 

～Monomeros 元社長 政治の経営介入を否定～」 

「中国バス Yutong 過払い疑惑」 

社 会                     

「水問題 水は来ないが、水道代の請求は来る」 

２０２１年１０月７日（木曜） 

 

政 治                    

「故チャベス大統領兄 ベラルーシ大統領と会談 

～経済関係深化で合意～」 

「グアイド議長 民主主義擁護者首脳会議で演説」 

経 済                    

「野党国会 ９月のインフレ率９．７％増」 

「バス代支払い デノミの影響は特になし」 

「クレディスイス ベネ経済５．５％増と予想」 

社 会                    

「医療人材の流出 ３．９～４万人」 

「チャカオ市 主要道路の通り沿いで火事」 
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２０２１年１０月６日（水曜）             

政 治                       

「PJ ララ州支部 疑念解消するまで選挙不参加」       

 

１０月６日 主要野党の一角を成す「第一正義党（PJ）」

のララ州支部は、１１月の全国州知事選・市長選につい

て、「野党統一連合（MUD）」のララ州知事の候補とイ

リバレン市の候補選びについて、その経緯を明らかにす

るまで選挙キャンペーンに参加しないと発表した。 

 

問題の発端についての詳細は「ベネズエラ・トゥデイ

No.659」を参照されたい。 

 

簡単に言うと、当初ララ州知事選の MUD 統一候補は

「行動民主党（AD）」のソベジャ・メヒア氏、イリバレ

ン市の MUD 統一候補は PJ のアルフォンソ・マルキナ

氏の予定だったという。 

 

しかし、主要野党内での話し合いの結果、急遽ララ州知

事の MUD 候補として「新時代党（UNT）」のルイス・

フロリド氏が選ばれ、イリバレン市の候補にソベジャ・

メヒア氏が繰り下げ。その結果、PJ のアルフォンソ・マ

ルキナ氏が出馬できなくなったという。 

 

マルキナ氏はララ州を拠点とする政治家で PJ ララ州支

部の幹部を務めている。上記の背景から、PJ ララ州支部

は、自身が所属する PJ も含めて主要４党（PJ、AD、

UNT、VP）に対して方針の見直しを求めたようだ。 

 

なお、今回の候補者の変更は、ミランダ州知事の MUD

候補を PJ のカルロス・オカリス氏にしたことで、PJ が

他の政党に別の出馬枠を譲り、その結果マルキナ氏が被

害を受けたとの噂が報じられている。 

 

 

 

PJ ララ州支部が公表した声明によると、PJ は最初に世

論調査を通じてララ州の出馬候補を決めるよう提案し

たが、AD がこの提案を拒絶したという。 

 

その後、PJ は予備選挙を通じてララ州候補を決めるよ

う提案したが、この提案は UNT に拒絶されたという。 

 

そして、主要野党内での話し合いの結果、ララ州知事選

の MUD 統一候補は「行動民主党（AD）」のソベジャ・

メヒア氏、イリバレン市の MUD 統一候補は PJ のアル

フォンソ・マルキナ氏になるという話だった。しかし、

この決定が前述の通り覆され、現在に至っているという。 

 

このような経緯から、PJ ララ州支部は主要野党幹部ら

に対して、全ての経緯を説明するよう要請。 

 

この疑念が解消するまで選挙キャンペーンに参加しな

いことを決めたという。 

 

「ロペス VP 党首 PJ の動きは怪しい」         

 

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、マ

イアミ在住ジャーナリストのフェルナンド・リンコン記

者のインタビューに応じた。 

 

リンコン氏が、グアイド政権のこれまでの政権運営につ

いて質問し、ロペス党首が自身の運営を擁護するやり取

りが続いた。 

 

その中でリンコン氏が 

「PJ のフリオ・ボルヘスがグアイド政権の外国資産の

運営について疑義を呈しているがこの点について、どの

ように考えているのか？（「ベネズエラ・トゥデイ

No.658」参照）」と尋ねると、 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d2bb0b9f81334c10e2e416c945493e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d2bb0b9f81334c10e2e416c945493e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
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ロペス党首は 

「（ボルヘスが）グアイドを攻撃している理由は理解で

きない。彼と PJ はこの訴えについてより詳細を説明す

る必要がある。しかし、このような内部の闘争に注目を

することはベネズエラを良い方向に導かないと考えて

いる。 

 

私は、彼ら（PJ）が何を狙っているのか分からない。彼

らの動きは怪しい。しかし、このテーマに注力すること

は独裁者が望む方向に動いていることになる。 

 

ベネズエラやニカラグアなど独裁者が政権を掌握して

いる国ではいつも対立候補を分断させようとする。ある

いは資金で懐柔を図る。」 

と回答した。 

 

「コロンビア商取引再開は１０月８日に延期」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.661」で、マドゥロ政

権がコロンビアとの国境に置いていたコンテナを撤去

したとの記事を紹介した。 

 

マドゥロ政権は、１０月５日から国境の商取引を再開す

ると発表していた。 

 

ただし、実際はコロンビアとの調整はついておらず、１

０月５日には始まらなかったようだ。 

 

マドゥロ政権のタチラ州護民官を務めるフレディ・ベル

ナル氏（１１月の州知事選で与党が推薦しているタチラ

州知事候補）は、「国境での商取引の再開は予定してい

た日に実現しなかった。両国の移民当局および税関と協

議を重ねる必要がある。」と説明。 

 

１０月８日には再開できるだろうとの見通しを示した。 

 

 

なお、ベネズエラとコロンビアは陸続きで他にも国境を

結ぶ関所は存在する。その１つウレーニャの「パウラ・

サンタンデール橋」にもコンテナが置かれている。 

 

ベルナル氏は、ウレーニャ国境での商取引再開について

も１０月８日からになるだろうと説明した。 

 

経 済                        

「債権者 テスタフェロの資産で債権回収狙う」           

 

「ロイター通信」は、ベネズエラの債権者が、マドゥロ

政権のテスタフェロ（政府高官の資金隠しに協力してい

る人物）とされるラウル・ゴリン氏が米国に保有してい

る不動産をもって債権回収を試みていると報じた。 

 

ラウル・ゴリン氏はベネズエラ民放「Globovision」のオ

ーナー。 

 

米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、２０１９年１月

にゴリン氏に制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.237」）。 

 

その後、１９年１１月に米国の「移民税関管理局（ICE）」

はゴリン氏を「ICE が最も捜索している人物」のリスト

に加えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.373」）。 

 

債権回収に動いている債権者は、米国フロリダ州の企業

「Casa Express Corp」。同社は同社が保有しているベネ

ズエラ国債４，３２０万ドルの支払いを求めて２０２０

年１１月にニューヨーク南部裁判所に提訴していた。 

 

ロイター通信が確認した裁判資料によると、「Casa 

Express Corp」がゴリン氏の不動産をもって債権の回収

を申請したのは２０２１年８月だったという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/181e73e913916d37e16ea2c40b98c185.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7d9b92446cafebba83f4fc375a4c98a.pdf
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「AFP 通信 Monomeros 巡る野党混乱報じる     

 ～Monomeros 元社長 政治の経営介入を否定～」                  

 

コロンビアにあるベネズエラ国営石油化学公社「ペキベ

ン」傘下の肥料メーカー「Monomeros」を巡る混乱とグ

アイド政権への疑惑は深まる一方となっている。 

 

AFP 通信は、グアイド政権の「Monomeros」運営につ

いて報じた。 

 

９月２４日 「Monomeros」が、「コロンビア法人監督

局」に破産法の適用を申請し、９０日以内に再建計画を

法人監督局に提出すると報じられた。 

 

本件について「Monomeros」は声明を発表。 

「今回の申請は倒産ではなく、今回の手続きは単なる法

的な枠組みの外で行う交渉プロセスに過ぎない。

Monomeros は引き続きベネズエラの資産のまま。

Monomeros の２０２０年の業績は８３０万ドルの黒字

だった」と説明した。 

 

また、米国がベネズエラに科している制裁について「米

国の保護を受けている」と評価する姿勢を示した。 

 

他、９月１５日に「Monomeros」社長を辞任したカルメ

ン・エリサ・エルナンデス氏は自身のツイッターで声明

を発表。 

 

自身が Monomeros 社長に就任したのは、ロペス VP 党

首と良好な関係にあったことが理由ではなく、自身のこ

れまでのキャリアが評価されたことが理由と主張した。 

 

また、自身が社長を担っていた際に、政治的な圧力は存

在せず、Monomeros の会社経営に政治的な介入があっ

たとの事実はないと訴えた。 

 

 

「中国バス Yutong 過払い疑惑」            

 

以前マドゥロ大統領が中国「宇通客車（Yutong）」のバ

ス７６１台を調達すると発表した記事を紹介した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.659」）。 

 

本件に関連して、非営利団体「Alianza Rebelde Investiga

（以下、ARI）」は、マドゥロ政権が Yutong のバスを異

常に高い価格で購入していると訴えた。 

 

ARI によると、ベネズエラはバスを調達するためにこれ

まで合計で１２億６，１００万ドルを支払ったという。 

 

これはバス１台当たり１７万９０００ドルかかってい

ることを意味するが、バス１台の本当の値段は８万７０

００ドルだったと指摘。この倍以上の差額は汚職資金に

なっていると訴えた。 

 

社 会                        

「水問題 水は来ないが、水道代の請求は来る」           

 

OVSP のアンケート調査で紹介した通り、ベネズエラの

水問題は深刻な状況になっている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.661」）。 

 

首都カラカスについて、「水アクセスに問題がある」と

回答したのは全体の６９．７％に達している。 

 

PJ 党員のヘスス・アルマス氏は、自身のツイッターにカ

ラカス水道局「Hidrocapital」が発行した２０００ドル

相当の水道料金請求書を投稿。 

 

「水道が出ないのになぜ２０００ドルの請求書が来る

のか？」と「Hidrocapital」に対して説明を求めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d2bb0b9f81334c10e2e416c945493e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d2bb0b9f81334c10e2e416c945493e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
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（写真）ヘスス・アルマス氏ツイッター 

 

２０２１年１０月７日（木曜）              

政 治                       

「故チャベス大統領兄 ベラルーシ大統領と会談     

          ～経済関係深化で合意～」        

 

１０月７日 故チャベス元大統領の兄で在キューバ・ベ

ネズエラ代表大使を務めるアダン・チャベス氏がベラル

ーシのルカシェンコ大統領と会談した。 

 

ベラルーシも２１年６～８月にかけて欧米諸国から経

済制裁を受けており、経済制裁を受けた国同士で協力体

制を構築することが狙いと思われる。 

 

ルカシェンコ大統領は、ベネズエラとの関係を強化する

ことで合意。「これまで両国は外交的に有効な関係を築

いてきたが経済的にはあまり関係がなかった」と言及。 

 

「ベラルーシが求める全ての財をベネズエラは持って

おり、逆もまた然りだ。」と述べた。 

 

なお、チャベス大使はベラルーシを訪問する前に、同じ

く欧米から制裁を受けているロシアにも訪問していた。 

 

 

（写真）Adan chavez 氏ツイッター 

 

「グアイド議長 民主主義擁護者首脳会議で演説」           

 

１０月７日  グアイド議長は「民主主義同盟財団

（fundación Alliance of Democracies）」が主催する「世

界 民 主 主 義 擁 護 者 首 脳 会 議 （ Cumbre Mundial de 

Defensores de la Democracia）」で演説。 

 

強権政治と戦う世界の国々でより強い結束を作るよう

呼び掛けた。 

 

「世界はより多くのことができる。我々は人権侵害を行

う責任者に対して制裁を科すなど、世界の力がある民主

国家が行っている行動に感謝をするべきだ。 

 

ベネズエラの深刻な状況はベネズエラが戦争状態であ

ることを証明している。経済は９０％縮小し、６００万

人超の国民がベネズエラを離れた。ベネズエラは世界で

最もインフレの激しい国だ。ベネズエラは小さなグルー

プに国を乗っ取られている。」 

と主張した。 

 

同首脳会合では香港、ウガンダ、ベラルーシ、ミャンマ

ー、キューバ、ニカラグアなど強権政府の統治下にある

国々の反対派リーダーが登壇した。 
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経 済                       

「野党国会 ９月のインフレ率９．７％増」            

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は２１年９月のインフレ率を公表した。 

 

OVF によると、９月のインフレ率は先月比９．７％増。 

２０２０年１０月～２１年９月までの１２カ月分の累

計インフレ率は１，４５６％。２０２１年１月～９月ま

での９カ月間の累計インフレ率は５２５．７％となった。 

 

分野別で最もインフレ率が高かったのは「教育」で、先

月比６６．２％増と突出して高い。 

 

マドゥロ政権は、１０月２５日から通学形式の学校が再

開すると発表。学校再開のために教育材の需要が集中し

ていることが要因と思われる。 

 

なお、９月の基礎食糧費は３０４．８３ドル。 

先月の３０５．０９ドルからやや下がったが、過去１２

カ月単位で見ると最も高い水準にある。 

 

 

 

 

（写真）OVF 

 

「バス代支払い デノミの影響は特になし」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、デノミ後に公共

交通機関（バス）の支払いに何か変わったことがあった

かを調査した。 

 

調査の結果、デノミ前とデノミ後でバス分野は特に影響

はないとのこと。バスはこれまで通りボリバル・ソベラ

ーノで料金を受け取るケースが多く（たまにドル支払い

もある）、新通貨ボリバル・デジタルで支払う人はまれ

だという。 

 

現在、カラカスのバス乗車料金は一律０．２５ドルある

いは１００万ボリバル・ソベラーノ、つまり１ボリバル・

デジタルになっているという。 
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「クレディスイス ベネ経済５．５％増と予想」         

 

クレディスイスは２０２１年のベネズエラの経済成長

率の予測値を更新。前年比５．５％のプラス成長になる

とした。前回のレポートでは前年比４％増としていたた

め、１．５％の上方修正となる。 

 

また、２０２２年については前年比（２１年比）４．５％

のプラス成長と予想した。こちらも前回のレポートから

３％上方修正した。 

 

経済成長率を上方修正した理由について、原油価格が上

昇傾向にあることを挙げた。また、通常の商取引でドル

支払いが一般的になったことで経済が回りやすくなっ

たと指摘した。また、野党が選挙に参加することで選挙

関連の支出が増加することなどが要因とした。 

 

また、インフレ率の見通しについて前回のレポートでは

２０２１年は年率１９５０％と予想していたが、９１

５％に下方修正したという。また、２０２２年は同８０

０％と予想した。 

 

社 会                       

「医療人材の流出 ３．９～４万人」            

 

「ベネズエラ医療連合（FMV）」のドグラス・レオン代

表は、深刻な経済混乱と患者の死亡率の高さを理由にこ

れまでに３．９万～４万人の医師がベネズエラを離れた

と述べた。 

 

死亡率が高くなっているのは、病院のインフラ劣化と医

療サービスを行うための物資が不足していることが理

由だと指摘。 

 

医師が無力感を感じることで国を離れる原因の１つに

なっているとした。 

 

レオン代表は、 

「ベネズエラには全国で３００の病院があるが、これら

の病院は墓場になっている。 

病院は医薬品も医療資材も衛生用品もない。患者への食

料もなく、水もない。」 

と訴えた。 

 

「チャカオ市 主要道路の通り沿いで火事」         

 

日本企業が多く拠点を構えるチャカオ市の大通り「フラ

ンシスコ・デ・ミランダ通り」沿いにある施設で火災が

発生した。 

 

火災は、裁判所施設の隣にある建設現場だったという。 

 

消防隊の活躍と、丁度その日が強い雨だったこともあり、

別の施設に引火する前に鎮火でき大事には至らなかっ

た。ただし、煙を吸って２名が意識不明になり、病院に

運ばれたという 

 

 

（写真）ラモン・カマチョ記者ツイッター 

 

以上 


