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（写真）フレディ・ベルナル氏 “コロンビアとベネズエラの国境をつなぐ橋に置かれていたコンテナを撤去” 

 

 

２０２１年１０月４日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア国境 １０月５日から商取引を再開 

～国境移動を妨害していたコンテナを撤去～」 

「チャカオ市長 MUD にオカリス候補辞退を要請 

～リベルタドール市長候補 主要野党を批判～」 

経 済                     

「グアイド議長 Monomeros 執行役員交代を要求」 

「野党 ConocoPhillips 訴訟の状況を説明」 

「クラサオ PDVSA 資産 Propernyn を没収」 

社 会                     

「OVSP アンケート 公共サービスの劣化が深刻」 

２０２１年１０月５日（火曜） 

 

政 治                    

「ブラジル連邦最高裁 

マドゥロ政権外交官の国外追放を承認」 

「ドゥケ大統領 ベネズエラ領事館再開に意欲」 

「非政府系団体 グアイド政権の運営を非難」 

「ロペス VP 党首 グアイド政権を擁護」 

経 済                    

「２０２１年 民間セクターの GDP は１％増」 

「中銀 両替外貨の投入で並行レート下落」 

社 会                    

「女子サッカーVinotinto 元監督 性暴力疑惑」 
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２０２１年１０月４日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア国境 １０月５日から商取引を再開    

  ～国境移動を妨害していたコンテナを撤去～」       

 

１０月４日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、１０月

５日からコロンビアとベネズエラの国境での商取引を

再開すると発表した。 

 

２０１９年２月 グアイド政権が発足間もない当時、米

国政府はコロンビアとベネズエラの国境（コロンビア側）

に大量の支援物資を送り込み、国境から支援物資をベネ

ズエラに届けるという人道支援オペレーションを実行

した。 

 

マドゥロ政権は、このオペレーションをテロ攻撃と非難。

ベネズエラとコロンビアの国境をつなぐ橋「シモンボリ

バル国際橋」にコンテナを置き、支援物資の搬入を拒ん

だ（「ベネズエラ・トゥデイ No.257」）。 

 

この一件以来、両国を結ぶ国境の移動は原則止められて

おり、２年半以上が経過していた。しかし、ロドリゲス

副大統領の発表を受けて、両国の移動を阻害していたコ

ンテナが撤去された。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“コロンビアとベネズエラを結ぶ国境に置かれていたコ

ンテナ” 

２０２０年 コロンビア政府は Covid-１９感染防止策

として両国の人の移動を禁止した。しかし、２０２１年

６月には限定的に入国を許可すると発表。ベネズエラの

身分証明書「セドゥラ」の末尾の数字に応じて入国でき

るような仕組みに変更した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.608」）。 

 

ただし、マドゥロ政権側はコロンビアの措置について事

前に通知を受けていないとして国境は引き続き封鎖。 

 

しかし、不法入国者は絶えず国境の移動を巡る汚職が横

行していた。今回、国境の移動問題が前進することで不

法入国の問題も前進することを期待したい。 

 

なお、グアイド議長はツイッターを投稿。 

「イバン・ドゥケ大統領と、ウィーン条約に基づいた領

事活動の再開と、管理された国境の移動を再会する必要

性について協議を行った。」 

と説明した。 

 

「チャカオ市長 MUD にオカリス候補辞退を要請    

 ～リベルタドール市長候補 主要野党を批判～」         

 

「野党統一連合（MUD）」がミランダ州知事選に「第一

正義党（PJ）」のカルロス・オカリス候補を擁立したこ

とを巡り問題が続いている。 

 

日本企業も多く拠点を構えるチャカオ市のグスタボ・ド

ゥケ市長は、MUD に対してオカリス候補のミランダ州

知事選出馬について見合わせるよう要請。ミランダ州の

知事選候補はダビッド・ウスカテギ氏であると宣言した。 

 

チャカオ市は野党支持者の牙城でもあり、同市の市長を

務めるドゥケ市長が主要野党の方針に異を唱えるのは

極めて異例といえる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d4970cbcda162d168aebe76dd2fb8ed4.pdf
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なお、チャカオ市ではドゥケ市長の評価は高く、１１月

の選挙はドゥケ市長の当選がほぼ確実と理解されてい

る。そのため、MUD もドゥケ市長を MUD の候補とし

て推薦している。 

 

MUD はドゥケ市長の要請に対して 

「グループの一員として、団結を構築する観点からグス

タボ・ドゥケ候補に方針の見直しを求める。チャカオ市、

ミランダ州、ベネズエラを個人の利害を超えて守ろう。 

我々の分裂はベネズエラを破壊した者にメリットを与

えるだけだ。」と反論した。 

 

また、リベルタドール市長選でも野党内で２人の候補が

争っている。MUD は PJ のトマス・グアニパ幹事長を

リベルタドール市長選の候補に推薦しているが、「鉛筆

同盟」のアントニオ・エカリ党首も立候補している。 

 

エカリ候補は選挙演説で主要野党が MUD を奪ったと

主張。主要野党は Monomeros を奪い、今後はリベルタ

ドール市の資産も奪おうとしていると訴えた。 

 

経 済                        

「グアイド議長 Monomeros 執行役員交代を要求」           

 

１０月４日 グアイド議長は、野党国会の機能を代行す

る委任委員会に対してビデオメッセージを発出。 

 

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」の役員を一新す

るよう要請。「Monomeros 再構築委員会」を組織するよ

う提案した。 

 

また、独裁政権の略奪からベネズエラ資産を保護するた

めに最大限の透明性を確保し、暫定政権の権限を行使す

る必要があると主張した。 

 

 

グアイド議長の説明によると、「Monomeros 再構築委員

会」を通じて、専門性が高く、透明性を確保できる人材

を選出するという。 

 

９月２４日 「Monomeros」は、コロンビア法人監督局

に破産を申告。９０日以内に再建計画を提出する予定と

なっている。 

 

一連の動きは、コロンビアの巨大経済グループが主導し

ているもので、グアイド政権の内部関係者が

Monomeros 売却に絡んでいると報じられている。 

 

グアイド議長とレオポルド・ロペス党首が計画の主犯と

の指摘もあれば、「新時代党（UNT）」のロサレス党首と

「行動民主党（AD）」のアジュップ幹事長が黒幕との指

摘もある。 

 

あるいは両方（VP と AD＆UNT）とも Monomeros を

コロンビア企業に売却しようとしているが、売る相手が

異なっているだけとの声もある。 

 

なお、主要野党の中で「第一正義党（PJ）」だけは VP の

運営を非難し、グアイド政権がコントロールしている外

国資産の管理の役割から離脱すると宣言。今後起きると

される問題から責任を逃れる方針を示している（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.658」）。 

 

 

（写真）野党国会 “Monomeros 役員の交代を提案” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3233e3c1d10cdcefa3b01346b7f55558.pdf
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「野党 ConocoPhillips 訴訟の状況を説明」                  

 

９月下旬からグアイド政権と「ConocoPhillips」が「PDV 

Holdings」（CITGO の１００％持ち株会社）の株式売却

で賠償金を支払うことで合意しようとしているとの噂

が報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.656」）。 

 

１０月４日 グアイド政権が任命したエンリケ・サンチ

ェス会計監督長は、この噂を否定。 

 

「裁判所が PDV Hodings の株式差し押さえを命じたと

しても、同株式の売却を執行するよう命じられたわけで

はない。我々は差し押さえを阻止するため控訴する。 

売却で合意したという事実はない。 

 

２０１９年末に裁判所から命じられていた要件を

ConocoPhillips が満たしたため、裁判所が２０２１年９

月に PDV Holdings の差し押さえ手続きの再開を認め

ただけだ。彼らは米国や他の国で訴訟を再会することに

なるだろう。」 

と説明した。 

 

「クラサオ PDVSA 資産 Propernyn を没収」         

 

９月１４日 オランダ裁判所は、クラサオ国営企業

「Curazao RdK」側の主張を認め、オランダにある

PDVSA の会社「Propernyn」の資産没収を認めた。 

 

「Curazao RdK」は、２０１９年１２月末まで PDVSA

にクラサオ製油所を貸し出していたが、米国からの経済

制裁を理由に PDVSA は賃貸料の支払いを停止してお

り、「Curazao RdK」は５，２００万ドルの債権を抱えて

いた。 

 

 

 

 

実は「ConocoPhillips」も資産売却が認められた

「Propernyn」の株式を差し押さえていたようで、同社

が売却された後は２つの債権者に資金が流れるようだ。 

 

現在は「Propernyn」の資産評価を行っているようで、

実際の売却には数カ月を要すると報じられている。 

 

「Propernyn」は、「Nynas」の株式１５％を保有してお

り、ボナイレ石油ターミナルに１０００万立法メートル

の貯蔵施設を保有しているようだ。 

 

社 会                        

「OVSP アンケート 公共サービスの劣化が深刻」           

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、２０２

１年８月～９月の公共サービスの状況に関するアンケ

ート調査を実施した。 

 

水道について、最も評価が低かったのは、スリア州の州

都マラカイボでネガティブな評価は９０．８％だった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
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次いで、マルガリータ島のポルラマル（８４．６％）、 

アンソアテギ州のバルセロナ（７９．９％）と続いた。 

 

平均では６５．６％が水道の状況についてネガティブに

評価している。なお、カラカスは全国平均よりやや悪く

６９・７％だった。 

 

電力について、最も評価が低かったのは、ポルラマルで

７２．２％、次いでカラボボ州の州都バレンシアが６０．

１％、マラカイボが６０％と続いた。 

 

全国平均では、５１．４％の回答者が電力の状況につい

て、ネガティブに評価。カラカスは電力では最も評価が

高く、ネガティブな評価は３３．８％だった。 

 

 

（写真）OVSP 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年１０月５日（火曜）              

政 治                        

「ブラジル連邦最高裁                   

    マドゥロ政権外交官の国外追放を承認」        

 

１０月５日 ブラジル連邦最高裁は、ボルソナロ政権の

決定を支持し、マドゥロ政権の外交官らに対して、ブラ

ジルから出国するよう命じた。 

 

決定を下した最高裁判事のカルメン・ルシア・アントゥ

ネス判事は、 

『「司法」に一国の大統領を決める権限はなく、政治的

な認識は「行政」であるブラジル政府が行うもの。』 

との見解を示した。 

 

ボルソナロ政権はグアイド暫定政権をベネズエラの正

当な政府と認識しており、ブラジルに駐在しているマド

ゥロ政権の外交官に対して国外追放を命じていた。 

 

しかし、最高裁が政府の決定を止めており、マドゥロ政

権が任命した外交官はベネズエラの外交官ではないが、

ブラジルに留まっているという、ステータスがよく分か

らない状況が続いていた。 

 

「ドゥケ大統領 ベネズエラ領事館再開に意欲」           

 

１０月５日 コロンビアのドゥケ大統領はベネズエラ

で領事館を再開する意思があるとの見解を示した。 

 

ドゥケ大統領は 

「もし条件が整うのであれば、我々は領事サービスを再

開する意思がある。領事サービスを再開するためには安

全が保証されなければならない。このスタンスを不思議

に思う人はいないだろう。 
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我々は常にベネズエラ国民に対して友好的に接してき

た。しかし、我々はコロンビアのテロ組織と共存する独

裁政権への非難をやめることはない。」 

と述べた。 

 

ドゥケ政権は２０１９年１月にグアイド暫定政権をベ

ネズエラの正当な政府と認識し、翌２月には、トランプ

政権とグアイド暫定政権と協力し、国境からの支援物資

搬入を支援しようとしたことで、マドゥロ政権との関係

が悪化。 

 

マドゥロ政権は２０１９年２月にコロンビア外交官を

国外退去処分にし、領事館は閉鎖している。 

 

「コロンビア国境 １０月５日から商取引を再開」で紹

介した通り、マドゥロ政権は両国を結ぶ橋に置いていた

コンテナを撤去し、陸路の商取引を再会すると発表した。 

 

このコンテナを置いたのは２０１９年２月で、コロンビ

ア外交官が国外追放された時期と重なる。 

 

両国の関係は史上最悪の水準まで悪化しているが、一定

の関係改善の動きがあるのかもしれない。 

 

「非政府系団体 グアイド政権の運営を非難」         

 

１０月５日 汚職問題などを専門に扱う非政府系団体

「Transparencia Venezuela」は、グアイド政権の運営を

非難する声明を発表。抜本的な方針転換を求めた。 

 

声明では 

「グアイド暫定政権による不透明な公金の扱い、包括的

な調査の欠如、違反した公職者への罰則の欠如など、多

くのメディアが暫定政権の透明性の欠如について非難

をしている。また、対外資産の保護と称して賄賂を受け

取っているとの指摘が存在する。」と指摘。 

 

また、PDVSA２０社債の訴訟、ConocoPhillips との訴

訟など外国債権者との訴訟について、グアイド政権が２

０２１年中に弁護士に支払うべき費用を承認していな

い点についても指摘。 

 

「Transparencia Venezuela」によると、エンリケ・サン

チェス会計監査長は、弁護士への費用支払いの必要性を

度々訴えているが、グアイド政権はその要請に答えてい

ないという。 

 

弁護士費用を支払わなければ裁判に敗北し、ベネズエラ

の資産が奪われる危険性があると警鐘を鳴らした。 

 

「ロペス VP 党首 グアイド政権を擁護」         

 

グアイド政権の運営について、多くのメディアが懸念を

表明しているがグアイド政権自身が変わる意思がある

のかは不明だ。 

 

１０月５日 「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首は「オスロ・フリーダム・フォーラム」に出席。

そこで「EFE 通信」のインタビューに応じ、グアイド政

権の問題について言及。 

 

「問題はグアイド暫定政権ではなく、ロシア・イラン・

トルコ・キューバから永続的な支援を受けているマドゥ

ロ政権だ。ベネズエラの問題は独裁者であり、グアイド

を問題と非難するのは間違いだ」 

との見解を示した。 

 

また、ククタの支援金の不正使用問題について、ロペス

党首は 

「コロンビア検察が問題を調査し、捜査を終了している。 

グアイド政権が米国政府から直接支援金を受け取った

という事実はない。」 

と回答した。 
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経 済                       

「２０２１年 民間セクターの GDP は１％増」            

 

１０月５日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカ

ルロス・フェルナンデス代表は、２０２１年のベネズエ

ラの経済状況について民間セクターは１％増になると

の見通しを示した。 

 

「民間セクターの景気低迷は底を付いた。もちろん縮小

が続いている産業もあるが、長年続いてきた急激な経済

縮小が止まったことはとても重要なことだ。 

 

一方、公的セクターは引き続き支出が減っている。 

従って、公的セクターを含めたベネズエラ全体の経済成

長率が若干のマイナスになることはあり得るだろう。」 

と述べた。 

 

民間セクターの経済成長がプラスになった要因につい

て、ドル建ての取引が一般的になったことで価値を保存

することが出来るようなったこと、ドル建ての融資が増

加したことなどを挙げた。 

 

「中銀 両替外貨の投入で並行レート下落」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.660」で、通貨単位切

り下げ（デノミネーション）に伴い並行レートが急騰し

たとの記事を紹介した。 

 

デノミ直後の並行レート（「DolarToday」）は１ドルBsD.

５．０５。一方、「両替テーブル」の平均レートは１ド

ル BsD.４．１８となっていた。 

 

並行レートの急騰を受けて中央銀行は両替市場に５０

００万ドルを投入。ドル供給が増えたことから並行レー

トは再び下落し、１０月５日の時点で１ドル BsD.４．

１７と両替テーブルと同じ水準に戻った。 

 

並行レートが大きく下落した一方で「両替テーブル」は

ややボリバル安に動き１０月５日の時点で１ドル BsD.

４．１９となり、並行レートよりもボリバル安になる逆

転現象が起きている。 

 

社 会                       

「女子サッカーVinotinto 元監督 性暴力疑惑」            

 

１０月５日 スペインの女子プロサッカー「Atletico 

Madrid」に所属するサッカー選手 Deyna Castellanos 氏

は、自身のツイッターに、ベネズエラの女子サッカーチ

ーム「Vinotinto」のメンバー２４名と連名で元監督

Kenneth Zseremeta 氏を訴える声明を投稿した。 

 

問題が起きていたのは２０１３年～１７年。 

この間、チームのメンバーは Zseremeta 監督（当時）か

ら性的な思考を質問されるなど、何度も嫌がらせを受け

ていたという。また、Zseremeta 元監督だけではなく、

同チームを運営するスタッフらもこれらの嫌がらせを

助長させるような対応をとっていたと訴えた。 

 

また、チームメンバーが１４歳の頃からチームを離れる

まで、Zseremeta 元監督から性的虐待を受けていたこと

を知り、告発することを決めたとした。 

 

Zseremeta 氏は、この訴えについて事実無根と反論。 

身に覚えがないと主張している。 

 

同日、Castellanos 氏の告発を受けてタレク・ウィリア

ム・サアブ検事総長は Zseremeta 元監督および共謀を訴

えられている Williams Pino 氏の調査を開始すると発表

した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/75ecd413131dc3e471ee1e2403faa83d.pdf

