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（写真）Carlo Atencio Firnhaber “１２月１７日 全国規模の一斉停電が起きる”

２０２１年１２月１７日（金曜）
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また、「野党は個人の利害を最優先することをやめて、

２０２１年１２月１７日（金曜）
政

２０２１年１２月２０日（月曜）

ベネズエラを最優先に考えて、真の意味での統一プラッ

治

トフォームを発足するべき」と主張。

「ボルヘス PJ 前幹事長 国会への意見書を公表
１．外国にある政府資産の透明性を保証するため、第三

～国会を通じて野党勢力を維持～」

者の信託組織が管理する制度を構築する。
「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘ

２．汚職や政治闘争への注力から脱却するため、政党が

ス前幹事長は、自身のツイッターで国会メンバーに対し

資産を管理することを停止する。国際的に信頼され

て提出した意見書を公表した。

ている企業・組織による会計監視システムを構築す

１２月１７日

る。
同意見書の中で、自身がグアイド暫定政権の外相のポジ

３．市民団体・より広範囲な政党を含め、新たな統一プ
ラットフォームを構築するために全力を尽くす。

ションを辞職した理由と、新たな野党の方針について具

４．ベネズエラ国内で支持されるグループを組織する。

体的な提案を述べている。

５．国会を通じて国内外の承認を維持する。
６．政府資産の支出が適切に執行されていたのかの調査

以下、意見書の概要を紹介したい。

を継続する。
ボルヘス前幹事長は、自身がグアイド暫定政権の外相を
この意見書では「暫定政権を無くすべき」と明確に提案

辞職した理由について４点を挙げた。

していない。しかし、「暫定政権は政権交代という目的
１．外国資産の扱いを巡る汚職疑惑を受けて、我々の民
主主義と自由を勝ち取る戦いの意義が棄損したた

を放棄し、政府資産で汚職を行い、現在の体制に固執す
ることが目的となっている」と強く非難している。

め。
２．暫定政権は、我々を自由にするという目的を放棄し、

１２月５日

ボルヘス氏がグアイド暫定政権の外相職

永遠に存続することを目指す組織になってしまっ

を辞職する際に「暫定政権を終わらせるべき」とはっき

ているため。

り述べており、暫定政権を終わらせたいとの意思は変わ

３．暫定政権は、外国にある政府資産を管理することに

っていないと思われる。

注力しており、ベネズエラに民主主義を取り戻すと
そして、暫定政権終了後、「どのように野党がベネズエ

いう目標を忘れてしまっているため。
４．過去３年間の政治闘争は外国で行われており、国内

ラ国内、国際社会とかかわるか」について、

を解放するという我々の目的と大きな乖離が生じ

「５．国会を通じて国内外の承認を維持する」

た。外国だけではなく、ベネズエラ国内にいる人々

と提案しており、暫定政権ではなく、２０１５年に選ば

を団結させなければならないため。

れた野党国会として野党の正当性を維持することを考
えているようだ。

なお、上記の見解はボルヘス氏個人のもので政党の理解
ではないと補足しているが、ここに書かれていることと

個人的には、この提案は主要野党本位な印象を受ける。

同じことを PJ 党員が訴えており、政党としての方針で
あることは明らかだろう。
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仮にボルヘス氏が提案した「５．国会を通じて国内外の

実際にビザ発行が必要になるのは、メキシコの官報で正

承認を維持する」が、２０１５年に選ばれた野党国会を

式な通知が発行されてから１５日後だという。なお、現

軸に野党の方針を決めるということであれば、それは議

時点では官報での通知は行われていない。

員数の多い主要野党４党だけで反マドゥロ勢力の方針
を決めることに等しい。

ベネズエラ人政治評論家のエウロヒオ・マルティネス氏
によると、ベネズエラ人の入国に対しては現在９８カ国

ただし、
「ウィークリーレポート No.227」
「No.228」の

がビザ発行を求めているという。

州知事・市長選の結果を見ても分かる通り、２０１５年
～２１年の間に主要野党の支持は大きく落ち、反対勢力

２００６年は６６カ国だったようで、ベネズエラのパス

は主要野党だけではなくなっている。

ポートの価値が下がっていると指摘した。

「穏健野党や独立野党にも反政府勢力に加わるよう求
めるが、決定権は２０１５年当時の民意を反映し、４党
が維持する」では穏健野党、独立野党が納得しないだろ
う。

「マドゥロ政権 米国の制裁緩和を期待しない」
「Bloomberg」は、先日国会が承認した２０２２年国家

ボルヘス氏は「個人の利害を優先するのをやめてベネズ
エラを最優先に考える」と提案している。そうであれば、
現在の民意を反映した決定構造にすることが望ましい
だろう。

「墨

経 済

予算資料を確認。
同資料によると、PDVSA が２０２２年も政府マジョリ
ティの合弁会社を維持する方針で、オリノコ原油地帯の
産油に注力するという。

ベネズエラ人の入国にビザ要件を追加」

また、PDVSA は、２０２２年も米国が制裁を解除する
ことを予見しておらず、取引代金を原油輸出で相殺する

１２月１７日 メキシコ内務相は、ベネズエラ人に対し

物々交換を続ける方針を示しているという。

て入国時にビザの提出を求めることを決定した。
なお、Bloomberg が確認した資料によると
これまでメキシコへはビザ無しで入国することが出来

「PDVSA は中国・インド・日本などへの原油輸出に注

ていたが、メキシコ経由で米国に不法入国を試みるベネ

力する。同様に新たな市場開拓を模索する」

ズエラ人が増えているため、ビザを要求することにした。

と書かれているという。

ビザ発行が必要になることで、メキシコへの移動に時間

どのような背景があるのかは不明だが、日本への原油輸

がかかるだけでなく、ビザ発行の手数料がかかることに

出を再開したい意向はあり、２０２２年の目標になって

なり、時間と資金的な負担が増したことになる。

いるようだ。
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「ベネズエラ資本 ドミ共の新航空会社に参画」

２０２１年１２月２０日（月曜）

社 会
「全国規模の一斉停電 グリダムで問題

１２月１７日

ドミニカ共和国に「Red Air」という新

～土曜日にも２度目の停電

たな航空会社が誕生した。
「 Red Air 」 の 主 要 株 主 に は ベ ネ ズ エ ラ の 航 空会 社
「Laser」の株主アルバレス一族が入っているという。

電力不安定か～」

１２月１７日深夜２時ごろ全国規模の一斉停電が起き
た。ここ最近も停電は頻繁に起きていたが、全国規模の
一斉停電は久しぶりになる。

「Red Air」は、４機を所有しており、ドミニカ共和国の
首都サントドミンゴ⇔米国マイアミの週２便を運航す
るという。座席数から想定される予想乗客数は１週間で
２０００人。

停電が確認されている州は、アプレ州、アラグア州、ア
ンソアテギ州、バリナス州、カラボボ州、コヘーデス州、
ファルコン州、ララ州、メリダ州、ミランダ州、モナガ
ス州、ヌエバエスパルタ州、ポルトゥゲサ州、スクレ州、

「Red Air」のエクトル・ゴメス社長は、将来的にコロン
ビア、ベネズエラ、米国の他都市などへの路線拡大に意
欲を見せた。

タチラ州、トゥルヒージョ州、バルガス州、ヤラクイ州、
スリア州、カラカス首都区。
つまり、停電しなかったのはアマゾナス州、デルタアマ
クロ州、ボリバル州、グアリコ州の４州だけということ

「石油化学工業組合

税負担の緩和を求める」

になる。

「 ベ ネ ズ エ ラ 石 油 化 学 工 業 組 合 （ Asoquim ）」 の

停電後、ネストル・リベロール電気エネルギー相は

Guillermo Wallis 代表は、マドゥロ政権に対して、税金

「我々は、グリ水力発電所で新たな攻撃を受けたとの情

負担の緩和を求めた。

報を入手した。
」と停電の理由について説明しているが、
テロが起きたことを確認できる特段の証拠は提示され

「現在、消費税は１カ月に１度支払っている。一部の税

ていない。

金は毎月支払う必要がある。加えて、市税も高い。
これらの税金負担が会社のキャッシュフローを悪化さ

２０１９年に起きた一斉停電は復旧に何日も時間がか

せている。

かったが、今回は同日の正午過ぎに復旧した。

また、税金とほぼ同等の強制的な拠出金（ベネズエラに
はスポーツ振興法、科学技術振興法など収益額に応じて

ただし、２日後の１２月１９日１３時頃にアラグア州、

支払う額が決まる拠出金が存在する）」も会社の資金的

バリナス州、メリダ州、スリア州、カラカス首都区で再

な負担になっている。

び停電が起きており、引き続き電力供給が不安定な状況
が続いている。

国内では重税が企業の活動を阻害する一方で、輸入品の
関税を免除するなど輸入促進を行っており、国内企業の

今回の停電について、電力専門家ヘスス・ゴメス氏は、

競争力を奪っている」と指摘。

発電施設の劣化と投資不足と指摘している。

不平等な環境を改善するよう求めた。
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２０２１年１２月１８日～１９日（土曜・日曜）
政

治

「チリ大統領選 決選投票
～左派 ガブリエル・ボリッチ候補当選～」
１２月１９日

チリで大統領選の決選投票が行われた。

去る１１月２１日 チリで大統領選が行われたが、得票
率５０％を超える候補が出なかったため、１位と２位で
決選投票を行うことになっていた。

（写真）ガブリエル・ボリッチ氏ツイッターより

１位通過は、右派連合のホセ・アントニオ・カスト候補。

「クラサオ ベネ人収容施設の視察受入拒否」

２位通過は、左派連合のガブリエル・ボリッチ候補。
１２月１８日 人権団体アムネスティ・インターナショ
決選投票は開票率９２％の時点で、左派連合のガブリエ

ナルの Dagmar Oudshoorn 氏は、クラサオ政府がベネ

ル・ボリッチ候補が得票率５５．８７％。対するアント

ズエラ不法移民の収容施設の査察を拒否したと訴えた。

ニオ・カスト候補は４４．１３％だった。
クラサオはベネズエラと距離が近く、不法移民の流入に
カスト候補は、僅差の場合は裁判所で争う姿勢を示して

悩まされている。

いたが、１０ポイント超の差は大きく敗北を認めた。
１０月１１日 「Al」というメディアが、クラサオでの
ボリッチ候補は３５歳。チリ史上、最年少の大統領だと

ベネズエラ不法移民の非人道的な収容状況についてレ

いう。なお、投票率は５５．６％と大統領選としては高

ポートを公表した。

くない。大統領の交代は２０２２年３月１１日を予定し
ている。

これを受けて、同国の移民管理体制を確認するためにア
ムネスティ・インターナショナルが代表を派遣したとい

ボリッチ候補は左派といってもマドゥロ政権やニカラ

う。

グアのオルテガ政権のような急進左派には当たらずマ
ドゥロ政権やオルテガ政権に対して否定的な見解を示

Oudshoorn 氏は、クラサオ州政府の人権問題担当者と

している。

面談し、収容施設の状況について意見交換を行ったとい
う。ただし、具体的にどのような話し合いが行われたの

極右と言われたカスト候補よりは左派政権に理解があ

かについては明らかにしていない。

ると思われるが、ベネズエラやニカラグアと関係が良好
になるような印象はない。
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「Goldman Sachs」のエネルギー分野調査担当によると、

済

２０２２年にブレント原油は１バレル８５ドル、２０２

「２１年 ラ米はインフレが最も激しい地域」

３年には１バレル３ケタに達するという。

「国際通貨基金（IMF）
」の最新調査によると、ラテンア

「ベネズエラ国際線の移動制限措置を延長」

メリカ地域全体の２０２１年インフレ率は９．３％。
世界で最もインフレ率が高い地域だったという。

１２月１８日 「国家民間航空局（INAC）
」は、Covidラテンアメリカ地域で最もインフレ率が高かったのは

１９感染拡大防止策として施行されている国際線の移

もちろんベネズエラ。１～１１月までで６３１．１％。

動制限措置を３０日間延長。

なお、過去１２カ月の間に先月比５０％超のインフレ率

少なくとも２０２２年１月１８日までは、現在移動が許

が確認された場合、その国はハイパーインフレ国と認識

可されている７カ国（ドミニカ共和国、トルコ、メキシ

される。

コ、パナマ、ボリビア、ロシア、キューバ）のみに限定
されるとした。

ベネズエラは２０２１年に入ってから先月比５０％超
のインフレが起きておらず、１２月のインフレ率が５
０％以下であれば正式にハイパーインフレ国ではなく
なる。
アルゼンチンもインフレに悩まされている国。
同国の２０２１年のインフレ率は５１．１％とみられて
おり、ベネズエラからするとかなり緩やかだが、高イン
フレであることは間違いない。
他、ブラジルの２０２１年のインフレ率は前年比１０％
前後になるとみられている。
メキシコは前年比７～８％のインフレ率になるとみら
れており、大国を含めて高いインフレ率になる見通しだ。

「Goldman Sachs

原油価格の高騰を予見」

投資銀行「Goldman Sachs」は、今後２年で輸送分野の
燃料需要が大きく増えると予想。
資源輸出国が迅速に供給を増やせない場合、原油価格は
１バレル１１０ドルに達する可能性があるとした。

（写真）INAC
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２０２１年１２月２０日（月曜）

「スターバックス カラカスで販売を開始」

「飛行機内で汚水が逆流」
１２月５日 個人のツイッターアカウント（@chacheoc）
１２月１８日

ソーシャルメディア上で飛行機の中と

で、カラカスの高級地区ラスメルセデスにある「Yeet
Market」というスーパーマーケットにスターバックス

思われる映像が拡散された。

コーヒーが売っているとの動画が投稿された。
映像では通路から勢いよく水が流れ出ており、映像を撮
っている人の説明によると、この水はトイレの水で飛行

動画では、コーヒーを売る場所にスターバックスのロゴ

機内に排泄物の悪臭が蔓延しているという。

が付けられており、「エイプリルフールの冗談」と話題
になっている。

この飛行機がどこの飛行機か確定情報ではないが、ベネ
ズエラのナショナルフラッグ「Conviasa」ではないかと

「Yeet Market」はこの件について説明。

の情報が流れ、
「Coviasa」は同社の公式ツイッターで「フ
実際にスターバックスは、菓子メーカー「Nestle」と協

ェイクニュースだ」と噂を否定した。

力し、ベネズエラのコーヒーの販売を支援しているとい
また、同じくベネズエラの航空会社「Avior Airline」で

う。

はないかとの情報も流れているが「Avior Airline」は否
スターバックスは同社のコーヒーを作るレシピをフラ

定も肯定もしていない。

ンチャイズオーナーに提供するスタイルのようだ。
キャビンアテンダントの制服を見る限り、
「Conviasa」

店舗によってメニューも異なるという。

ではないと思われる（Conviasa のキャビンアテンダン

なお、
「Yeet Market」はベネズエラ産のコーヒー豆を使

トの制服はオレンジ色）
。

用するという。

「Avior Airline」はイメージカラーが赤色なので、
「Avior」
の可能性が高い。

（写真）@GladysSeara
以上
（写真）La Patilla
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