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（写真）急進野党「７月１６日グループ」 “急進野党グループ Monomeros による訴えを拒絶” 

 

 

 

２０２２年６月１日（水曜） 

 

政 治                     

「急進野党と主要野党の対立深まる 

～Monomeros 急進野党議員を提訴～」 

「マドゥロ大統領 アレアサ・コミューン相を叱責」 

経 済                     

「PDVSA ８年間で１１５０億ドルの潜在的損失」 

「CENDAS-FVM 基礎生活費は１０００ドル超」 

「Venamcham 米国産の食料品輸入が増加 

～米国のオーバーコンプライアンスが減少～」 

社 会                     

「アンソアテギ州で魚が謎の大量死」 

２０２２年６月２日（木曜） 

 

政 治                    

「主要野党 大統領選の予備選挙 

～出馬が禁止されている政治家も参加可能～」 

「刑務所脱獄軍人 マドゥロ政権との戦闘宣言」 

「マドゥロ大統領 国境に密売人の潜伏認める」 

「検察庁 保健省と病院への査察実施で合意」 

「タチラ州知事 前知事を名誉棄損で訴え」 

経 済                    

「石油商工会 制裁解除で日量１５０万バレル」 

「中銀 １８億ドル超を両替市場に投入」 

「SENIAT 税収１５．７億ドル」 
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２０２２年６月１日（水曜）             

政 治                       

「急進野党と主要野党の対立深まる            

    ～Monomeros 急進野党議員を提訴～」       

 

（この記事は５月３０日の記事だが、内容的に重要なも

のなので本日付で紹介したい） 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.760」で紹介した通り、急

進野党グループに属するホセ・ルイス・ピレイラ氏は

「Monomeros」の経営がグアイド暫定政権に政治利用

され、壊滅的な状況になったと指摘。 

 

コロンビア検察庁に対して、汚職などの理由で捜査を正

式に要求した。 

 

この要求を受けて、「Monomeros」が声明を発表。 

 

「Monomeros」によると、ピレイラ氏は２０２２年に入

ってからMonomerosの経営にマイナスの影響を与える

情報を吹聴していると指摘。 

 

ピレイラ氏が事実無根の疑念を吹聴したことで、

Monomeros のイメージを失墜させ、経営を悪化させた

と主張。 

 

２２年４月からピレイラ氏の非難により受けた損害の

賠償を求める請求を実施していると表明した。 

 

この Monomeros の声明を受けて、ピレイラ氏が所属す

る急進野党グループ「７月１６日グループ」が声明を発

表。 

 

「Monomeros」の訴えを拒絶するとした。 

 

 

「７月１６日グループ」の主張を要約すると以下の通り。 

 

ホセ・ルイス・ピレイラ氏は２０１５年１２月の国会議

員選で当選したベネズエラの国会議員であり、国会議員

が有する「公的組織の監視」の役割を担っている。 

 

今回のピレイラ氏の訴えは国会議員が有する正当な任

務の実行に当たり、憲法に定められたピレイラ氏の職務

遂行を理由とした訴えは受け入れられないというもの。 

 

今回の一件が起きる直前の５月２５日、グアイド暫定政

権は急進野党グループに対して、主要野党が中心となり

組織した「統一プラットフォーム」の同盟に加わるよう

呼び掛けていた。 

 

しかし、ここ数日の対立により両者の関係は著しく悪化

したように見える。 

 

なお、「Monomeros」を巡る主要野党の汚職については

「ウィークリーレポート No.254」を参照されたい。 

 

「マドゥロ大統領 アレアサ・コミューン相を叱責」         

 

６月１日 マドゥロ大統領は、コミューン関連の政治イ

ベントに出席。 

 

同イベントのオーガナイザーであるホルヘ・アレアサ・

コミューン相をテレビの前で叱責し、話題になっている。 

 

実際にその映像を見たが、「叱責」というよりも「叱咤

激励」という印象を受けた。 

 

発端はコミューン事業を促進するための金融機関

「Safonapp」。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db007b63c8ec15b1ed8db98fa701c021.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/daa03d3f1682387bd577824af3cac810.pdf
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アレアサ・コミューン相は、「Safonapp」を通じて事業

を行うための資金がないと説明。 

 

マドゥロ大統領は、「Safonapp」に資金を投じてコミュ

ーン事業を拡充するよう、これまで何千回も命じてきた

と主張。それにもかかわらず「Safonapp」に運転資金が

ないことにいら立ちを示した。 

 

コミューン相は「法律的な問題で・・」と口にすると、

「お金がないわけはない。Safonapp は強靭な資金力を

持った組織でなければならない。 

 

私は Safonapp が機能しているという報告を聞いていた。

もし機能していないのであれば、私は嘘の報告を受けて

いたことになる。どうして Safonapp は機能しているな

んていう嘘をついたんだ。 

 

組織を機能させろ。言い訳は聞きたくない。反革命的な

ことは受け入れられない。」 

とアレアサ・コミューン相を前に声を荒げた。 

 

マドゥロ大統領とアレアサ・コミューン相の関係はかな

り長い。２０１３年にマドゥロ大統領が就任した当時の

副大統領はアレアサ氏だった。激怒したというよりはハ

ッパをかけたという印象を受けた。 

 

 

（写真）国営放送局 

 

 

経 済                        

「PDVSA ８年間で１１５０億ドルの潜在的損失」           

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロス氏は、PDVSA が抱える問題を理由に過去８年間で

合計１，１５０億ドルの潜在的な収入を失ったと指摘し

た。 

 

この数字は仮にベネズエラが２０１６年と同じ水準の

産油量を維持できていた場合に想定される収入だとい

う。 

 

また、エネルギー供給が不安定化している現状で、全て

の産油国が増産するべき状況にあるが、ベネズエラは現

在の状況では不可能との見解を示した。 

 

「CENDAS-FVM 基礎生活費は１０００ドル超」                  

 

物価を調査している団体「CENDAS-FVM」のオスカル・

メサ社長は、インタビュー番組「Onda La Superestacion」

に出演。 

 

２２年４月の基礎生活費（５人家族の食費や交通費・医

療費・公共サービスなど基本的な生活に必要な経費）が

１，００４ドルだったとした。 

 

また、現在の月額食料費は１人１００ドルと指摘。 

５人家族で合計４８０．９２ドル（２，２３２ボリバル）

とした。 

 

基礎生活費のうち４７．４９％は食費で半分を占める。 

１４％はサービス費、１１％は教育費、１０．９％は清

掃道具などだという。 
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「Venamcham 米国産の食料品輸入が増加       

 ～制裁のオーバーコンプライアンスが減少～」            

 

「米国ベネズエラ商工会議所（Venamcham）」は、２０

２２年第１四半期（１月～３月）の米国とベネズエラの

貿易額（輸出額と輸入額）は合計で５億３，８００万ド

ルだったと発表した。 

 

これは前年同期と比べて２７．７２％（１億１，７００

万ドル）増だという。 

 

ベネズエラから米国への輸出は前年同期比１５９．６

１％（６．６００万ドル）増の１億７００万ドル。 

 

米国からベネズエラへの輸出は前年同期比１３．４６％

（５，９００万ドル）増の４億３，２００万ドルだった

という。 

 

Venamcham のルイス・ビセンテ・ガルシア役員は、両

国の経済関係の進展について 

「米国からベネズエラ向けの農産品・食料品輸出が増加

している。ベネズエラはこれまで米国の取引先として認

識されていなかったが、状況が改善しつつある。 

 

ベネズエラに制裁が科された際、“もうベネズエラとは

取引をしない”という風潮が市場にあった。 

 

食料品や医薬品などの取引は制裁の適用対象外ではあ

ったが、金融機関は制裁の恐れから金融取引を仲介しな

かった。 

 

この状況は今でも残っているが、OFAC と財務省が働き

かけたことで、状況は改善しつつある。」 

との見解を示した。 

 

 

 

米国はマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識してお

らず、ベネズエラ政府に制裁をし、ベネズエラ国営石油

公社にも制裁を科している。 

 

Venamcham によると、２００８年には両国の貿易取引

額は合計で３８０億ドルだったが、取引の大部分を占め

ていたエネルギー分野の取引が停止したことで急減。 

２１年の貿易取引額は１９．６億ドルまで減少していた。 

 

社 会                        

「アンソアテギ州で魚が謎の大量死」           

 

６月１日 アンソアテギ州のプエルト・ピリトゥ市の海

岸で大量の魚が打ち上げられていると話題になってい

る。 

 

下写真の白く見えるのが魚。動画を見る限り、写真で確

認できる魚は一部であり、かなり多くの魚が打ち上げら

れている。 

 

原因は不明だが、原油漏れあるいは何らかの危険物質が

海上に流出したのが原因ではないかと指摘されている。 

 

 

（写真）@ImpactoVE 
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２０２２年６月２日（木曜）              

政 治                       

「主要野党 大統領選の予備選挙             

 ～出馬が禁止されている政治家も参加可能～」         

 

６月２日 主要野党の一角「行動民主党（AD）」のラモ

ス・アジュップ幹事長は、２０２４年の大統領選に出馬

する野党統一候補を選ぶための予備選挙について、「現

在、公職選への出馬が禁止されている政治家も予備選挙

に出馬できる」と発表した。 

 

「現在ベネズエラ国外にいる政治家も野党の予備選挙

に出馬することができる。出馬を禁止されている政治家

も参加できる。 

 

エンリケ・カプリレス氏、レオポルド・ロペス氏、フリ

オ・ボルヘス氏、ファン・パブロ・グアニパ氏も候補者

になることが出来る。」と述べた。 

 

ベネズエラでは多くの野党政治家が公職選への出馬を

禁止されている。多くは名前の通った野党政治家であり、

野党統一候補の有力候補になる人物だ。 

 

 

（写真）Madurdas 

 

 

 

マドゥロ政権は公職選に参加できない理由について、犯

罪行為を行ったためと主張している。 

 

エンリケ・カプリレス氏は、ミランダ州知事時代に公共

入札で不正があったとして出馬が禁止されている。 

 

ファン・パブロ・グアニパ氏は、２０１８年に行われた

州知事選の際にスリア州知事に当選したにもかかわら

ず、制憲議会への知事就任の宣誓を拒んだことで罰則と

して出馬が禁止されている。 

 

この２名は比較的軽微な罰と言える。 

 

しかし、レオポルド・ロペス氏は、外国のベネズエラ政

府資産を奪い、大統領職を不当に奪い、国を混乱に陥れ

た先導者。 

 

更に２０１４年の抗議行動を計画・主導し治安を悪化さ

せた罪で服役し、２０１７年に刑務所から自宅軟禁にな

ったが、２０１９年に自宅から逃亡し、現在はスペイン

に亡命している。 

 

フリオ・ボルヘス氏は、２０１７年に国会議長を務めて

いた当時、与野党協議を合意直前に離脱し、米国政府に

経済制裁を求め、ベネズエラ経済に大きな打撃を与えた。 

 

マドゥロ政権側がレオポルド・ロペス氏とフリオ・ボル

ヘス氏の出馬を認めるとは考えられず、両名が予備選で

１位通過したとしても本選挙に出馬できる可能性はな

いだろう。 
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「刑務所脱獄軍人 マドゥロ政権との戦闘宣言」           

 

マドゥロ政権は、離反する疑いのある多くの軍人を拘束

している。これらの軍人の多くはラモベルデ収容所に収

容される。 

 

２０１９年、このラモベルデ収容所から脱獄した元軍人

Anyelo Julio Heredia Gervacio 氏は、ソーシャルメディ

アにビデオメッセージを投稿した。 

 

マドゥロ政権およびその取り巻きへの拒絶を表明する

と共に、現在マドゥロ政権から国民を解放するグループ

に加盟しており、マドゥロ政権と対峙すると宣言した。 

 

「全ての戦いはたった１つの目的（マドゥロ政権の倒壊）

のために行っている。 

２０２２年６月１日、我々はベネズエラを自由に導くた

めの抗議行動を促進するために９つの州で戦略チーム

を発足した。国内外の全てのベネズエラ国民を団結させ

る。」と発表した。 

 

なお、Anyelo Julio Heredia Gervacio 氏は２０１７年に

逮捕された。なお、野党「キリスト教社会党（Copei）」

のロベルト・エンリケ党首も Gervacio 氏と同じタイミ

ングで訴えられたが現在も野党政治家として活動を続

けている。 

 

 

「マドゥロ大統領 国境に密売人の潜伏認める」         

 

６月２日 マドゥロ大統領は、軍人を対象としたイベン

トに出席。 

 

ベネズエラの全国２３州のうち国境を中心に１１の州

でゲリラや麻薬密売人が潜伏していると認めた。 

 

具体的に名前を挙げた州は、アプレ州・バリナス州・コ

ヘーデス州・グアリコ州・タチラ州・スリア州・ファル

コン州・アンソアテギ州・スクレ州・デルタアマクロ州・

モナガス州。 

 

これらの犯罪組織を撲滅するためにアプレ州、バリナス

州、コヘーデス州、グアリコ州で４つの軍事オペレーシ

ョンを実施すると発表。特にコロンビアに近いアプレ州

アラウカを中心にゲリラ撲滅オペレーションを実施す

るとした。 

 

「検察庁 保健省と病院への査察実施で合意」        

 

６月２日 ウィリアム・サアブ検事総長は、全国の国営

病院の査察を行うと発表した。 

 

この査察は、保健省と検察庁の合意により実行されると

いう。 

 

現在、マドゥロ政権は「良い政府（Buen Gobierno）」と

いうスローガンを掲げており、汚職撲滅に力を入れてい

る（ようにみえる）。 

 

５月２６日 マドゥロ大統領は、医療セクターにマフィ

アがいると指摘。国営病院に秘密調査員を送り込むと発

表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.759」）。 
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今回の検察庁による国営病院への査察は、マドゥロ大統

領の方針を受けたものと思われる。 

 

なお、サアブ検事総長の発表によると過去４年半で２２

４件の医療器材の盗難を調査しており、７８名を起訴し

たという。 

 

「タチラ州知事 前知事を名誉棄損で訴え」         

 

６月２日 前タチラ州知事のライディ・ゴメス氏は、現

在タチラ州の知事を務めているフレディ・ベルナル氏か

ら訴訟を受けたと発表した。 

 

訴訟の理由は名誉棄損。 

賠償請求額は１，２００万ドルだという。 

 

ゴメス前知事は、フレディ・ベルナル氏がコーヒー産業

の密売に関与していると訴えており、この訴えに対する

名誉棄損だという。 

 

この訴えを受けて、ゴメス前知事は１５日以内に裁判所

に出頭する必要があるという。 

 

経 済                       

「石油商工会 制裁解除で日量１５０万バレル」            

 

「ベネズエラ石油商工会（CVP）」のレイナルド・キン

テロ代表は、「Union Radio」のインタビュー番組に出演。

ベネズエラの石油産業について自身の見解を述べた。 

 

キンテロ代表によると、現在のベネズエラの産油量は日

量８０～９０万バレルだという。ただし、制裁が科せら

れているうちは日量１００万バレルを超えることは難

しいとの見解を示した。 

 

 

 

また、仮に制裁が緩和されれば、国内企業だけでも今の

状態から２０～３０万バレルは産油量を増やすことが

可能と言及。 

 

仮に欧米企業が産油活動を再開すれば更に日量４０万

バレル増やすことが出来、日量１５０万バレルまでは回

復させることが出来るとの見解を示した。 

 

「中銀 １８億ドル超を両替市場に投入」                  

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、５月最終週に中

央銀行は１億５００万ドルを両替市場に投入し、２０２

２年に入ってから５月末までに合計１８億２，５００万

ドルを外貨市場に投入したと報じた。 

 

しかし、為替レートのボリバル安は徐々に進行しており、

「公定レート（両替テーブル）」の平均レートは６月３

日時点で１ドル５．１２ボリバル。 

 

政府の管理外で取引されている「並行レート」の参照サ

イト「Dolar Today」は１ドル BsD５．１６となってい

る。 

 

「SENIAT 税収１５．７億ドル」         

 

「徴税庁（SENIAT）」は２０２２年１月～５月の５か月

間で合計８０億１，５７４万ボリバルを徴収したと発表

した。ドル建てで１５億７，４６０万ドルに相当する。 

 

５月中に徴収した税金は１８億１，７９４万ボリバル。

ドル建てで３億５，７１０万ドルだった。 

 

なお、５月に徴収した法人税は６，６１０万ドル。 

付加価値税は１億５，４５０万ドル。 

以上 


