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（写真）統一プラットフォーム “１０月２４日 カラカスの１月２３日地区で豪雨により複数の家屋が崩壊” 

 

 

２０２２年１０月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「主要野党 マドゥロ政権の報道制限を訴え 

～４カ月でラジオ局など６１メディア閉鎖～」 

「ロペス VP 党首 治安当局が自宅を占拠」 

経 済                     

「スペイン人企業家 制裁回避し原油を販売 

～４０％ディスカウントし、ロシアへ原油輸出～」 

「タチラ州 ペソ建てのガソリン販売を停止」 

「建設業界 直接雇用者は３万人以下」 

社 会                     

「カラカス旧市街地 洪水で多数の住宅が崩壊」 

２０２２年１０月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「米国 １日約２００人のベネズエラ人を追放 

～米国向けのベネズエラ人の移動に変化～」 

「急進野  G４は凍結資産を簒奪するための組織」 

経 済                    

「Monomeros 汚職にウリベ元大統領親族が関与？ 

～金融コンサル会社に１７万ドル不正支出～」 

「CITGO PDVSA２０債の債権者と協議模索」 

「国境再開から１カ月 取引額は２２５万ドル」 

社 会                    

「豪雨 ２３年３月まで続く可能性」 
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２０２２年１０月２４日（月曜）             

政 治                       

「主要野党 マドゥロ政権の報道制限を訴え      

 ～４カ月でラジオ局など６１メディア閉鎖～」       

 

１０月２４日 主要野党を中心とする野党連合「統一プ

ラットフォーム」は、直近４カ月でマドゥロ政権が多く

の放送局を閉鎖させたと訴えた。 

 

統一プラットフォームの発表によると、直近４カ月で６

１のメディアが閉鎖したという。 

 

今週も以下８つのラジオ局が閉鎖されたという。 

Stereo 93.1FM、La Nuestra 89.9F、Pontálida 92.5FM、

Somos 88.3FM、Esperanza Viva 98.1FM、Ángel 102.3FM、 

Café 90.3FM、Explosión Stereo 95.7FM 

 

他、１０月１９日、２０日にスリア州のラジオ局を中心

に閉鎖を命令。具体的には 

Sur del Lago Stereo 91.9、Somos 95.5、Gustosa 98.7、

Zulianísima 102.9、Fantástica 88.3、Piragua 99.9 

などを閉鎖している。 

 

他、コヘーデス州・ポルトゥゲサ州・カラボボ州でも複

数のラジオ局が閉鎖されるなどメディアが急激に減少

しているという。 

 

この状況について「統一プラットフォーム」は、マドゥ

ロ政権が表現の自由を侵害していると指摘。 

 

メディアが選択的に閉鎖されており、情報ツールが減少

していると訴えた。 

 

筆者の認識では、ベネズエラのインターネットニュース

は全く減少していない。むしろ野党系のメディアが圧倒

多数と言える。 

他方、ベネズエラ国内ではインターネットを使用する人

の割合はそこまで高くない。 

 

日本人よりもラジオの利用率は高く、ラジオの報道を制

限することでベネズエラ国内の市民にマドゥロ政権の

ネガティブ情報が流れないようにしていると思われる。 

 

「ロペス VP 党首 治安当局が自宅を占拠」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.823」にて、「大衆意思

党（VP）」のレオポルド・ロペス党首のカラカスの自宅

に SEBIN 職員らが入り、家財を押収、同宅の警備員を

拘束したとの記事を紹介した。 

 

本件について、１０月２４日 ロペス VP 党首はソーシ

ャルメディアにて、「カラカスの自宅が引き続き独裁者

に占拠されている。分かっていることは壁が破壊され、

車に多くの家財を積んでいったことだけだ。」と投稿。 

また、「拘束された警備員がどこにいるかも分かってい

ない」と説明した。 

 

ロペス党首は２０１４年に抗議行動を扇動したとして

治安不安定化の罪で拘束された。それから２０１７年に

自宅謹慎措置が取られ、カラカスの自宅で謹慎処分とな

っていたが、１９年に自宅を脱出。家族と共にスペイン

に亡命している。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス VP 党首 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a5862fb87ec9e3f2029e4822156a0e5.pdf
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経 済                        

「スペイン人企業家 制裁回避し原油を販売     

 ～４０％ディスカウントし、ロシアへ原油輸出～」           

 

AP 通信の Joshua Goodman 記者は、スペイン系の石油

産業企業家 Juan Fernando Serrano 氏が違法にベネズエ

ラ産原油をロシア人企業家 Oleg Deripaska 氏に販売し

ていたと報じた。 

 

この支払いは現金やデジタル通貨で行われており、原油

は国際市場価格よりも４０％ほどディスカウントされ

ていたという。 

 

米国連邦検察は、Juan Fernando Serrano 氏について「制

裁回避を目的とした取引」として逮捕する方向で動いて

いるという。 

 

Serrano 氏は、「Treseus」という原材料の販売を行う会

社の社長を務めており、同社はスペイン・イタリア・ド

バイに事務所があるという。 

 

Goodman 記者が公開した資料によると、「Treseus」は

アスファルト（ビチューメン）を販売しており、ベネズ

エラ産とは明記されていないが、これがベネズエラ産原

油だという。 

 

そして、この取引の決済はモスクワにあるベネズエラ系

銀行「Evrofinance」で現金やデジタル通貨などで行って

いたという。 

 

なお、Serrano 氏は４年前にはイランに対してミサイル

の発射台の類の製品を販売していたと報じられている。 

 

 

 

 

 

 

（写真）@APjoshgoodman 

 

「タチラ州 ペソ建てのガソリン販売を停止」         

 

コロンビアペソの価値がドルに対して急激に下落して

いる。 

 

現地メディア「El Pitazo」は、この状況を受けて、タチ

ラ州のガソリンスタンドが、ガソリン給油時にコロンビ

アペソの受け取りを拒否するようになったと報じた。 

 

現地の人にヒアリングをしたところ、これまでペソ建て

で支払う際、ガソリンスタンドでは正規レートで換算し

て支払いを受け取っていたという。 
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正規レートで換算した場合、コロンビアペソで支払う側

が割高になるという。従って、これまでガソリンスタン

ド業者は十分な利益を得ていたはずだが、今度はコロン

ビアペソを受け取らなくなったと訴えている。 

 

一方ガソリンスタンド業者にヒアリングしたところ、少

し前までガソリンスタンドではガソリン１リットルを

２０００コロンビアペソで販売していたという。 

 

しかし、現在は１ドル４４００コロンビアペソになって

おり、実質的に損をしているという。 

 

今後も同様にコロンビアペソの価値が下落しないとも

限らないので、コロンビアペソでの受け取りを拒んでい

るという。 

 

「建設業界 直接雇用者は３万人以下」                  

 

「ベネズエラ建設商工会」の Enrique Madureri 代表は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。２０２２

年の建設業界について「成長なし」とコメントした。 

 

他方、「政府に建設業界を成長させるための提案を続け

ている」と説明した。 

 

Madureri 代表によると、現在の建設業界の規模は２０

１２年の２％程度しかない、つまり市場規模が９８％減

少したという。 

 

過去には建設業界の直接雇用者数は１３０万人だった

が、現在は３万人も雇用できていないという。 

 

また、コロンビアとベネズエラの取引再開に期待を表明。

これにより建設需要が拡大することに期待するとの見

解を示した。 

 

 

社 会                        

「カラカス旧市街地 洪水で多数の住宅が崩壊」           

 

１０月２４日 カラカス旧市街地の「１月２３日地区」

で豪雨により多数の住宅が崩壊した。 

 

カルメン・メレンデス・リベルタドール市長によると、

６６の住居が被害を受けており、そのうち１４の住居は

完全に崩壊。これにより１６２名の住まいに問題が起き、

現在は仮設施設に避難しているという。 

 

１月２３日地区の他、Carrizal, Los Salias, La Veguita y 

Montaña Alta なども一部地域で浸水、道路が通行不可

能になるなどの問題が生じたという。 

 

 

（写真）リベルタドール市 

 

（写真）Maduradas “豪雨により崩壊した家屋” 
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２０２２年１０月２５日（火曜）              

政 治                       

「米国 １日約２００人のベネズエラ人を追放      

   ～米国向けのベネズエラ人の移動に変化～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.819」で紹介した通り、米

国政府はベネズエラ人不法移民の取り締まりを強化。メ

キシコへ追放している。 

 

メキシコ人記者の Mario Alvarado 氏は、米国政府は１

日に約２００人のベネズエラ人を米国の「Eagle Pass」

からメキシコの「Piedras Negras」に追放していると報

じた。 

 

メキシコの移民当局は不法移民を受け入れる方針を承

認。これにより大量の不法移民がメキシコ国境に滞留し

ており、状況は悪化しているという。 

 

なお、民主党内ではバイデン政権の不法移民追放に異議

を唱える人もいるようだ。 

 

１０月２４日には２４人の民主党議員らがバイデン政

権の不法移民追放政策について「失望した」として、現

在の政策を撤回するよう要請する声明を公表した。 

 

ただし、米国政府の移民管理の厳格化を受けて、これま

で米国に向けて移動していたベネズエラ人の移動の波

が急激に減少しているという。 

 

元々、米国に到着するためにはダリエン地峡を通過しな

ければならず、この道が非常に危険で過酷なため、入国

できるか分からない状況でこの地峡を通過する人が減

ったという。 

 

 

 

 

パナマの「国家国境サービス局（Senafront）」の Oriel 

Ortega 氏は、これまでは最大で１日当たり３０００～

４０００人がダリエン地峡を通過していたが、現在は１

日当たり１０００人程度まで減少したと説明している。 

 

なお、米国の移民管理の厳格化は、米国に向かっていた

ベネズエラ移民の波を他の国に移動させることを意味

しており、他国も移民入国を厳格化している。 

 

１０月２４日 パナマ政府はパナマを通過するベネズ

エラ人に対して特別許可を求めると発表。米国に向かっ

ているあるいはベネズエラに戻ろうとするベネズエラ

人はビザが必要になるという。 

 

「急進野党 G４は凍結資産を簒奪するための組織」         

 

急進野党のリーダー、マリア・コリナ・マチャド VV 党

首は、主要野党を痛烈に批判。 

 

「G４（Group４の略で主要野党４党「大衆意思党（VP）」

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」を意味する）はグアイド暫定政権を組織し、

ベネズエラの資産を分配するマフィアになった。」 

と指摘。 

 

「暫定政権の振る舞いはベネズエラ国民に甚大な失望

感を与え、同時に国際社会にも失望感を与えた」と訴え

た。 

 

他「現在、G４は暫定政権の名のもとに資金を分配して

おり、権力を握っている。しかし、本当の力は国民の意

志であり、現在の暫定政権は本当の力を持っていない。」 

と主張した。 

 

なお、マチャド党首は２３年６月末に予定している主要

野党が主催する予備選挙に出馬する意思を示している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c2906b04e4e3e7656ab1ac1ac5b3651.pdf
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経 済                       

「Monomeros 汚職にウリベ元大統領親族が関与？    

 ～金融コンサル会社に１７万ドルを不正支出～」        

 

コロンビアにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」

について新情報が報じられている。 

 

内容はグアイド暫定政権が「Monomeros」をコントロー

ルしていた際に、コロンビアのアルバロ・ウリベ元大統

領の兄弟のカミロ・ウリベ氏に対して多額の不審な支払

いをしていることが判明したという。 

 

なお、ウリベ元大統領とドゥケ前大統領は密接な関係に

あり、この取引にドゥケ政権が関与していた可能性もあ

る。 

 

コロンビア人記者 Maria Jimena Duzan 氏によると、２

０２０年１２月、カミロ・ウリベ氏は金融コンサルタン

ト会社「Dorr Asset Management」というケイマン諸島

の会社を通じて「Monomeros」から１７万ドルを受け取

っており、この支払いがドゥケ政権関係者に分配されて

いた可能性があるという。 

 

この１７万ドルの支払いは「Monomeros」の適切な支払

い承認プロセスを経たものではなく、内部規則違反に当

たると報じられている。 

 

また、この支払いについては支払い目的も不透明で、何

らかの商業インボイスやサービス契約のようなものが

確認できていないという。 

 

更 に 「 Dorr Asset Management 」 と い う 会 社 は

「Monomeros」の取引先登録が行われておらず、支払っ

てよい対象になっていないという。現時点では情報の真

偽は確定できておらず、追加情報を待ちたい。 

 

 

「CITGO PDVSA２０債の債権者と協議模索」            

 

PDVSA の米国子会社「CITGO」のオラシオ・メディナ

代表は RCR のインタビューに応じ、現在の CITGO の

状況についてコメントした。 

 

メディナ社長によると、現在 CITGO は額面４８億ドル

（評価額４５億ドル）の債務を抱えているが、経営は順

調で直近９カ月で２０億ドルの利益が出ており、通年で

２５億ドル程度の利益が出る見通しと述べた。また、

CITGO の会社の評価額は１００億ドルだという。 

 

また、「ベネズエラ・トゥデイ No.823」で紹介した通り、

「グアイド暫定政権が消滅する可能性がある」との指摘

を受けて、メディア社長は 

「それは以前から予見されていた話ではある。ファルコ

ン会計監査総長がこの対応については検討することだ

ろう。 

 

我々はどちらかの政治リーダーを守る立場にはない。し

かし、外国にある資産を保護するためには暫定政権の存

在が必要不可欠だと考えている。 

 

（グアイド暫定政権が消滅することが）与野党協議を進

めるために必要なのかは分からない。しかし、その影響

は十分に考えなければならない。 

」との見解を示した。 

 

また、マドゥロ政権が CITGO をコントロールすること

で PDVSA２０債の債権者が CITGO を差し押さえる懸

念について表明。 

 

PDVSA２０債権者とコンタクトしており、交渉の道を

探っているとコメントした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a5862fb87ec9e3f2029e4822156a0e5.pdf
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ただし、「CITGO が PDVSA２０債の支払いを代行する

ことは考えていない」と断言した。 

 

また、CITGO が今後どうなるかについて弁護士からコ

メントを受けており、２０２３年末～２４年初めには決

着が付くだろうとの説明を受けているという。 

 

「国境再開から１カ月 取引額は２２５万ドル」         

 

９月２６日 ベネズエラとコロンビアの国境が再開し

た。１０月２５日で国境再開から１カ月が経過したこと

になる。 

 

１０月２５日 コロンビアのヘルマン・メンドーサ観光

工業商業相は、両国の国境移動が再開してから１カ月の

間に６７の商用貨物がノルテ・デ・サンタンデール県を

通過し、２２５万ドル相当、総重量１，５５２トンの取

引が行われたと説明した。 

 

また、コロンビアからベネズエラに輸出された品目は主

に医療資材・段ボール・缶詰製品・皮革製品などだとい

う。 

 

メンドーサ観光工業商業相は、商品の移動に加えて、近

隣地域の雇用が拡大し、近隣経済の回復に貢献したと補

足した。 

 

ただし、報道ではベネズエラ側の通関の作業効率が著し

く遅く、商取引がうまく進んでいないとの指摘も報じら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「豪雨 ２３年３月まで続く可能性」            

 

１０月に入りベネズエラでの豪雨被害に関する記事を

連日のように紹介している。 

 

それだけ頻繁に豪雨がベネズエラを襲っており、大きな

被害が出ている。 

 

レミヒオ・セバジョス内務司法相は、１０月２５日には

新たな台風がベネズエラに上陸すると警戒を呼び掛け

ている。今回の台風は特に勢力が強く、沿岸部を中心に

大きな被害が出る可能性があるとしている。 

 

また、国家気象観測局のラファエル・エルナンデス氏に

よると、ベネズエラは「ラ・ニーニャ現象」の影響を受

けて、豪雨被害が今後も続くことが予想されており、長

い場合は２０２３年３月まで豪雨が続く可能性がある

と指摘している。 

 

以上 


