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（写真）中央銀行 “１０月１日 新通貨ボリバル・デジタルへの移行が完了” 

 

 

２０２１年１０月１日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権元大使 主要野党の汚職を告発 

～Monomeros 倒産の責任はロペス党首にある～」 

「ドゥケ大統領 ロペス VP 党首に最後通牒」 

「MUD 州知事・市長選の候補は AD が最多」 

経 済                     

「新通貨ボリバル・デジタルの流通始まる 

～国営銀行で一部障害があるが概ね順調～」 

「デノミネーションの影響で並行レート急騰」 

社 会                     

「FARC とメキシコマフィア 麻薬密売を協議」 

21 年 10 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「ロペス VP 党首 EU の選挙監視団派遣に難色」 

「ミランダ州知事選 野党対立続く 

チャカオ市ドゥケ市長はウスカテギ氏を支持」 

経 済                    

「SUNDDE 雑貨量販店 Traki に営業停止措置」 

「Novo Bank ベネズエラ向け医療支払いを拒絶」 

社 会                    

「パンドラ文書 ラテンアメリカ首脳１４名 

～現役大統領はチリ、エクアドル、ドミ共～」 

「授業再開は１０月２５日からの予定」 
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２０２１年１０月１日（金曜）             

政 治                       

「グアイド政権元大使 主要野党の汚職を告発     

 ～Monomeros 倒産の責任はロペス党首にある～」       

 

２０１９年１１月までグアイド政権下で在コロンビア・

ベネズエラ代表大使を務めていたカルデロン・ベルティ

元大使は、セサル・ミゲル・ロンドン記者のインタビュ

ー番組「Dia Dia」に出演。 

 

コロンビアにあるベネズエラの国営石油化学公社「ペキ

ベン」傘下の企業「Monomeros」の破産について、「大

衆意思党（VP）」のロペス党首に全ての責任があると訴

えた。 

 

ベルティ元大使は、チャベス政権前の政府でエネルギー

相を務めたことのある人物。思想としては主要野党に属

する人物と認識されている。 

 

ベルティ元大使は、グアイド政権に解任させられる形で

２０１９年１１月に大使職を失っていた。 

 

１９年１１月当時、ベルティ元大使は記者会見を開きグ

アイド政権の運営を非難。「Monomeros」の運営につい

て主要野党の政治家が関与していることも訴えていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.376」「No.377」）。 

 

「Monomeros で起きている全ての問題の大きな責任は

レオポルド・ロペスにある。彼は Monomeros を完全に

政治の道具にした。現在起きている問題の原因は企業経

営を政治の道具にしたことにある。」 

と訴えた。 

 

また、「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首

についても非難。 

 

「私がコロンビア代表大使を務めていた当時、

Monomeros の会合に参加したことがある。その会合で

はマニュエル・ロサレスが会議を仕切っていた。彼は

Monomeros と何の関係もなく、国会議員でもない人物

だ。協議に参加した野党国会の議員らは Monomeros 役

員の意見は全く聞いていなかった。 

 

更に会議の場でマニュエル・ロサレスは自分の友達とど

うして契約を締結しなかったのか苦情を呈していた。彼

の行動に抗議の意思を示すため、私はこの会議の場を出

た。」 

 

「私は解任された際にククタの寄付金の不正使用問題

について訴えた。同時に Monomeros の問題について訴

えた。しかし、グアイド政権は私の訴えに賛同し、問題

を調査するどころか、レオポルド・ロペスへの宣戦布告

だとした。なぜなら、ククタの寄付金を不正使用してい

たのはグアイドとロペスの関係者自身だったからだ。

Monomeros でも同じ問題が起きている。」 

と訴えた。 

 

今回の告発を受けて、野党国会の行政管理委員会は、ベ

ルティ大使を国会に召還し、詳細について事情を確認す

るという。 

 

 

（写真）Maduradas 

“カルデロン・ベルティ元在コロンビア・ベネズエラ代

表大使” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
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「ドゥケ大統領 ロペス VP 党首に最後通牒」         

 

９月中旬 ドゥケ大統領はスペインを外遊し、その際に

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首と会談

をしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.654」）。 

 

ロペス党首は会談の内容について「民主主義の戦いにつ

いて意見交換を行った」と説明しているが、具体的な内

容は明らかにされていない。 

 

１０月１日 スペイン在住のベネズエラ人記者ダビッ

ド・プラセール氏がインスタグラムで当時の会談の内容

について投稿。 

 

プラセール記者によると、ドゥケ大統領はロペス党首に

対して最後通牒を渡したという。 

 

ドゥケ大統領は「Monomeros」で起きている汚職につい

て指摘。同社の経営に懸念を表明したという。 

 

また、もし「Monomeros」の役員を誠実な人物に代えな

い場合、コロンビア政府がコロンビアの国営石油会社

「Ecopetrol」を通じて買収すると伝えたという。 

 

なお、ドゥケ大統領との会談の直前に「Monomeros」の

社長を務めていたカルメン・エリサ・エルナンデス氏が

辞任を表明していた。 

 

また、グアイド議長は「Monomeros」役員を抜本的に見

直す必要があると主張している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.653」）。 

 

誰がオーナーになるかは定かではないが、「Monomeros」

がベネズエラの国営企業でなくなる可能性はかなり高

い印象を受けている。 

 

 

「MUD 州知事・市長選の候補は AD が最多」                  

 

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス氏は、

現地メディア「Guachiman Electral」のインタビューに

応じ、「野党統一連合（MUD）」の州知事選・市長選候

補について説明した。 

 

ゴンサレス氏によると、MUD 推薦候補として、最も多

く候補を出しているのが「行動民主党（AD）」で９９名

の候補を出馬させているという。 

 

次に多いのが「第一正義党（PJ）」で６９名。 

「新時代党（UNT）」が５７名。 

「大衆意思党（VP）」が５５名。 

独立系の候補が２３名。 

「キリスト教社会党（Copei）」が２０名。 

「隣人の力」が３名。 

「ベネズエラ進歩行動党（MPV）」が３名。 

２名が未定だという。 

 

なお、州知事選だけに限ると 

「第一義正義党（PJ）」が８名 

「行動民主党（AD）」が５名。 

「新時代党（UNT）」が４名。 

「大衆意思党（VP）」が２名。 

独立系の候補が２名。 

「キリスト教社会党（Copei）」が１名。 

「ベネズエラ行動進歩党（MPV）」が１名。 

だという。 

 

州知事選の野党候補詳細については「ウィークリーレポ

ート No.219」を参照されたい。 

なお、アラグア州について当初 MUD は PJ のリチャー

ド・マルド氏を推薦していたが、CNE がマルド氏の出

馬を認めず、最終的に MPV のヘンリー・ロサレス氏が

候補になったようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6e4f71e77ddd094fb4e0fb27ac2dedd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6e4f71e77ddd094fb4e0fb27ac2dedd.pdf
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経 済                        

「新通貨ボリバル・デジタルの流通始まる       

  ～国営銀行で一部障害があるが概ね順調～」           

 

１０月１日 ベネズエラで６ケタの通貨単位切り下げ

（デノミネーション）が行われた。 

 

これにより現行通貨ボリバル・ソベラーノはボリバル・

デジタルに移行した。報道によると、既に新札ボリバル・

デジタルは流通を始めているようだ。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

また、銀行も新通貨への移行作業を完了した。 

 

国営銀行「Banco de Venezuela」で、一部決済ができな

いとのクレーム投稿が散見されるが、ほとんどの決済は

通常通りできているようで大きな問題は生じていない

ようだ。 

 

ベネズエラでは３年前の２０１８年に５ケタのデノミ

が行われた。そのため、多くの国民はデノミについて慣

れている印象があり、大きな不安感もなく移行したよう

だ。 

 

 

 

「デノミネーションの影響で並行レート急騰」                  

 

デノミ自体は大きな問題なく移行できたが、新通貨移行

に伴い並行レートが急激にボリバル安にシフトしてい

る。 

 

９月２４日時点で１ドル BsS.４２０万だった並行レー

トは、１週間後の１０月１日に１ドル BsD.５(BsS.５０

０万)と先週比２０％の高騰を記録した。 

 

一方、公式な為替レート「両替テーブル」の中央値は１

ドル BsS.４．１８と先週からほぼ変わっておらず、「並

行レート」との差が開いた。 

 

この状況を受けて、中央銀行は並行レートを落ち着ける

ために５０００万ドルの現金を両替市場に投入すると

報じられている。 

 

ドル供給が増えれば、為替レートは落ち着くとみられて

おり、並行レートの高騰は一時的なものになるとの見方

が強い。 

 

社 会                        

「FARC とメキシコマフィア 麻薬密売を協議」           

 

１０月１日 コロンビア警察庁のルイス・バルガス長官

は、「コロンビア革命軍（FARC）」のリーダーであるイ

バン・マルケス氏とエルナン・ベラスケス氏がベネズエ

ラでメキシコの麻薬密売組織と協議を行った証拠を入

手したと発表した。 

 

「我々の作戦で入手した情報・証言などを基にベネズエ

ラでメキシコ麻薬密売組織と会談したことは完全に確

認された。密売グループは（コロンビアの）ウイラ県と

カケタ県からベネズエラまで安全に密売を行うルート

を作ることを検討している」と訴えた。 
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２０２１年１０月２日～３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ロペス VP 党首 EU の選挙監視団派遣に難色」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.659」で紹介した通り、

欧州連合は１１月にベネズエラで予定されている州知

事選・市長選に選挙監視団を派遣することを決めた。 

 

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス氏など

選挙参加に前向きな主要野党の政治家は「EU の監視団

派遣は選挙の信頼性を高める」として、今回の決定を歓

迎している。 

 

しかし、グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」

のレオポルド・ロペス党首はスペイン系メディア「El 

Mundo」のインタビューに対応。EU の選挙監視団派遣

について難色を示した。 

 

「私は、現在の基準で欧州が派遣する選挙監視団は危険

だと感じている。 

 

マドゥロは、欧州の選挙監視団を過去にさかのぼって自

身の正当性を認識させるための道具にしようとしてい

る。 

 

問題はベネズエラで計画されている選挙は自由ではな

いことだ。ベネズエラでは数百名の人が選挙に出馬する

ことが出来ない。選挙をコントロールする仕組みがない。

表現の自由がなく、政治犯がいる。政党は独裁政権に奪

われている。 

 

“正当性”については大きなリスクが存在する。 

この点については警鐘を鳴らさなくてはならない。今回

の選挙の争点は選挙ではなく正当性だからだ。」 

との見解を示した。 

 

 

ロペス党首の発言は的を射ている。 

州知事選・市長選自体は国会議員選や大統領選に比べて

重要度は低い。 

 

その意味で、今回の選挙で重要なのは選挙自体というよ

り、ベネズエラで行われる選挙が正当と認識されるかど

うかだろう。そして、マドゥロ政権は欧州に正当性を認

めてほしいと考えている。 

 

ただ、ロペス党首の発言が純粋なものなのかは疑問があ

る。 

 

ロペス党首の父レオポルド・ヒル氏は、スペインの野党

第一党「国民党（PP）」の議員。ヒル議員は、欧州連合

のベネズエラへのミッション団派遣を明確に拒否して

いる。 

 

PP は現在の与党「スペイン社会労働党（PSOE）」と対

ベネズエラ方針が真逆で強く対立している。 

 

PSOE は、与野党協議による問題解決を支持しており、

ベネズエラの選挙実施、マドゥロ政権に対して協力的な

姿勢を示している。ロペス党首が PP の利害関係者とし

て前述の発言をしている疑いは払拭できない。 

 

「ミランダ州知事選 野党対立続く          

  チャカオ市ドゥケ市長はウスカテギ氏を支持」           

 

ミランダ州の野党候補を巡る争いは解決していない。 

 

「野党統一連合（MUD）」は「第一正義党（PJ）」のカ

ルロス・オカリス候補を MUD 統一候補に推薦したが、

事前の世論調査では「隣人の力（FV）」のダビッド・ウ

スカテギ氏が勝利していた。そのためウスカテギ氏は

FV の候補として独自にミランダ州知事選に出馬してい

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1d2bb0b9f81334c10e2e416c945493e.pdf
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なお、以下はウスカテギ候補（上写真中央の人物）とオ

カリス候補（下写真中央の人物）の選挙ポスター。 

デザインがほとんど同じだ。 

 

なお、再選を目指す現チャカオ市長のグスターボ・ドゥ

ケ市長（上写真で左から２番目、下写真で右から２番目）

は、ウスカテギ候補を支持すると表明している。 

 

 

 

（写真）Alberto Ravell 記者ツイッター 

 

 

 

 

 

経 済                       

「SUNDDE 雑貨量販店 Traki に営業停止措置」            

 

１０月２日 「価格統制庁（SUNDDE）」は、全国規模

の雑貨量販店「Traki」に一時的な営業停止命令を下し

た。 

 

発端はカラボボ州の「Traki」のようだ。 

 

１０月１日 新通貨「ボリバル・デジタル」の移行当日、

カラボボの「Traki」は顧客に対して「外貨以外の支払い

を受け付けない」と要求したという。この対応について

顧客から SENDDE にクレームが入り、SUNDDE が動

いた。 

 

SUNDDE 職員、商業相、デルシー・ロドリゲス副大統

領らがカラカスの「Traki」を視察。 

 

その結果、ボリバル通貨建てで販売されている商品の価

格が並行レートを基準に値付けされていたようで、正し

い価格で商品を販売しなかったとの理由で全国の

「Traki」が一時的な営業停止処分を受けた。 

 

「Novo Bank ベネズエラ向け医療支払いを拒絶」         

 

ポルトガルの銀行「Novo Bank」は、１７億ドル超のベ

ネズエラ政府系の口座を凍結していると言われている

（「ウィークリーレポート No.218」）。 

 

国営放送局「VTV」のフリオ・リオボ記者は、ベネズエ

ラの国営金融機関「BANDES」が「Novo Bank」に保有

している口座の資金について、BANDES が医療品を購

入するために「米州保険機構（OPS）」に支払いをしよ

うとしたが「Novo Bank」がこの支払いを拒絶したと訴

えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6305ace1dc02decaca1759aab8166f1d.pdf
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OPS から購入しようとしていたのは 

・３０００万超の注射器 

・はしか、おたふく風邪、風疹のワクチン６００万個 

・ジフテリアのワクチン５５０万個 

・ポリオウイルスのワクチン２００万個 

・黄熱病のワクチン１００万個 

 

米国は、医療関連の取引についてはベネズエラ政府関係

機関の取引であっても制裁ライセンスを発行し、自由に

取引できるような制度を設けているが、実際のところラ

イセンスは機能していないようだ。 

 

社 会                       

「パンドラ文書 ラテンアメリカ首脳１４名      

 ～現役大統領はチリ、エクアドル、ドミ共～」            

 

１０月３日 世界の著名人・政治家らの租税回避につい

て暴露する「パンドラ文書」が公開された。 

 

このパンドラ文書は、「国際調査報道ジャーナリスト連

合（ICIJ）」が公開したもの。世界９１カ国、３３０名超

の政府高官・公人の名前が記されているという。 

 

これらのうち国家元首を経験した人は３５名。うち１４

名はラテンアメリカ地域の大統領経験者だという。 

また、その中でも現役の大統領は３名。エクアドルのラ

ソ大統領、チリのピニェラ大統領、ドミニカ共和国のア

ビナデル大統領の名前が挙がっている。 

 

既に大統領ではない人の中で名前が挙がっているのは、 

ペルーのクチンスキ元大統領、ホンジュラスのロボ元大

統領、コロンビアのガビリア元大統領、パストラーナ元

大統領、パラグアイのオラシオ元大統領、パナマのバレ

ラ元大統領、マルティネッリ元大統領、バジャダレス元

大統領ら。 

 

 

ベネズエラについては１，２１２名の名前が挙がってい

るようで、世界で７番目に多く名前が載っている国だと

いう。 

 

特に名前が報じられている人物はビジャロボス元エネ

ルギー省次官、アルバラード元エネルギー省次官、ディ

エゴ・サラサール氏（ラファエル・ラミレス元 PDVSA

総裁の親族）、エウドマリオ・カルジョ元 PDVSA 労働

組合基金代表など。現役政治家の名前は与野党ともに現

時点では報じられていない。 

 

詳細については次号の「ウィークリーレポート」で紹介

したい。 

 

「授業再開は１０月２５日からの予定」         

 

１０月３日 マドゥロ大統領は通学形式の授業を１０

月２５日～２９日のうちに再開すると発表した。 

 

また、１１月、１２月については全ての期間で隔離緩和

週にすると改めて発言。そのために可能な限りワクチン

接種を増やし、感染者を抑制するよう求めた。 

 

これを受けて、Covid-１９対策長のデルシー・ロドリゲ

ス副大統領は、１０月４日から１８歳以上の全ての成人

がワクチン接種センターで事前の予約なしでワクチン

を接種できるようにすると発表した。 

 

ただし、Covid-１９感染確認者は減少しておらず最近は

１３００～１７００名程度とやや拡大傾向にある。 

 

マドゥロ政権は、これまでも学校再開や隔離措置の解除

を期待させて延期してきた過去がある。今回も同様の結

果になる可能性は十分に考えられそうだ。 

 

以上 


