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（写真）@rosmelocardona “９月１２日 全国的な停電が発生” 

 

 

２０２１年９月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「グアニパ PJ 幹事長 リベルタドール市長選出馬 

～社会活動家パティーニョ氏 出馬を辞退～」 

経 済                     

「外貨準備合計 １日で５１億ドル増 

～IMF が割り当てた SDR を反映～」 

「OFAC PDVSA２０債権者の手続き停止を延長」 

「燃料不足で食料価格 ７８％増」 

「マラカイボ市にカジノがオープン」 

社 会                     

「Market Place の商品受け渡しは CICPC 前で」 

21 年 9 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「ボルヘス氏 外国資産の第３者管理を提案 

～実行されれば与野党協議に障害は必至～」 

「コロンビア軍 国境での抗争で５名死亡 

～ドゥケ大統領 ベネズエラからの攻撃～」 

「EU 選挙監視団の選定作業を開始」 

経 済                    

「Monomeros 移譲後 肥料不足が深刻化」 

「Argus ２１年８月産油量は日量５２万バレル」 

社 会                    

「カラカス含め全国的に大規模停電が発生」 
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２０２１年９月１０日（金曜）             

政 治                       

「グアニパ PJ 幹事長 リベルタドール市長選出馬    

 ～社会活動家パティーニョ氏 出馬を辞退～」       

 

９月１０日 １１月の全国州知事選・市長選にて、主要

野党は「野党統一連合（MUD）」の看板からトマス・グ

アニパ氏をリベルタドール市長選に出馬させると発表

した。 

 

グアニパ氏は、「第一正義党（PJ）」の幹事長。 

２１年８月までグアイド暫定政権で在コロンビア・ベネ

ズエラ代表大使を務めていた。 

 

しかし、８月１３日の与野党協議の前日に大使職の辞任

を表明。与野党協議の PJ 代表として協議に参加してい

た。 

 

この決定を受けて、リベルタドール市長選への出馬意向

を表明していた社会活動家のロベルト・パティーニョ氏

はリベルタドール市長選への出馬辞退を発表。グアニパ

氏を支持すると表明した。 

 

筆者の個人的な認識だが、グアニパ氏は主要野党内では

力があるのかもしれないが、国民に支持されているかと

言えば疑問。 

 

今回出馬を辞退したパティーニョ氏は「MiConvive」

「Alimenta La Solidaridad」など支援団体を作り、貧し

い人々に食料を配るなど慈善活動を行っている。 

 

選挙は組織で動くものだが、候補者個人の支持という面

では、パティーニョ氏の方がリベルタドール市民の支持

は高そうだ。 

 

 

また、筆者がこれまでグアニパ PJ 幹事長の発言を見て

きた限り、グアニパ幹事長の政治思想は過激なグループ

に近い。彼がリベルタドール市長になることで、マドゥ

ロ政権とうまく付き合うことが出来るのか疑問ではあ

る。 

 

なお、トマス・グアニパ PJ 幹事長は、スリア州の有力

者の家系。 

 

弟のファン・パブロ・グアニパ氏も PJ に所属しており、

彼はグアイド暫定政権の第１副議長を務めている。 

 

ファン・パブロ・グアニパ氏は、１８年１０月に行われ

たスリア州知事選に出馬し、当選したが、制憲議会に知

事就任を宣誓することを拒み、当選権をはく奪された。 

 

その結果、１８年１２月にスリア州知事選がやり直され、

与党候補オマール・プリエト氏が知事に当選した。 

グアニパ PJ 幹事長も弟に近い思想と思われる。 

 

 

（写真）Maduradas “トマス・グアニパ候補（写真左）、

ロベルト・パティーニョ氏（右）” 

 

また、独立野党として「鉛筆同盟」のアントニオ・エカ

リ氏もリベルタドール市長選に出馬している。エカリ氏

の支持も多いので、このままだと野党が票を取り合い、

与党候補のカルメン・メレンデス氏が当選という形にな

りそうだ。 
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経 済                        

「外貨準備合計 １日で５１億ドル増             

     ～IMF が割り当てた SDR を反映～」           

 

ベネズエラ中央銀行は毎日、その日の外貨準備を更新し

ている。 

 

９月１０日 中央銀行は９月８日時点の外貨準備を公

表。 

 

前日の６１．７億ドル（「マクロ安定化基金（FEM）」除

く）から一気に１１２．８億ドルと、約５１億ドル増加

した（下表参照）。 

 

 

（出所）ベネズエラ中央銀行 

 

急激な増加について、中央銀行は理由を公表していない

が、「国際通貨基金（IMF）」が Covid-１９対策として途

上国に割り当てた「特別引出権（SDR）」のベネズエラ

割り当て分（５０億ドル）を組み込んだためと理解され

ている。 

 

ただし、IMF はベネズエラ政府が誰かという認識で意

見が分かれており、２０１９年以降、マドゥロ政権が

IMF の SDR を引き出すことはできていない。 

 

 

 

 

「OFAC PDVSA２０債権者の手続き停止を延長」         

 

９月１０日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、２

０２２年１月２１日までPDVSA２０社債に関するいか

なる金融取引も禁止する趣旨の制裁ライセンスを発行

した。 

 

元々２０２１年１０月２１日まで禁止されていたため、

今回はライセンスが更新されたことになる。 

 

PDVSA２０社債は、他の債券と違い PDVSA の米国子

会社 CITGO の株式５０．１％が担保に設定されている。 

 

そのため、デフォルト時は CITGO 株５０．１％をもっ

て投資資金を回収することが可能と約束されている。 

 

同債券はグアイド政権が CITGO をコントロール下に

入れた２０１９年１０月にデフォルトしたが、米国政府

は制裁ライセンスを発行することによってPDVSA２０

債権者が権利を行使することを止めている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.361」）。 

 

「燃料不足で食料価格 ７８％増」                  

 

ガソリン・ディーゼル燃料不足が続いており、商品の輸

送やトラクターが十分に稼働できず、国内農業に深刻な

打撃を与えている。 

 

正規のルートで燃料が調達できないため、農家は闇市場

で燃料を調達しているが、その値段は高い。 

 

農業団体「Fedeagro」のセルソ・ファンティネッリ代表

によると、燃料価格は安くても１リットル１ドルだとい

う。なお、正規の価格だと、補助金なしでも１リットル

０．５ドルで購入できる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
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燃料価格の高騰は、商品価格に反映されるため、農産品

の値段が高騰しているという。 

 

ファンティネッリ代表によると、農産品の最終小売価格

は７８％ほど値上がりしているという。 

 

「マラカイボ市にカジノがオープン」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.647」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権はベネズエラ国内でのカジノ経営を承認し

た。 

 

９月１０日 この承認を受けて、スリア州マラカイボの

「Hotel Inter de Maracaibo」でカジノがオープンした。 

 

他にも既にアラグア州、カラカスでもカジノがオープン

している。また、マドゥロ政権は３０のカジノ施設を承

認したため、今後も新たなカジノがオープンするとされ

ている。 

 

なお、マドゥロ政権はカジノを許可した理由について特

に明言していないが、「マネーロンダリングが目的では

ないか」との記事も流れている。 

 

 

（写真）@picosuarez 

“スリア州マラカイボにオープンしたカジノ” 

 

社 会                        

「Market Place の商品受け渡しは CICPC 前で」           

 

ベネズエラでは、「Facebook MarketPlace」（以下、Market 

Place）という個人間売買を仲介するサイトが犯罪に利

用されている。 

 

「Market Place」では、中古自動車やバイクなどが売ら

れているが、購入希望者を装い、販売者にコンタクトを

取り、商品の受け渡し場所で脅迫し、車を強盗する犯罪

が増えている。 

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」は、以前から「Market Place」

を介した犯罪に注意喚起をしているが、犯罪は減ってい

ないという。 

 

そこで CICPC は、「Market Place」を利用した商品の受

け渡し場所にはCICPCの事務所前を指定するよう求め

た。犯罪を取り締まる組織の目の前で容易に犯罪をする

ことはできないという考えだろう。 

 

 

（写真）CICPC 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c252935a2e64261f6cf0747a3cdf9694.pdf
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２０２１年９月１１日～１２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ボルヘス氏 外国資産の第３者管理を提案      

  ～実行されれば与野党協議に障害は必至～」        

 

グアイド政権下で外相を務める「第一正義党（PJ）」の

フリオ・ボルヘス元幹事長は、「Monomeros」がコロン

ビア政府の管理下に置かれたことを受けて、外国にある

ベネズエラ政府資産を第３者の信託組織に移譲するこ

とを提案した。 

 

ボルヘス元 PJ 幹事長は、自身のツイッターで 

「Monomeros で起きた一件を受けて、我々は外国にあ

る資産を信託組織に移譲し、そこで世界銀行、米州開発

銀行がベネズエラにとって利益になるように管理する

ことを提案する。 

 

信託組織は独立組織として活動し、３つの役割を負う。 

１つ目は、ベネズエラ国民のために資産を使用すること 

２つ目は、外国資産の管理者を任命すること 

３つ目は、運営の独立性と透明性を保証すること 

 

民主的な新政権への移行が達成した時にベネズエラ政

府に資産を返還する。この提案は資産を保護するための

ものであり、ベネズエラ国民の利益になる。」 

と投稿した。 

 

現在、メキシコで行われている与野党協議で、マドゥロ

政権は、制裁解除と並び、外国にあるベネズエラ政府資

産の返還を求めている。 

 

現在の流れを踏まえると、グアイド政権は遠くないうち

に消滅する。その際に、外国にあるベネズエラ政府資産

がマドゥロ政権側に戻ることになる。 

 

 

 

今回のボルヘス幹事長の提案は、マドゥロ政権へのベネ

ズエラ政府資産の返還を止めるためのものになる。 

あるいは、外国の政府資産の支出にあたり、野党側の意

向を反映させるよう求めることを意味する。 

 

仮に与野党協議でマドゥロ政権側がこの試みに合意し

たのであれば機能するかもしれないが、マドゥロ政権の

合意のないままベネズエラ政府資産を第三者に移譲し

た場合、与野党協議は破綻する可能性が高い。 

 

その場合、制裁は維持し、選挙を通じた政権交代の可能

性は遠ざかることになる。 

 

そもそも反対派の管理下にあった時も外国にあるベネ

ズエラ政府資産を野党関係者の中で共有しただけであ

り、資金の透明性は確保されておらず、汚職の疑惑が絶

えない。 

 

そういったこともあり、ボルヘス氏のツイッター投稿に

対するコメントは否定的な意見が圧倒的に多いように

思える。 

 

「コロンビア軍 国境での抗争で５名死亡           

  ～ドゥケ大統領 ベネズエラからの攻撃～」           

 

コロンビアとベネズエラの国境アラウカ県アラウキー

タで、コロンビア警察とゲリラ組織「ELN」が衝突。爆

破攻撃により、少なくともコロンビア警察官が５名死亡、

６名が負傷した。 

 

この事件の前の２１年４月にもアラウカ県セビジャ市

でコロンビア警察官が４名誘拐されていた。 

 

セビジャ市の発表によると、４名は「コロンビア革命軍

（FARC）」に誘拐されたという。 
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９月１１日 コロンビアのドゥケ大統領は、ツイッター

で「ゲリラ組織の攻撃はベネズエラから来ている」と主

張した。 

 

「卑劣で臆病なテロリストが我々のアラウカ県警察の

同志を攻撃した。この攻撃により我々の英雄が死亡ある

いは負傷した。これらの攻撃は明らかに ELN や FARC

残党によるもので、ベネズエラで計画されたものであ

る。」と訴えた。 

 

この訴えに対して、ベネズエラのパドリーノ国防相が反

応。「与野党協議を妨害したいドゥケ政権が、合意を阻

止するために自作自演をしている。」と反論した。 

 

なお、９月１０日には、コロンビアのマルタ・ルシア・

ラミレス副大統領が「Euro News」のインタビューに対

応し、 

「我々は時間が無い。我々は民主主義の回復を保証しな

い対話に同伴するような時間の無駄遣いはできない。 

もし、民主主義があれば、難民は出ない。」 

との見解を表明している。 

 

「EU 選挙監視団の選定作業を開始」         

 

主要野党は１１月の州知事選・市長選への参加を表明し

た。野党が選挙に参加するのであれば EU は選挙監視団

をベネズエラに派遣するだろう。 

 

現地メディア「Maduradas」は、欧州連合は同選挙に派

遣する監視団のメンバー選定作業を開始したと報じた。 

 

なお、現時点で EU は州知事選・市長選に選挙監視団を

派遣するかどうか正式に発表していない。 

 

 

 

 

経 済                       

「Monomeros 移譲後 肥料不足が深刻化」            

 

エネルギー情報誌「Petroguia」は、コロンビアにある「ペ

キベン」傘下の肥料メーカー「Monomeros」が、グアイ

ド政権のコントロール下に入って以降、ベネズエラの肥

料不足が深刻化したと報じた。 

 

「農業技術者協会」のサウル・ロペス代表によると、ベ

ネズエラ国内での肥料生産が減少し、「Monomeros」は、

ベネズエラの肥料販売の少なくとも４５％のシェアを

占めていたという。 

 

また「Monomeros」が生産する「Nutrimon」という肥

料は政府の補助金により安価で購入できたが、グアイド

政権が「Monomeros」をコントロールするようになった

２０１９年から「Monomeros」の肥料がベネズエラに流

れてこなくなったと指摘した。 

 

なお、２０２１年に入ってベネズエラ国内の肥料生産は

増加しているという。 

 

サウル代表によると、２０２０年のベネズエラ国内の肥

料生産は１年間で３万トンだけだったが、２１年に入り

８月時点で５万トンと大きく回復していると説明した。 

 

加えてトルコ、エジプト、ロシアなどから輸入すること

で肥料は増えたが、それでも３５％程度は肥料が不足し

ていると指摘した。 
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「Argus ２１年８月産油量は日量５２万バレル」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、２１年８

月のベネズエラの産油量が日量５２万バレルだったと

報じた。 

 

同社は２１年７月の産油量を日量５３万バレルと報じ

ており、先月と比べて１万バレル減少したことになる。 

 

なお、別の情報ソースである「S＆P Platts」もベネズエ

ラの産油量の予測値を公表している。 

 

「S＆P Platts」は２１年８月の産油量を日量５２万バレ

ル（先月比４，０００バレル減）と予測しており、「Argus 

Media」の数字と一致している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.647」参照）。 

 

社 会                       

「カラカス含め全国的に大規模停電が発生」            

 

９月１２日の１４時頃からベネズエラで全国的な停電

が発生。これによりカラカス国鉄は運行を停止した。 

 

また、１９時頃に再び大規模停電が発生。その後も何度

が停電を繰り返している。 

 

停電が確認されているのは、カラカス首都区、ミランダ

州、ポルトゥゲサ州、ヌエバエスパルタ州、アラグア州、

ラグアイラ州、カラボボ州、タチラ州、メリダ州、トゥ

ルヒージョ州、ファルコン州、ララ州、スリア州。 

 

カラカスではチャカオ市、エルアティージョ市など日本

人駐在員にも馴染みのある地域も含めて停電の影響を

受けている。 

 

 

 

なお、「VE sin Filtro」によると、停電の影響でベネズエ

ラの通常のインターネット使用と比べて７４％までイ

ンターネット使用量が落ちたという（下写真）。 

 

２１時になり、ネストル・リベロール電気エネルギー相

はアラグア州ホセ・アンヘル・ラマス市の電力サブステ

ーションで火災が発生し、電気の供給が不安定になって

いると発表（下写真がアラグア州の電力サブステーショ

ンで起きた火災の様子）。テロリストによる攻撃だと訴

えた。 

 

 

（写真）VE Sin Filtro 

 

 

（写真）@Red RadioVe 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c252935a2e64261f6cf0747a3cdf9694.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c252935a2e64261f6cf0747a3cdf9694.pdf

