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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “与党協議団１日遅れでメキシコ入り、２６日から与野党協議を開始” 

 

 

２０２１年９月２４日（金曜） 

 

政 治                     

「１１月、１２月の２カ月は隔離緩和を継続？ 

～産業界は歓迎、医療業界は非難～」 

「MUD 拘束されている人物が市長選に出馬」 

「国連人権理事会 司法の独立性欠如を非難」 

経 済                     

「Monomeros 破産を申請 

～９０日以内に再建計画を法人監督局に提出～」 

「JP Morgan CITGO 債務交渉アドバイザーに」 

「Banco Bicentenario ハッカー攻撃を発表」 

「ベネズエラとイラン 原油輸出契約を締結」 

21 年 9 月 25～26 日（土・日） 

 

政 治                    

「与野党協議３回目 ２日延期するが再開 

～ノルウェー首相の発言に与党が反応～」 

「重要選挙区で野党候補が乱立」 

「MUD タチラ・アラグア州知事選に出馬不可」 

経 済                    

「経済学者 通貨切り下げを前に６つの助言」 

「電力施設 １６００の監視カメラを設置」 

社 会                    

「チリで反移民デモ 難民キャンプを襲撃」 

「地下鉄で爆発 メンテナンス不足が原因か」 
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２０２１年９月２４日（金曜）             

政 治                       

「１１月、１２月の２カ月は隔離緩和を継続？     

     ～産業界は歓迎、医療業界は非難～」       

 

現在ベネズエラは Covid-１９の感染拡大防止策として

１週間ごとに隔離と隔離緩和を繰り返す「７＋７」を採

用している。 

 

マドゥロ大統領は１１月、１２月の２カ月は「７＋７」

を停止すると発表した。 

 

なお、現在ベネズエラでは１日当たり１０００人～１５

００人の新規感染者が確認されている。 

 

直近では９月２５日の１日当たりの新規感染確認者は

１，１９１名。うちミランダ州が４５４名、首都カラカ

スが４１６名と都心部だけで９００名近い感染者が確

認されている。 

 

しかし、人口の多いスリア州での新規感染確認者数はた

ったの２３名と異常に少ない。恐らく PCR キットが不

足しており、感染確認ができないだけで実際の新規感染

者はもっと多いことが予想される。 

 

 

このように不安材料は多いが、経済を動かし、雇用を維

持するためには移動の制限を緩和する必要がある。 

 

特に１１月、１２月はクリスマスシーズンに当たる。 

カトリック教徒が多いベネズエラでは、クリスマスは特

に大事なイベント。経済が最も活発に動く時期であり、

この期間に経済活動を保証する必要があるのだろう。 

 

経済界は、２カ月間の隔離緩和措置に賛成を表明。 

 

生産者団体「Conindustria」のフランシスコ・アセベド

副代表は、この措置を歓迎すると発表。 

 

「ベネズエラは Covid-１９と付き合う術を学ぶ必要が

あり、２０２２年もこの緩和を継続するべき」との見解

を示した。 

 

一方で、医療団体「ベネズエラ医師連盟」のドグラス・

レオン代表は、隔離緩和措置の解除について「狂ってい

る。人命をもてあそぶ犯罪」と主張。否定的な見解を示

した。 

 

なお「ベネズエラ医師連盟」はグアイド政権に近い団体

であり、医療団体としての発言なのか、政治的な目的で

の発言なのか判断が難しい部分がある。 

 

「MUD 拘束されている人物が市長選に出馬」         

 

アナ・アコスタ記者は、１１月に予定されている州知事

選・市長選について、「野党統一連合（MUD）」がララ

州ウルダネタ市の統一候補としてローランド・カレーニ

ョ氏を推薦すると報じた。 

 

しかし、カレーニョ氏はマドゥロ政権に拘束されており、

現在も解放されていない。つまり、実質的に選挙活動は

できないはずだ。 
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もし、カレーニョ氏を出馬させるとすれば、選挙で勝つ

ためというよりも政治犯の解放を求める政治的な理由

ということだろう。 

 

カレーニョ氏は「大衆意思党（VP）」の資金仲介者とし

て２０２０年１０月にマドゥロ政権に拘束された。 

 

サアブ検事総長は、カレーニョ氏について「CITGO」

の慈善団体「シモンボリバル財団」の資金を野党の政治

のために使用したと訴えており、カレーニョ氏が自白す

る映像が公表されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.517」「No.518」）。 

 

野党は「強要された自白」として有効性を否定している

が、マドゥロ政権側がその反論を認める可能性は低いだ

ろう。 

 

「国連人権理事会 司法の独立性欠如を非難」                  

 

９月２４日 国連人権理事会が開催され、ベネズエラに

ついて議論された。内容はマドゥロ政権による野党への

迫害について。 

 

先だって国連人権理事会が組織した「国際独立ミッショ

ン」のマルタ・バリーニャス代表は、ベネズエラで起き

ている人権侵害と司法独立性の欠如について報告をし

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.653」）。 

 

国連人権理事会に出席したドイツ、スペイン、エクアド

ル、米国の代表はこの報告を正当なものと認識。調査グ

ループに感謝の意を示した。 

 

また、Lotte Knudsen 国連 EU 代表大使は「ベネズエラ

に対して司法の独立性を求める」と発言。 

 

 

 

加えて、マドゥロ政権に対して国連人権高等弁務官事務

所のオフィスをベネズエラに開設することを承認する

よう求めた。 

 

他、国連人権理事会の米国代表は、マドゥロ政権に対し

て全ての政治犯を解放するよう要請。 

 

また、バチェレ国連人権高等弁務官は、「非政府系団体

（NGO）」がマドゥロ政権から迫害を受けていると指摘。

マドゥロ政権に対して NGO の迫害を停止するよう求

めた。 

 

経 済                        

「Monomeros 破産を申請                 

 ～９０日以内に再建計画を法人監督局に提出～」           

 

コロンビアにあるベネズエラ国営石油化学公社「ペキベ

ン」の子会社「Monomeros」が「コロンビア法人監督局」

に破産を申請した。 

 

「Argus Media」によると、倒産の理由は米国の経済制

裁によりコロンビア国内外から融資を得ることが困難

になったためだという。 

 

コロンビアは Covid-１９の緊急事態に対応するため２

０２０年４月に破産法を一部修正、簡素化しており、今

回の破産手続きはこの改定破産法（法令５６０号）に基

づいて行われる予定となっている。 

 

今後「Monomeros」は９０日以内にコロンビア法人監督

局に対して再建計画を提出することになる。 

 

「Monomeros」はベネズエラが外国に保有する企業と

して「CITGO」に次いで２番目に大きな企業。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
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「Monomeros」の破産申請はベネズエラにとって極め

て重大なニュースのはずだが、現地では本件についてあ

まり取り上げられていない。 

 

前述の「国連人権理事会 司法の独立性欠如を非難」に

関連する記事の方が３倍は多い印象。 

メディアが「Monomeros」を報じないよう何者かが圧力

をかけている印象がある。 

 

９月６日 コロンビア法人監督局は「Monomeros」の経

営に重大な問題があるとして「Monomeros」を管理下に

置くと発表。その後、「Monomerso」経営陣が衝突し、

社長だったカルメン・エリサ・エルナンデス氏が辞任を

表明するなど混乱を極めていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.649」「No.653」「No.656」）。 

 

２０２０年７月、「Monomeros」は、グアイド政権の野

党国会に対して２０２０年前期の企業業績について、

「収益は１９年比２２１％増、EBITA は３７４％増」

と説明しており、１年後に破産申告を行うことは想像で

きないような説明をしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.478」）。 

 

「JP Morgan CITGO 債務交渉アドバイザーに」         

 

「Bloomberg」は、PDVSA の米国子会社「CITGO」が

「JP Morgan」を債務返済の交渉アドバイザーにする契

約を結んだと報じた。 

 

「大衆意思党（VP）」のヨン・ゴイコチェア氏は、 

「国会が承認すれば、JP Morgan は債権者との交渉を開

始する。交渉プロセスは急がなければいけない。なぜな

ら我々には時間がないからだ。」 

と説明した。 

 

 

 

数日前には、グアイド政権が債権者と CITGO 売却で合

意したと報じられ、グアイド政権側はその噂を否定して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.656」）。 

 

JP Morgan との契約と CITGO 売却の噂には何らかの

関係がある可能性は考えられそうだ。 

 

「Banco Bicentenario ハッカー攻撃を発表」                  

 

９月２３日 ベネズエラ国営銀行「Banco Bicentenario」

がハッカー攻撃を受けたと発表した。攻撃はコロンビア、

チリ、エクアドル、カナダからだったという。 

 

ただし、技術者の対策のおかけで攻撃被害を防ぐことが

出来たと主張。大事には至っていないようだ。 

 

なお、９月１７日にもベネズエラ国営銀行「Banco de 

Venezuela」がハッカーから攻撃を受けて、９月２０日

まで決済システムがダウンした。 

 

復旧後も不正な引き落としがされているとの訴えが散

見されており問題は解決していない（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.654」「No.655」）。 

 

 

（写真）Banco Bicentenario 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd068c6d4cb4f2c56080b9b04787a049.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd068c6d4cb4f2c56080b9b04787a049.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e028f40bbbb5f4f8b319811ea84bfee.pdf
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「ベネズエラとイラン 原油輸出契約を締結」         

 

「ロイター通信」は、イランの「イラン国営石油会社

（NIOC）」とベネズエラの PDVSA が原油の交換契約

を締結したと報じた。 

 

NIOC はベネズエラに軽質油あるいはコンデンセート

を輸出し、PDVSA は重質油を輸出する契約。契約期間

は６か月間と報じている。 

 

イランもベネズエラも米国から経済制裁を受けており、

制裁への対策として２国間の経済関係が更に強まって

いる。 

 

ベネズエラは軽質油が不足しており、国内で産出される

重質油を改質することが出来ず、輸出や精製に影響が出

ている。 

 

イランから軽質油、コンデンセートが輸入されることで

石油産業の立て直しを図ろうとしていると報じた。 

 

関係者の情報によると、この契約に基づき既にベネズエ

ラのホセ・ターミナルからベネズエラ産原油「Merey」

１９０万バレルを積んだタンカーが今週初めに出港し

たという。 

 

２０２１年９月２５日～２６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「与野党協議３回目 ２日延期するが再開       

   ～ノルウェー首相の発言に与党が反応～」        

 

９月２４日～２７日にかけてメキシコで３回目の与野

党協議が行われる予定だった。しかし、９月２４日、２

５日と協議は行われなかった。 

 

 

与党側の交渉代表団は９月２４日にメキシコに到着し

なかった。２４日の時点ではメキシコに到着しなかった

理由について明らかにしなかったが、翌２５日にメキシ

コに到着し、その理由を説明した。 

 

与党側の交渉代表者ホルヘ・ロドリゲス議長によると、

与党側が９月２４日の協議に参加しなかったのは、国連

総会でノルウェー首相が行った演説が理由。 

 

ノルウェーの Erna Solberg 首相は、国連総会の一般討

論でベネズエラについて 

「民主主義や人権侵害は全ての人々にとって懸念する

べき事項である。我々は世界の至る所で深刻な人権侵害

を見てきた。ベネズエラ、エチオピア、ミャンマーなど

だ。これは一例でしかない。」 

と述べていた。 

 

この演説について、与党側は、「欧米の主張に沿った内

政干渉であり、仲裁国として中立な立場で交渉に立ち会

うべきノルウェーの中立性に疑問が生じた」と指摘。 

 

この懸念が解消されるまで与野党協議を再開すること

はできないとのスタンスを示したためだったという。 

 

最終的にノルウェー政府、野党側代表団との話し合いの

結果、問題は解決し、与党側は交渉を続けることで合意

したという。 

 

つまり、９月２４日、２５日は当初予定されていた協議

を行っていないことになる。 

 

なお、ノルウェーは９月１３日に行われた議会選挙で

Erna Solberg 首相率いる中道右派連合が左派の野党連

合に敗北し、８年ぶりに政権交代が予定されている。 

仲裁国であるノルウェーに左派政権が誕生することが

与野党協議に間接的な影響を与える可能性もありそう

だ。 
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「重要選挙区で野党候補が乱立」           

 

１１月の州知事選・市長選の候補者変更期限が終了した。 

 

今後、「選挙管理委員会（CNE）」が許可しない限り、全

ての政党は現在出馬している候補者を変えることが出

来ない。 

 

与党陣営は８月に予備投票を済ませており、基本的に候

補者は一本化できている。 

 

しかし、野党側は候補者の一本化に苦慮しており、多く

の野党系候補者が選挙で乱立することが予想されてい

る。 

 

特に野党票の分散が懸念されている重要な地域は、ミラ

ンダ州。 

 

これまで「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリス元

スクレ市長と「隣人の力」のダビッド・ウスカテギ氏は

どちらがミランダ州の野党統一候補になるかを争って

いたが、最終的に両者が出馬することとなった。 

 

世論調査では両者の支持は拮抗しており、与党を快く思

っていない有権者の票が分散される可能性が高い。 

 

また、リベルタドール市長選でも「第一正義党（PJ）」

のトマス・グアニパ候補と「鉛筆同盟」のアントニオ・

エカリ候補が衝突する。 

 

有権者の支持で言えば、エカリ候補の方がグアニパ候補

よりも有利だと思われるが、エカリ候補は小規模政党な

ので、組織票ではグアニパ候補の方が圧倒的に有利。 

結果的に反与党派の票が分散する懸念がある。 

 

 

 

また、ララ州では「新時代党（UNT）」のルイス・フロ

リド氏と穏健野党「発展進歩党（AP）」のヘンリー・フ

ァルコン党首が衝突する。 

 

こちらもファルコン党首の方が有利との世論調査結果

は出ているが、両者とも強い支持を受けているとは言え

ず、結果的に与党候補に有利に働くと思われる。 

 

「MUD タチラ・アラグア州知事選に出馬不可」         

 

「野党統一連合（MUD）」の統一候補になる予定の人物

が出馬できない事例も起きている。 

 

問題となっているのは２名。 

１名はタチラ州知事選に出馬する予定だった「大衆意思

党（VP）」のダニエル・セバジョ候補。 

 

セバジョ候補はサンアントニオ・デ・タチラ市の市長を

務めていたが、管轄地域の治安を意図的に悪化させたと

して２０１４年３月に逮捕され、２０１８年６月に与野

党協議の合意で解放された。 

 

しかし、彼の罪状が消えているわけではなく、今回の選

挙も出馬できないようだ。 

 

また、MUD の統一候補として、アラグア州知事選に出

馬する予定だったリチャード・マルド候補も出馬するこ

とが出来なかったという。 

 

マルド候補は、２０１７年に公職選への出馬を禁止され

たが、野党系の CNE 役員のロベルト・ピコン氏による

と、マルド候補の出馬禁止措置は２０１８年８月に解除

されており、今回の出馬拒否は不当だという。 
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経 済                       

「経済学者 通貨切り下げを前に６つの助言」            

 

１０月１日から「ボリバル・ソベラーノ」が６ケタの通

貨切り下げをされ「ボリバル・デジタル」になる予定。 

 

新通貨の施行を前に経済学者 Hermes Perez 氏はいくつ

かの助言を行った。 

 

１．９月３０日（木）～１０月１日（金）にかけて銀行

は営業を停止する。 

２．９月２９日には駆け込み需要が殺到し、次の月曜（１

０月４日）には銀行に顧客が殺到する。 

３．９月２９日と１０月４日は銀行が異常に混雑するの

で行かない方が良い。 

４．念のために電話料金など支払いが必要なものは通貨

切り下げ前にしておくことをお勧めする。 

５．通貨切り下げ後に口座残にイレギュラーが起きる可

能性があるので、事前に自分の口座残高を確認して

おくことをお勧めする。 

６．通貨切り下げをしてもインフレは収まらない。 

 

また、今後３カ月はインフレが加速することが予想され

ると警鐘を鳴らした。 

 

理由は、クリスマスシーズンのため（季節柄物価が上が

りやすい）。 

 

加えて、選挙シーズンにはボリバル通貨がばらまかれる

ので、インフレが起きやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

「電力施設 １６００の監視カメラを設置」         

 

９月２５日 ベネズエラ国軍は電気システムを守るた

めに電力施設に１６００個の監視カメラを設置すると

発表した。 

 

９月１２日 ベネズエラで全国的な停電が発生した。 

 

事件後、レベロール電気エネルギー相は、停電について

アラグア州ホセ・アンヘル・ラマス市の変電所で火災が

起きたことが原因と発表。テロ攻撃と訴えた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.651」「No.652」）。 

 

実際のところ、メンテナンス不足との指摘が多いが、変

電所内の資材を窃盗して業者に売ろうとしていたグル

ープがいたとの指摘もある。 

 

実際に通信施設、鉄道、マンホールなど夜間も露出して

いるものは、鉄やアルミニウムや銅を奪われることが多

い。 

 

９月２６日には７名の PDVSA 従業員がパラグアナ製

油所の資材窃盗を試みたことを理由に逮捕されている。 

 

社 会                       

「チリで反移民デモ 難民キャンプを襲撃」            

 

９月２５日 チリ北部タラパカ州のイキケで移民反対

デモが起き、空港近くにあった難民キャンプ施設まで行

進。難民らの私財が燃やされる事件が起きた。 

 

同キャンプ施設にいる難民の多くはベネズエラ国籍で

１年ほど前からイキケの公園に拠点を構え、物乞いや支

援団体の食料給付などを受けていたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d51f36d26de4e813cf4c0eeeac2f8fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d51f36d26de4e813cf4c0eeeac2f8fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56c96c26a3a9b9bdbc831399791f0ae6.pdf
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また、この事件が起きる前日の９月２４日 イキケの警

察は数百人の不法移民にこの場所を離れるよう求めて

いたという。 

 

この事件で、少なくとも１名が負傷、５名が逮捕された。 

 

 

（写真）@oscared86113668 

“難民の私財が燃やされている状況” 

 

「地下鉄で爆発 メンテナンス不足が原因か」         

 

９月２５日 カラカス地下鉄「Metro de Caracas」で爆

発が起きた。 

 

爆発が起きたのは「Dos Caminos 駅」。 

一般客がツイッターで投稿した映像を見る限り、電車の

操縦席から爆竹のような音の爆発が起き、煙が発生して

いる。 

 

「Metro de Caracas」のツイッターなどを見る限りでは

爆発が起きた理由についてははっきり説明されていな

い。 

 

 

 

 

（写真）@Daniel RiosVE 

 

以上 


