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（写真）マリア・コリナ・マチャド VV 党首 “急進野党 グアイド暫定政権の終了を要請” 

 

 

２０２１年１２月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「急進野党 グアイド暫定政権終了を要請」 

「コロンビア 国軍とゲリラ組織の関係を非難」 

経 済                     

「英最高裁判所 英国政府はグアイド政権を認識 

～GOLD 裁量権は商業裁判所が決める～」 

「西政府 カラカス地下鉄の未払金支払いを要請」 

「スターバックスのベネズエラ進出スキーム」 

「ベネズエラ ベラルーシとの直通便を運行」 

社 会                     

「かくれんぼ中に電気柵に触れ児童２名が死亡」 

２０２１年１２月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ボリッチ氏当選に祝辞」 

経 済                    

「マドゥロ政権 Coposa の経営に介入」 

「Vepica 総額２０万の手形発行、年利１０％」 

「ベネ証券市場 ２０２１年は５億ドル投資」 

「カラカス地下鉄 １２５０％値上げで BsD.１」 

社 会                    

「離反した拘束軍人 ハンガーストライキ開始」 

「マドゥロ政権 クリスマス給付金は１０ドル」 

「チャカオ市カンポ・アレグレで火災発生」 
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２０２１年１２月２０日（月曜）             

政 治                       

「急進野党 グアイド暫定政権終了を要請」       

 

主要野党の一角である「第一正義党（PJ）」が、グアイ

ド暫定政権の終了を求めていることはこれまで紹介し

てきた通りだが、急進野党は暫定政権の進退について、

明確な意思表示をしていなかった。 

 

１２月２０日 急進野党政党で構成される団体「Soy 

Venezuela」は、野党国会に対して、グアイド暫定政権

を終わらせるよう求める声明文「新たな戦略、新たなリ

ーダーシップ」を公表した。 

 

「第一正義党（PJ）」と急進野党の政治方針は全く異な

るが、グアイド暫定政権が消滅するべきという点では一

致したようだ。 

 

声明文では 

「２０１９年１１月 Soy Venezuela の代表（マリア・

コリナ・マチャド VV 党首）がグアイド暫定政権に５つ

の提案をしたが、全ての提案は無視された。」と指摘。 

 

５つの提案とは 

１．独裁政権と対峙するための評議会を発足する 

２．TIAR の発動を求める（同盟国が攻撃された場合、

加盟国がその国を守るという冷戦時代に米国が主

導した同盟） 

３．外国に軍の動員を求める 

４．マドゥロ政権と対話をしない 

５．マドゥロ政権下の選挙に参加しない 

 

「国会メンバーと暫定政権の関係者がその役割を終わ

らせる時が来た。過去、暫定政権に希望を持った時もあ

ったが、現在の暫定政権は我々を代表するものではなく

なった。」と指摘。 

「マリア・コリナ・マチャド VV 党首が提案している通

り、新たなリーダーシップを決めるための選挙を野党内

で行うべき」と主張した。 

 

（写真）Soy Venezuela 

 

「コロンビア 国軍とゲリラ組織の関係を非難」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.692」で、コロンビアのゲ

リラ組織「コロンビア革命軍（FARC）」幹部の一人、イ

バン・マルケス氏が拠点をキューバに移したとの記事を

紹介した。 

 

本件について、コロンビア系メディア「RCN」は、コロ

ンビア軍関係者（匿名）の証言を報道。マルケス氏がキ

ューバに移動したとの報道を否定し、現在もベネズエラ

に潜伏していると報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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また、１２月２０日 「RCN」は、FARC のゲリラ隊員

が未成年とされる女性に武器を渡しているとされる映

像を公開。撮影された場所は、ベネズエラ域内（スリア

州）で、ベネズエラ国軍も武器の違法取引に関与してい

ると報じた。 

 

個人的には映像はどこでも撮影できるもので、スリア州

と言われても確証はないし、軍服と武器さえ調達できれ

ば映像を捏造できる。 

 

ベネズエラ同様、コロンビアのメディアも信頼に値する

とは言い難く、「RCN」は偏った報道をする傾向にある

メディアという印象があり、鵜吞みには出来ないのが正

直な感想だ。 

 

経 済                        

「英最高裁判所 英国政府はグアイド政権を認識   

   ～GOLD 裁量権は商業裁判所が決める～」           

 

英国銀行が保管しているベネズエラ中央銀行の GOLD

３１トンについて、その裁量権を巡りグアイド暫定政権

とマドゥロ政権が争っている。 

 

１２月２０日 英国最高裁判所は、本件について検討結

果を発表。 

 

「英国政府は間違いなくグアイド暫定政権をベネズエ

ラの正当な政府と認識している」と指摘。グアイド暫定

政権の要請を受け入れることを決めた。 

 

ただし、「最終的にマドゥロ政権が GOLD を動かす権

利があるかどうかは最高裁判所では決められない」との

理由から商業裁判所に本件を引き継ぐと発表した。 

 

つまり、最高裁判所はこの問題の判断を拒絶し、別の裁

判組織に判断を投げたと言える。 

 

GOLD 裁量権について、英国裁判所は一度グアイド暫

定政権に裁量権があるとの見解を示した。しかし、マド

ゥロ政権がこの決定の再審を求め、英国裁判所はマドゥ

ロ政権の要請を受け入れ、当時の決定を撤回した。 

 

この撤回についてグアイド暫定政権が再審を求め、今回

最高裁判所が前述の判定を出している。 

 

恐らくベネズエラ側で何らかの合意が成立するまで英

国は裁判をたらい回しにして GOLD の裁量権が決まる

ことはないのではないか。 

 

「西政府 カラカス地下鉄の未収金支払いを要請」                  

 

１２月２０日 スペイン外務省のゴンサロ・ガルシア経

済企業支援秘書官は、スペイン企業「スペイン輸出与信

保険会社（Cesce）」が「カラカス地下鉄」に対して未収

金１億３，８００万ユーロ（約１億５，５００万ドル）

の支払い要求を正式に開始すると発表した。 

 

Cesce はスペイン政府が株式の５０％超を保有する反

公的組織。 

 

厳密にいうと違うが、日本で言うと「日本貿易保険

（NEXI）」に近い役割の組織と言える。 

 

スペインの企業連合（UTE）がカラカス地下鉄の最新鋭

化プロジェクトに参加したが、カラカス地下鉄からの支

払いが止まっており、１１月３０日に Cesce は保険金１

億３，８００万ユーロを支払ったという。 

 

ガルシア経済企業支援秘書官は、CESCE が保険金を支

払ったことで、未収金１億３８００万ユーロはスペイン

政府がベネズエラ政府に対して持っている債権になっ

たと説明した。 
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「スターバックスのベネズエラ進出スキーム」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.693」にて、カラカス

でスターバックスコーヒーの販売が始まったとの記事

を紹介した。 

 

厳密にいうとフランチャイズ的な形式で運営されるよ

うだが、追加でまとまった報道が出されたので、どのよ

うなスキームでスターバックスがベネズエラに進出し

たのかを紹介したい。 

 

まず現時点でスターバックスコーヒーが販売されてい

るのはラス・メルセデス地区の「Yeet Market」というス

ーパーマーケットの一角。店舗にはスターバックスのロ

ゴも掲げられている。 

 

スターバックスは Nestle と共同で「We Proudly Serve」

というプラグラムを開始した。 

 

ベネズエラに会社のある「Nestle」が、スターバックス

のライセンスと共に商品材料やレシピを提供する。 

 

同様に専用のコップ、コーヒーブレンドの秘訣などを提

供する。 

 

つまり、商品自体はスターバックスコーヒーの商品のよ

うだが、「We Proudly Serve」というプログラムとして

実施される。 

 

スターバックスは、現時点でベネズエラに直接店舗を構

える予定はなく、「We Proudly Serve」を通じてベネズ

エラの市場を開拓するという。 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ ベラルーシとの直通便を運行」                  

 

先週１２月１４日 マドゥロ政権とベラルーシ政府は

「第８回 ベネズエラ・ベラルーシ間ハイレベル合同協

議」を実施。 

 

バラルーシの企業が、バリナス州にトラクター工場を建

設するなど両国の経済関係を強化する合意を締結した。 

 

１２月２０日 この合同協議を受けて、マドゥロ大統領

はベネズエラとベラルーシ間の直行便の運航を開始す

ると発表した。 

 

ベラルーシのルカシェンコ政権は、「欧州最後の独裁者」

との悪名がある人物で、似たような状況に置かれている

マドゥロ政権と政治的に友好関係にある。 

 

現在のところ、いつから直行便の運航が始まるのかは決

まっていない。 

 

マドゥロ大統領の説明によると、両国を移動するための

渡航時間は１０～１２時間だという。 

 

現在ベネズエラと空路でつながっているのは、ドミニカ

共和国、トルコ、メキシコ、パナマ、ボリビア、ロシア、

キューバのみ。 

 

Covid-１９感染拡大防止のためスペインの直行便もな

く、スペイン路線が再開しない場合、EU 域内からベネ

ズエラへの直行便はベラルーシのみになる。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/149c3f11c41462179f7b65edbb2b1db8.pdf
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社 会                        

「かくれんぼ中に電気柵に触れ児童２名が死亡」           

 

ベネズエラは治安が悪いため、泥棒がマンションや店舗

などの壁を上って侵入しないよう電気柵が張られてい

ることが多い。 

 

１２月１５日 ミランダ州バルロベントで１３歳、８歳

の児童が電気柵に当たって死亡する事件が起きた。 

 

２人は家族旅行でバルロベントのビーチを訪れており、

両親がキオスクで食事をしている間、子供たちが近くで

かくれんぼをしていたという。 

 

しかし、かくれんぼの際に電気柵と接続している鉄部分

に触れて感電。 

 

ビーチで泳いでいたため、体が濡れていたこともあり、

身体へのダメージが大きくなったという。 

 

カラカスには至る所に電気柵があり、普段は稼働してい

るか全くわからないが、死亡する恐れもあり、十分に注

意されたい。 

 

２０２１年１２月２１日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 ボリッチ氏当選に祝辞」        

 

１２月１９日 チリで行われた大統領選で左派連合が

推薦したガブリエル・ボリッチ氏が当選した。ボリッチ

氏は２１年３月からチリの大統領に就任する。 

 

ボリッチ氏の当選を受けて、マドゥロ大統領は自身のツ

イッターに投稿。 

 

 

「左派連合 Apruebo Dignidad の勝利とガブリエル・ボ

リッチ新大統領の誕生を祝福する。サルバドール・アジ

ェンデとビクトル・ハラの国民がファシストとの闘いに

決定的な勝利をあげたことを祝福する。」 

とツイートした。 

 

ボリッチ氏はマドゥロ大統領の祝辞にもグアイド議長

の祝辞にも反応していない。 

 

ボリッチ氏は、２１年中頃にベネズエラのマドゥロ政権

について 

「国連のバチェレ人権高等弁務官が発表したベネズエ

ラの報告は決定的なものだった。ニコラス・マドゥロは

深刻な人権侵害を行っている。左派として、しっかりと

彼らを非難しなければならない。」 

との見解を示している。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 Coposa の経営に介入」            

 

１１月のポルトゥゲサ州知事選で「野党統一連合

（MUD）」の候補として出馬していたマリア・ベアトリ

ス・マルティネス氏は自身のツイッターで 

「マドゥロ政権が Coposa に行政介入を行った」 

と投稿。 

 

Coposa は加工食品などを生産する民間企業。 

食用油やマーガリン・バターなどを生産している。 

 

マルティネス氏によると、１年前にも Coposa へ行政介

入をしたことがあったという。 

 

発端は２０１３年に Coposa が「ベネズエラ輸出公社

（BANCOEX）」から融資を受けたこと。Coposa は「ひ

まわり油」の生産工場を作るために BANCOEX から１

５００万ドルの融資を受領。 
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しかし経済危機などがあり Coposa は経営難に陥り、工

場は建設されなかったという。 

 

この回収できていない融資について BANCOEX は

「Cuspal」という食料公社に債権を譲渡。 

 

「Cuspal」は、更にこの債権を CLAP（政府が貧困層ら

に安価な食料品を販売する社会支援事業）に食品を供給

する民間企業「Evalsa」に譲渡。 

 

「Evalsa」が Coposa の資産を取ろうとしているという。 

なお、Coposa が Evalsa に負っている債務は現在１００

０万ドルだという。 

 

 

（写真）Coposa 

 

「Vepica 総額２０万の手形発行、年利１０％」         

 

「ベネズエラ証券監督局（Sunaval）」は、石油サービス

事業者「Vepica」が総額２０万ドルの手形を発行するこ

とを許可した。「Vepica」が融資を得る目的は、同社の

サービスを外国に輸出するためだという。 

 

「Vepica」は、米国ヒューストンに本社を置く多国籍企

業で、米国、カナダ、中国、コロンビア、ベネズエラな

どで４０００件超のプロジェクトを実施してきた創業

４９年の会社だという。 

 

 

手形は総額２０万ドルだが、５万ドルに分割して４回に

分けて発行されるという。１年間で返済する手形で、利

回りは年１０％。四半期ごと年４回に分けて利息を支払

う予定だという。 

 

この手形を購入するためには、「BNC 銀行」にドル口座

が開設されている必要がある。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「ベネ証券市場 ２０２１年は５億ドル投資」         

 

ベネズエラの証券会社「Rendivalores」のオスカル・ド

バル部長は、２０２１年にベネズエラで５億ドルの民間

投資が行われたと説明。 

 

２０２２年、ベネズエラの投資市場は更に拡大するだろ

うとの見解を示した。 

 

ドバル氏は、現在ベネズエラの投資市場は敷居が下がり、

外国からでも投資がしやすい環境になったと説明。 

また、ベネズエラの投資利回りは他のラテンアメリカ諸

国と比較にならないという。 

 

投資家はベネズエラへ投資する意欲があり、ベネズエラ

の企業側も事業拡大のために資金を欲していると指摘

した。 
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長年の経済低迷から脱却するため企業は新たな投資を

必要としており、２０２２年は投資家側、企業側、双方

の需要が更に大きくなるとの見解を示した。 

 

「カラカス地下鉄 １２５０％値上げで BsD.１」         

 

現時点では未発表だが「カラカス地下鉄」が乗車料金を

１２５０％値上げすると報じられている。 

 

この値上げにより、これまで乗車料金一律 BsD.０．０

８だったのが、BsD.１になるという。 

 

地下鉄乗車料金の改定は２０２１年に入り、今回で５回

目だという。 

 

ま た 、 内 部 関 係 者 の 話 に よ る と 、「 MetroBus 」、

「BusCaracas」、「Metro Cable」、「Cable Tren」など他

の公共交通機関の乗車料金も値上げされるという。 

 

現在１ドル＝約 BsD.４．７なので、BsD.１は、約２０

円になる。日本では高い金額ではないが、給料が月額数

百円のベネズエラではかなりの高額と言える。 

 

社 会                       

「離反した拘束軍人 ハンガーストライキ開始」            

 

１２月２１日 急進野党系の人権活動家タマラ・スジュ

氏は、マドゥロ政権への反逆罪で拘束された Igbert 

Marín Chaparro 陸軍大尉が、国際赤十字や国連人権高

等弁務官事務所、欧州商務官、キリスト教司教らと面談

するためにハンガーストライキを開始したと発表した。 

 

Chaparro 大尉は、面談した関係者に対して 

・政治犯の解放、 

・野党とマドゥロ政権の対話再開 

 

 

・「La casa de los sueños」と呼ばれる拷問や人権侵害を

行っている施設の解体 

を求める予定だという。 

 

Chaparro 大尉は、２０１８年３月に「国家に対する反

逆」「クーデター計画」の罪で逮捕されていた。 

 

 

（写真）タマラ・スジュ氏 

 

「マドゥロ政権 クリスマス給付金は１０ドル」         

 

１２月２１日 マドゥロ政権は「祖国カード」保有者を

対象に「クリスマス給付金」を支給する。 

 

今回の支給額は BsD.４６。 

現在は１ドル約 BsD.４．７なので、約１０ドルの給付

金となる。 

 

これまでマドゥロ政権は２～３ドル程度の給付金を支

給していたため、今回はかなり大盤振る舞いをしたこと

になる。 
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ベネズエラではクリスマスの定番となっている「パン・

デ・ハモン」（下写真のパン）などが１本購入できるほ

どの値段であり、比較的喜ばれることだろう。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「チャカオ市カンポ・アレグレで火災発生」                

 

１２月２１日 多くの日本企業が拠点を構えるチャカ

オ市で火災が発生した。 

 

Delmiro de Bariio 記者によると、火災が起きたのはカ

ンポ・アレグレ地区の「Torre Credival」という建物（赤

い印の場所）。出火元は駐車場だったようだ。消防隊が

すぐに駆け付け火が大きくなる前に消火することが出

来た。死者やけが人は報告されていない。 

 

 

 

 

（写真）@DelmiroDeBarrio 記者 
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