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（写真）El Impluso “マリア・コリナ・マチャド VV 党首 グアイド政権は野党ではない” 

 

 

２０２０年１１月９日（月曜） 

 

政 治                     

「ペルー 汚職疑惑でビスカラ大統領罷免 

～対ベネズエラの基本方針に変更ない見通し～」 

「在ボリビア・ベネズエラ大使館 与党が掌握 

～モラレス前大統領 ボリビア帰国～」 

「ボゴタ市長 差別的発言でベネズエラ人抗議」 

「サアブ検事総長 人権侵害を否定」 

経 済                     

「ロイター カルドン製油所が稼働再開」 

「国会 ２０年１０月のインフレ率は２３．８％」 

「ベネズエラ到着後、検査結果出るまで自宅待機」 

２０２０年１１月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「急進野党 主要野党との対立が先鋭化 

～現方針を維持するなら野党ではない～」 

「Sputnik V ２１年４月から販売？」 

経 済                    

「米カーギル ベネズエラ資産を売却 

～現地ビスケットメーカーが購入～」 

「経済調査会社 20，21 年ベネズエラ経済を予想」 

「ロイター PDVSA の制裁回避協力会社を調査」 

社 会                    

「World Vision ベネズエラの児童貧困率７３％」 
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２０２０年１１月９日（月曜）             

政 治                       

「ペルー 汚職疑惑でビスカラ大統領罷免        

 ～対ベネズエラの基本方針に変更ない見通し～」       

 

１１月９日 ペルー議会は「倫理的に職務遂行能力がな

い」として、マルティン・ビスカラ大統領の罷免を決定

した。 

 

同決議は賛成１０５票、反対１９票、棄権４票で可決さ

れた。 

 

ビスカラ大統領は、自身がモケグア州知事を務めていた

時に公共事業の発注に関連して建設事業者から賄賂２

３０万ソル（約６７００万円）を受け取った嫌疑がかけ

られている。ただし、ビスカラ大統領は賄賂受け取りの

事実を否定している。 

 

ビスカラ大統領は、今回の罷免決議を受け入れる姿勢を

示しており、自身の潔白を証明するとしている。 

 

ビスカラ大統領は１８年３月に大統領に就任した。 

 

彼の前任だったパブロ・クチンスキ元大統領もブラジル

の建設事業者オデブレヒトから賄賂を受け取った疑惑

を受けて辞任を表明。 

横滑りする形で第一副大統領を務めていたビスカラ氏

が大統領に就任していた。 

 

つまり、ペルーの大統領は２代連続で汚職を理由に解任

されたことになる。 

 

ペルーの憲法規定によると、大統領解任時は副大統領が

大統領の職務を担うが、メルセデス・アラオス副大統領

は１９年１０月に辞任をしており、副大統領は不在だっ

た。 

副大統領が不在の場合、国会議長が大統領職を引き継ぐ

ことになり、国会議長を務めていたマヌエル・メリノ氏

が大統領に就任する。 

 

１１月１０日 メリノ氏は大統領就任式を行い、既にペ

ルーの大統領に着任している。 

 

メリノ新大統領はビスカラ前大統領の任期を引き継ぐ

ため、２１年７月２８日まで大統領を継続することにな

る。なお、ペルーは２１年４月に大統領選を予定してい

る。メリノ新大統領は、この予定に変更はないとの見解

を示した。 

 

報道を見る限りメリノ新大統領は中道右派の「Acción 

Popular（大衆行動党）」の政治家。 

１１月１０日 メリノ新大統領の就任に反対する市民

が議会前に集まり抗議行動を行ったようだが、集まった

グループは左派系が中心だったと報じられている。 

 

ペルーは、マドゥロ政権を強く非難する米州同盟「リマ

グループ」のメンバー。ビスカラ前大統領は、クチンス

キ元大統領ほどマドゥロ政権と対立しなかったが、反マ

ドゥロ政権グループであったことは間違いない。 

 

対ベネズエラ方針について、メリノ新政権も基本的には

ビスカラ前大統領と同じ方針を取ると思われる。 

 

（写真）La Razon de Argentina “メリノ新大統領” 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月９日～１１月１０日報道          No.５２２   ２０２０年１１月１１日（水曜） 

3 / 8 

 

「在ボリビア・ベネズエラ大使館 与党が掌握     

    ～モラレス前大統領 ボリビア帰国～」         

 

１１月８日 ボリビアにアルセ政権が発足した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.521」参照）。 

 

アニェス暫定政権はグアイド政権をベネズエラの正当

な政府と認識していたが、アルセ新政権はマドゥロ政権

をベネズエラの正当な政府と認識する。 

 

従って、在ボリビア・ベネズエラ大使館のコントロール

がグアイド政権からマドゥロ政権に戻ることになる。 

 

アルセ大統領が就任した翌日、１１月９日 マドゥロ政

権の外相を務めるアレアサ外相は、在ボリビア・ベネズ

エラ大使館に入場。 

 

大使の執務室に飾ってあったグアイド議長の肖像画を

外し、シモン・ボリバルの肖像画に変更。コントロール

権の回復を宣言した。 

 

また、マドゥロ大統領は在ボリビア・ベネズエラ大使と

して、アレクサンダー・ヤネス氏を任命した。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省ツイッター 

 

一連の行動について、グアイド政権側の在ボリビア・ベ

ネズエラ大使を務めていたホセ・グレゴリオ・クマレ前

大使は「大使館および大使公邸を暴力的に襲撃されたこ

とを国際社会に訴える」との声明を発表している。 

 

 

（写真）カルラ・アンゴラ記者ツイッター 

“大使館・公邸の襲撃を訴えるクマレ前大使（中央）” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecbd8f0070afe103e48755bffd0605f4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecbd8f0070afe103e48755bffd0605f4.pdf
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「ボゴタ市長 差別的発言でベネズエラ人抗議」                  

 

コロンビアの首都ボゴタのクラウディア・ロペス市長が

再びベネズエラ人への差別的な発言を巡り非難の対象

となっている。 

 

１１月８日 ロペス市長は 

「バス高速輸送システム「トラスミレニアム」で起きた

強盗の５２％は、コロンビアの犯罪グループによるもの

で、残りの４８％はベネズエラ移民によるものだ」 

とツイッターで投稿した。 

 

 

（写真）クラウディア・ロペス市長ツイッター抜粋 

 

１０月末、ロペス市長はベネズエラ人による犯罪に苦言

を呈する発言をしたことで、人種差別を助長するとして

非難を受けており、この発言から１０日ほどで再び同様

の見解を示したことになる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.518」参照）。 

 

ロペス市長の発言に対して、野党を中心に 

「マドゥロ政権による独裁で国を脱出せざるを得なか

った被害者のベネズエラ人に対して差別を生むような

発言は許容できない。」 

と批判的な意見が報じられており、発言の撤回を求める

動きが出ている。 

 

 

 

「サアブ検事総長 CPI の調査に協力姿勢示す」         

 

「国際刑事裁判所（CPI）」が１７年にベネズエラで起き

た抗議行動の際、人権侵害が起きたとの認識を示し、サ

アブ検事総長に情報提供を求めた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.520」参照）。 

 

１１月９日 サアブ検事総長は本件について 

「近日中に CPI に必要な情報を提出する。検察庁は人

権侵害を容認しない。我々は CPI とベネズエラ人の人

権保護を約束した。また、CPI による報告書作成に協力

することを約束した。 

 

ただし、CPI は人権保護を促進するための補足的な組織

であり、ベネズエラ国内の人権侵害は検察庁が監督して

いる。検察庁は米国政府による制裁がベネズエラ国民の

人権を侵害していると認識している。」 

と説明した。 

 

経 済                        

「ロイター カルドン製油所が稼働再開」           

 

ロイター通信は、ファルコン州にあるカルドン製油所 

がガソリン精製を再開したと報じた。 

 

ロイター通信が PDVSA 労働組合のイバン・フレイテス

氏から入手した情報によると、カルドン製油所は１０月

末から稼働が停止していたが、現在は日量２．５万～３

万バレルのガソリンを精製しているという。 

 

エルパリート製油所、アムアイ製油所の稼働も再開して

おり、施設が事故を起こさなければ燃料不足の状況はや

や和らぐこともあり得る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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「国会 ２０年１０月のインフレ率は２３．８％」                  

 

１１月９日 野党派国会は２０年１０月のインフレ率

を発表した。 

 

経済財務委員会によると、２０年１０月のインフレ率は

先月比２３．８％増。９月のインフレ率は３０％だった

ので、インフレ速度はやや減速したことなる。 

 

２０年１月～１０月までの累積インフレ率は１，７９８．

５７％とした。また、１９年１１月～２０年１０月まで

の１２カ月のインフレ率は３，３３２％になる。 

 

また商品別のインフレ率について 

「食料品・飲料（アルコール含まない）」は３２．０７％ 

「アルコール類・タバコ」は２５．４％ 

「皮革製品」は３０．５％ 

「賃料」は２０．０％ 

「家庭用品」は３４．２％ 

「医療品」は２１．５％ 

「交通費」は２１．８％ 

「通信」は１１．５％ 

「サービス」は４．８％ 

「娯楽」は０％ 

「教育」は１８．４％ 

「レストラン・ホテル」は２７．０％ 

「その他財・サービス」は２３．７％ 

だった。 

 

「ベネズエラ到着後、検査結果出るまで自宅待機」         

 

マドゥロ政権は航空会社４社に対して国内外線の運航

再開を許可しており、外国からベネズエラ人が帰国する

ようになった。 

 

 

 

しかし、ベネズエラに到着した人は入国時に行われる

PCR 検査の結果が出るまで、自宅で待機する必要があ

るようだ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.521」でベネズエラに

到着した旅行者は、マイケティア空港近くの指定ホテル

に自費で宿泊しなければならいとの記事を報じた。 

この記事のフェイクニュースの可能性を疑ったが、事実

だったようだ。 

 

ただし、その後ホテルに宿泊していた人々は解放され、

自宅に戻り自宅で結果が出るまで待機することになっ

たという。 

 

現地メディア「El Pitazo」によると、マドゥロ政権は国

際線の運航を再開したばかりで、今後どのように Covid-

１９の感染拡大を抑えるか対応策を検討している最中

で試行錯誤的な措置を取っているという。 

 

２０２０年１１月１０日（火曜）              

政 治                       

「急進野党 主要野党との対立が先鋭化         

   ～現方針を維持するなら野党ではない～」        

 

急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、米国メディア「El 

Nuevo Heraldo」にオピニオン記事を投稿。 

 

グアイド政権に対して、野党であることをやめるよう求

めた。 

 

「グアイド政権は、政府報道官を通じて政権移行のため

にマドゥロ独裁政権の関係者と同盟を組むことを提案

した。この同盟を組むのであれば、即座に野党であるこ

とをやめなければいけない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecbd8f0070afe103e48755bffd0605f4.pdf
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マフィアとの政権移行は犯罪権力を排除したことにな

らず、犯罪者と権力を分かち合うだけである。」 

との見解を示した。 

 

１０月２５日 「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロ

ペス党首がスペインに亡命した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.515」参照）。 

 

亡命後、ロペス党首は記者会見を開き、グアイド政権を

支持すること、政権移行のためにはマドゥロ政権内部関

係者の協力が必要であることなどを主張した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.516」参照）。 

 

急進野党は、マドゥロ政権の完全な排除を望んでおり、

政権関係者との協力を許容しておらず、主要野党の方針

を真っ向から非難。 

 

急進野党グループは、EU 議会に対して、２１年１月以

降、グアイド政権をベネズエラの政府と認識しないよう

求める声明を出している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.518」参照）。 

 

「Sputnik V ２１年４月から販売？」           

 

日本では米国のファイザーとドイツのビオンテックが

共同開発した Covid-１９ワクチン「BNT162b2」が注目

を集めているが、マドゥロ政権はロシアが開発している

Covid-１９ワクチン「Sputnik V」に関心が向いている。 

 

１０月、マドゥロ政権はベネズエラ国内での「Sputnik 

V」の臨床試験を行うと発表。ボランティアで摂取を希

望した２，０００人のベネズエラ人への接種を開始して

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.506」参照）。 

 

 

 

 

なお、その２，０００人の中にはマドゥロ大統領の息子、

マドゥロ・ゲラ氏も含まれているようだ。 

 

１１月１０日 マドゥロ大統領は「Sputnik V」につい

て、２１年４月に商用化される可能性について言及した。 

 

「楽観的な予想では、４月にワクチンは商用化できると

考えている。ベネズエラの全ての国民に無料でワクチン

が提供できることを望んでいる。 

 

Sputnik V の臨床試験は順調に進んでいる。最終的な結

果は公表する予定だ。」 

と言及した。 

 

経 済                       

「米カーギル ベネズエラ資産を売却         

    ～現地ビスケットメーカーが購入～」            

 

１１月１０日 米国の穀物メジャーの「Cargill（カーギ

ル）」は、同社がベネズエラに保有している資産を

「Phoenix Global Investment」と「Puig」に売却したと

発表した。 

 

「Phoenix Global Investment」は投資ファンドで、「Puig」

はベネズエラでは有名なビスケットメーカー。売却額は

公表されていない。 

 

（写真）Puig  

“Puig のチョコレートビスケット「Maria」” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/af37018ef3cab49d14579680eec38e11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/af37018ef3cab49d14579680eec38e11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/52ec22ba709c19fd194850cce7c62ac4.pdf
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カーギルがベネズエラで事業を始めて３４年が経過し

ており、ベネズエラ国内で１，５００名を雇用している。 

 

Covid-１９下でも生産は比較的順調に継続しており、今

回の売却の発表に従業員らは驚いているという。 

 

カーギルはベネズエラ国内でパスタ（ブランド名

「Ronco」「Mimesa」）、小麦粉（ブランド名「Blancaflor」）、

マーガリン（「Los Tres Cochinitos」）、動物用食品（ブラ

ンド名「Purina」）などを生産していた。 

 

「経済調査会社 ２０、２１年ベネズエラ経済を予想」         

 

経済コンサルタント会社「Focus Economics」は、２０

２０年のベネズエラの経済について 

経済成長率（GDP）は、前年比△２４．３％、 

インフレ率は、２，４８７％、 

財政赤字（対 GDP 比）は、２１．６％、 

為替レートは、１ドル BsS.９００，９２０ 

と予測した。 

 

また、２１年の経済について 

GDP は、前年比△１．９％ 

インフレ率は、１，４８３％ 

財政赤字（対 GDP 比）は、１６％ 

為替レートは、１ドル BsS.６，６９４，７４１ 

との予想を公表した。 

 

「ロイター PDVSA の制裁回避協力会社を調査」         

 

ロイター通信は、ベネズエラ原油取引の制裁回避手段に

ついて報じた。 

 

ロイターが確認した PDVSA の内部資料によると、８月

２１日「Otoman」というタンカーが重質油１８２万バ

レルを積み上げるため、ベネズエラに接岸したという。 

 

しかし、「Otoman」というタンカーは世界中のどこにも

存在しないという。 

 

更に「Otoman」は「Rubyni」というタンカーに原油を

引き渡すことになっていたが、「Rubyni」という名前の

タンカーは２０１８年に解体されており、船舶の衛星追

跡システムでは１８年にバングラディシュに到着した

後、活動を終了しているという。 

 

ロイター通信が、イラン政府関係者や PDVSA 関係者か

ら聞いた話では、上記は PDVSA の記載ミスではなく、

意図的なものだという。 

 

１９年に米国政府が PDVSA に制裁を科してから、いく

つかの船会社は制裁を回避するために通常のプロトコ

ールを無視して PDVSA との取引を継続しており、船舶

の名前を変えるのは制裁回避手段の１つのようだ。 

 

PDVSA は、名前が特定されていない３０超の会社と原

油輸出契約を結んでおり、現在の PDVSA にとって重要

なパートナーになっているという。これらの会社の多く

はロシア系の会社で、うち２１社は過去石油関係の取引

は全くしていない会社と報じている。 

 

ロイター通信が入手した情報によると、４月～１０月に

かけてこれらの会社に２，５００万バレルの原油と燃料

を販売。これは同期間に PDVSA が輸出した原油の４分

の１に当たり、市場価格で５．４億ドルに相当するとい

う。 

 

なお、PDVSA の資料によると「Otoman」というタンカ

ーは、ロシアの「Wanneng Munay」という会社が輸送

を請け負っていたという。 

しかし、「Wanneng Munay」という会社のウェブサイト

は「en construccion（作成中）」であり、会社の存在を確

認できないという。 
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ロイター通信の調査では、現在の PDVSA の原油取引に

はロシアの「OGX Trading」という会社が関係している

ようだが、「OGX Trading」は３月に設立されたばかり

の会社だという。 

 

「OGX Trading」の社長は Sergei Basov という人物。 

Basov 氏は電話取材に対して、「OGX Trading」は食品

関連のビジネスをする目的で組織した会社だが、Covid-

１９の影響で活動は始まっていないと回答したという。 

 

なお、「OGX Trading」の株主構成は１％が Sergei Basov

氏、残りの９９％はアラブ首長国連邦、ドバイの

「Marlybone Trading DWC-LLC」と言う会社。 

ロイター通信は、「Marlybone Trading DWC-LLC」が登

記されている会社の住所を訪ねたが、その住所で会社の

ネームプレートは確認できなかったという。 

 

他、ロイターが PDVSA との取引業者を調査した結果、

Betsy Desiree Mata Pereda というベネズエラ人の名前

が挙がってくるという。 

 

Pereda 氏は、ロシアに複数の会社を持っており、CLAP

取引で食料品を供給していたトルコの「Mulberry Proje 

Yatirim SA」という会社の株主でもある。 

 

なお、「Mulberry Proje Yatirim SA」は１９年から米国

の制裁対象になっているようだ。 

 

社 会                       

「World Vision ベネズエラの児童貧困率７３％」            

 

非政府系団体「World Vision（WV）」は、ベネズエラ児

童の貧困状況に関する調査レポートを公表した。 

 

２０年 8 月 WV は、カラカス首都区、ミランダ州の４

２０世帯を対象にアンケート調査を実施。 

 

WV によると、ベネズエラ児童の貧困数は Covid-１９

の影響もあり、２０％増加し、７３％の児童が貧困状態

にあるという。 

 

その結果、１２％の家庭が子供を危険な環境で労働させ

ているという。 

 

最もポピュラーな仕事は、「物乞い（仕事と認識して良

いか分からないが）」で全体の２８％を占めるという。 

次に多いのが「家政婦」で２６％、次に「ブオネロ（外

でお菓子などを売る人）」は１９％と続く。他、１５％

は危険なドラッグを売らせているという。 

 

以上 


