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（写真）PDVSA “PDVSA のコークスはウィルメル・ルペルティ氏の会社を通じて輸出” 

 

 

２０２２年９月２１日（水曜） 

 

政 治                     

「在ベネズエラ・コロンビア大使 野党を批判」 

「チリ大統領 ベネ移民は南米史上例をみない」 

経 済                     

「Pequiven 社長 Monomeros を訪問」 

「Monomeros 前社長 ロペス VP 党首を非難」 

「Wingo コロンビア―ベネズエラ便２３４ドル」 

社 会                     

「OVF カラカス労働者の給料調査を発表 

～民間労働者の給料は最低賃金の８倍～」 

「ベネズエラ保険加入者 ８０％は医療保険」 

２０２２年９月２２日（木曜） 

 

政 治                    

「米国 外国の人道支援に３．７億ドル超 

～欧州 ベネズエラに３億ユーロを支援～」 

「フロリダ州知事 ベネ移民の移送を誇る」 

経 済                    

「ベネズエラのコークス取引 Maroil が独占 

～２２年１～9 月で３，８億ドル超を輸出～」 

「マドゥロ政権 Monomeros 元役員を指名手配」 

「Cendas-FVM ８月基礎食糧費は４５９ドル」 

社 会                    

「米国の指名手配犯 ベネズエラで逮捕」 
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２０２２年９月２１日（水曜）             

政 治                       

「在ベネズエラ・コロンビア大使 野党を批判」       

 

９ 月 ２ １ 日  在 ベ ネ ズ エ ラ ・ コ ロ ン ビ ア 大 使 の

Armando Benedetti 氏は、自身のソーシャルメディアで

「Monomeros」の現状について投稿。ベネズエラ野党の

運営について否定的なコメントをした。 

 

「ベネズエラ野党は本当に冗談のような存在だ。 

現在、レオポルド・ロペス VP 党首は Monomeros の略

奪を非難しており、なぜイバン・ドゥケ前大統領はこの

問題を調査しなかったのかと訴えている。」と投稿した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.809」の通り、バラン

キージャ商工会議所はマドゥロ政権が指名した役員を

Monomeros の役員と認定。マドゥロ政権は Monomeros

のコントロールを回復したと正式に発表している。 

 

同日、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、

グアイド暫定政権が指名したギジェルモ・ロドリゲス・

ラプレア前社長がマドゥロ政権に味方したと非難。 

 

その結果、Monomeros のコントロール権がマドゥロ政

権側に移ったと指摘した。 

 

また、VP は汚職を理由にラプレア前社長ら役員陣を解

任し、組織の再構築を図るよう求めたが、他の野党グル

ープの合意が得られず実現しなかったと主張。 

 

Monomeros の汚職には、VP の関係がないと暗に訴え

ている。 

 

 

 

 

ただし、ラプレア前社長の前にグアイド暫定政権が指名

したカルメン・エリサ・エルナンデス元社長も汚職を理

由に解任されている。 

 

ただし、エルナンデス元社長は汚職の関与を否定。 

 

コロンビア検察が捜査する案件だが、この捜査はまとも

にされることなく現在に至っている。 

 

「チリ大統領 ベネ移民は南米史上例をみない」         

 

チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、国連総会で演説

を実施。 

 

ベネズエラの移民問題について、「この地域で例をみな

い事態を起こしている」との見解を示した。 

 

「ベネズエラで人道危機が起きている。政治危機により

この問題は長期化しており、我々の地域および我が国に

とって無視できない存在となっている。 

 

ベネズエラ移民の問題は、我々の組織、社会に著しい圧

力を加えている。」と訴えた。 

 

現在、国連総会が行われており、南米地域の代表を中心

にベネズエラの移民問題についての懸念の声が散見さ

れる。そして、この移民問題の原因について「経済低迷」

か「政権の抑圧」か、という議論が展開されている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.809」で、国連の独立

調査委員会がマドゥロ政権による人道危機を非難する

報告書を公表したが、これは移民問題について「政権の

抑圧」が原因との主張を補強するためにこのタイミング

で公表されたものと考えるのが妥当だろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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経 済                        

「Pequiven 社長 Monomeros を訪問」           

 

「Pequiven」の Rafael Tellechea 社長が現在の工場の状

況を確認するため「Monomeros」のバランキージャ本社

を訪問した。 

 

Tellechea 社長は、米国から経済制裁を受ける２０１７

年まで Monomeros の経営は極めて順調で、肥料１００

万トンを販売していたと指摘。 

 

しかし、グアイド暫定政権に交代し、生産量は６０万ト

ンを下回ることになったと訴え、今後短期間で元の状況

に戻ることができるとの見解を示した。 

 

また、従業員の解雇はしないと説明した。 

 

 

（写真）Monomeros 

 

 

 

「Monomeros 前社長 ロペス VP 党首を非難」                  

 

本稿「在ベネズエラ・コロンビア大使 野党を批判」の

通り、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、

グアイド暫定政権下で Monomeros の社長に就任してい

たロドリゲス・ギジェルモ・ラプレア前社長を強く非難

している。 

 

このロペス VP 党首の批判について、ラプレア前社長は

Cesar Miguel Rondon 氏のインタビュー番組に出演し反

論。 

 

「国際社会に対して、Monomeros の問題を正確に見え

る化することが重要だ。 

 

レオポルド・ロペスは、自身の行ってきた馬鹿げた運営

から逃げている。彼は自身の罪を洗い流そうとしている。

現在、全ての関係者が Monomeros の問題と自身の関係

を遠ざけようとしている。」 

との見解を示した。 

 

「Wingo コロンビア―ベネズエラ便２３４ドル」                  

 

９月２６日からコロンビア―ベネズエラの国際線が再

開する（「ベネズエラ・トゥデイ No.808」）。 

 

現時点ではベネズエラ国営航空会社「Conviasa」は同日

から運航を始めるようだが、他の会社が９月２６日から

運航を開始するのかは定かではない。 

 

コロンビアの航空会社「Wingo」は１０月４日からコロ

ンビア―ベネズエラ便の運航を開始するという。 

 

既にチケットは予約できる状態になっており、金額につ

いて確認すると安い時期では往復２００ドル超で利用

できるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
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１０月１３日に予約をした場合、片道は１１７．１ドル。 

往復で２３４．２ドルだという。 

 

なお、Wingo には３つのクラスがあるようで、最も安い

のは「Go Basic」（手荷物のみ）。 

 

次は「Go Plus」（２３キロまでの預け荷物）で片道１９

４．８６ドル。 

 

最もサービスレベルが高いのは「Go Premium」（手荷物

１つ、手持ちスーツケース１２キロ、２３キロまでの預

け荷物、搭乗優先、広めの座席）で片道２１４．３ドル

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「OVF カラカス労働者の給料調査を発表       

   ～民間労働者の給料は最低賃金の８倍～」           

 

「ベネズエラ金融観測所」は、直近で行ったカラカス労

働者の給料調査結果を公表した。 

 

同調査によると、民間セクターの月額給料は１２６．５

ドル。なお、役職別だと管理職は月額２７８．５ドル、

専門職は１７６．３ドル、一般労働者は同１１６ドル。 

 

ボリバル建のインフレを踏まえた実質賃金は前回調査

と比べて７．３％減。ドル建の給料は同２７．２％減だ

ったという。 
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現在、ベネズエラの最低賃金は月額１３０ボリバル。 

ドル建てで１５ドル程度なので、８倍ということになる。 

 

なお、OVF によるとベネズエラ国内で最低賃金を受け

取っている労働者・年金受給者は４８０万人いるという。 

 

「ベネズエラ保険加入者 ８０％は医療保険」                  

 

「ベネズエラ保険業商工会（CAV）」の María del Carmen 

Bouffard 代表は、現在ベネズエラ国内で加入されている

保健の８０％は医療保険であると説明した。 

 

特に Covid-１９関連の保険について人々の関心が強く、

２２年１月に Covid-１９に関連した保険支払額が最も

多かったとした。 

 

なお、保険市場全般でみると、市場は拡大していないと

指摘。 

 

自動車保険は自動車の耐用年数の経過とともに使用者

が減少しているとコメント。また、ベネズエラ人の購買

力低下により保険を解約する人もいるとした。 

 

なお、ベネズエラ国内の保険ではなく、外国の保険に加

入しているベネズエラ人も多いという。 

 

ベネズエラ国内の保険業者は法律「保険業活動法（Ley 

de Actividad Aseguradora）」の様々なデメリットを抱え

ており、外国の保険会社との競合で厳しい戦いを強いら

れているとした。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年９月２２日（木曜）              

政 治                       

「米国 外国の人道支援に３．７億ドル超       

  ～欧州 ベネズエラに３億ユーロを支援～」        

 

９月２２日 米国のアンソニー・ブリンケン国務長官は、

ベネズエラ国内およびベネズエラ移民の流入の影響を

受けている国に対して総額３億７，６００万ドルを拠出

すると発表した。 

 

ブリンケン国務長官によると、同資金はベネズエラの

「食料」「難民」「医療」「衛生」「若者」「先住民」「LGBT」

などの分野に拠出されるという。 

 

なお、３億７，６００万ドルのうち、１億８，１００万

ドルは国務省移民部門から拠出。１億９，４００万ドル

は「米国国際開発庁（USAID）」から拠出されるという。 

 

これらの資金は米国政府が直接ベネズエラの非政府系

団体に渡しており、人道支援を隠れ蓑にした政治活動と

非難もされている。 

 

また、欧州連合もベネズエラへの人道支援を発表。 

３億４００万ユーロを拠出すると発表した。 

 

ただし、この支援金は国連に対して渡され、国連の人権

高等弁務官事務所を通じてベネズエラ支援に当てられ

るという。 

 

現在、人権高等弁務官事務所はベネズエラに事務所を設

置しており、１６人のスタッフがベネズエラで活動して

いるという。 
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「フロリダ州知事 ベネ移民の移送を誇る」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.808」で紹介した通り、フ

ロリダ州、テキサス州知事が不法移民（その多くはベネ

ズエラ人）を別の州へバスで送り込んでおり、人権侵害

としてメディアの注目を集めている。 

 

また、この対応を理由に弁護士団体がフロリダ州知事を

訴えるなど問題は大きくなっている。 

 

９月２２日 本件について、フロリダ州の Ron Desantis

知事は記者会見を実施。「米国の移民危機に関する議論

に一石を投じることが出来たことに誇りを感じている」

とコメント。 

 

今回の対応について正しい対応をしているとの姿勢を

示した。 

 

なお、今回の不法移民の移送について、虚偽の説明をし

て移民を騙す形で移送されたことも問題となっている。 

 

マサチューセッツ州の島に送られたベネズエラ移民は、

「ボストンに送られ、そこで支援を受けることができる。

飛行機に搭乗すれば２００ドルを受け取ることができ

る」と言われたという。 

 

 

（写真）AlNavio “Ron Desantis フロリダ州知事” 

 

経 済                       

「ベネズエラのコークス取引 Maroil が独占      

  ～２２年１～9 月で３，８億ドル超を輸出～」        

 

ロイター通信は、２０２２年、ベネズエラのコークス輸

出の大半は、ウィルメル・ルペルティ氏が所有する

「Maroil」を介して販売されたと報じた。 

 

ロイターが確認した PDVSA 内部資料によると、８月以

降ベネズエラのホセ・ターミナルから輸出される全ての

コークスは Maroil を介して販売されているという。 

 

また、PDVSA はルペルティ氏に対してコークス１トン

を４５ドルで販売し、Maroil は２２０ドルで販売して

いたという。 

 

ウィルメル・ルペルティ氏は、故チャベス政権時代から

与党と協力関係にある企業家で、海運業を営んでいる。 

 

２００２年に PDVSA の大規模ストライキが発生し、国

内燃料が深刻な不足に陥った際には、ルペルティ氏が経

営する会社が外国から燃料を調達し、ベネズエラに供給

していたと言われている。 

 

PDVSA 関係者は 

「Maroil はホセ・ターミナルからの輸出の全てを担っ

ている。原油を購入する側にとっても PDVSA と取引を

するよりもはるかに効率的だ。」 

とコメントしたという。 

 

ロイターによると、２２年１月～９月半ばまでにベネズ

エラは２１９万トンの原油派生製品を販売。そのうちの

７０％（１５３万トン）はコークスだったという。これ

は金額にすると３億８，３００万ドルに相当する。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
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「マドゥロ政権 Monomeros 元役員を指名手配」            

 

９月２２日 タレク・エル・アイサミ石油相は、グアイ

ド暫定政権下で「Monomeros」の役員として活動してい

た２３人を指名手配すると発表した。 

 

指名手配された役員の中には、直前まで Monomeros 社

長を務めていたロドリゲス・ギジェルモ・ラプレア氏も

含まれている。 

 

「現在の Monomeros は廃墟にある墓場のようで、完全

に崩壊している。生産余力はゼロに等しい。」とグアイ

ド政権下での運営を主張した。 

 

「Cendas-FVM ８月基礎食糧費は４５９ドル」         

 

９月２２日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を

調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、８月の基

礎食糧費がドル建てで月額４５９ドルだったと発表し

た。 

 

つまり、１日当たりの食費が１５．３ドルになる。 

 

現在、ベネズエラの最低賃金は月額１３０ボリバル。 

ドル建てで１５ドル程度なので最低賃金では１日分の

家族の食費にしかならないことになる。 

 

７月の食糧費は月額４７０．４４ドルだったので、やや

食費が下がったことになる。 

 

CENDAS-FVM のオスカル・メサ代表は、「ベネズエラ

国民の可処分所得が回復しているという指摘があるが、

これは事実ではない。」と指摘。 

 

人々の生活は引き続き厳しいと主張した。 

 

 

社 会                       

「米国の指名手配犯 ベネズエラで逮捕」            

 

米国海軍との汚職取引を理由に国際指名手配されてい

るマレーシア企業家 Leonard Glenn Francis 氏（通称 Fat 

Leonard）がベネズエラのマイケティア国際空港で拘束

された。 

 

Fat Leonard 氏は、シンガポールで軍事会社を運営して

いた。そして、２０１５年に自社との契約を求めて米国

海軍高官に対して５０万ドルの賄賂を支払い、３，５０

０万ドルの契約を受注したという。 

 

本件に関連して米国で有罪となり、米国サンディエゴで

自宅軟禁措置を命じられていたが、９月４日に監視の目

を掻い潜り、逃走したという。 

 

なお、報道によると Fat Leonard 氏は、メキシコからキ

ューバを経由し、ベネズエラに寄り、最終的にロシアに

移動しようとしていたようだ。 

 

 

（写真）Interpol_venezuela 

 

以上 


