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（写真）マドゥロ大統領 “感染拡大防止策「７＋７」の解除を検討 ７月１８日から施行を予定” 

 

 

２０２１年７月１４日（水曜） 

 

政 治                     

「伊 ラミレス元 PDVSA 総裁の引き渡し許可 

～政治的な迫害と認識できない～」 

「マドゥロ政権 ７月１８日から７＋７の解除？」 

「マドゥロ政権 VP 党員・親族らを拘束 

～与野党交渉再開の可能性 引き続き残る～」 

「EU マドゥロ政権高官への個人制裁を維持」 

経 済                     

「CITGO PDVSA との石油液化ガス取引を否定」 

「ベネズエラ 燃料不足で電気自動車が出回る」 

「Conindustria 代表交代 皮革産業の関係者」 

２０２１年７月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「WhatsApp 削除したデータの復旧は可能？」 

「ペルー次期大統領 ７月２０日に決定」 

「イラン 米国人記者をベネズエラ経由で拉致？」 

経 済                    

「OPEC ６月産油量は日量５２．９万バレル」 

「Laser Airline ７月１９日から国内線を再開」 

社 会                    

「コロンビア軍人２５名 ２４７名殺害で有罪」 

「メトロで爆発発生、けが人も」 

「ベネ石油省の法務担当 賄賂受領で有罪」 
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２０２１年７月１４日（水曜）             

政 治                       

「伊 ラミレス元 PDVSA 総裁の引き渡し許可     

      ～政治的な迫害と認識できない～」       

 

７月１４日 イタリアの Roberto Cavallone 検事総長は、

マドゥロ政権が申請したラファエル・ラミレス元

PDVSA 総裁の引き渡しを許可した。 

 

ラファエル・ラミレス氏は、２００４年から故チャベス

元大統領が亡くなる２０１３年まで PDVSA 総裁を務

め、経済分野で絶大な権力を握っていた。 

 

マドゥロ政権下でも１４年まで PDVSA 総裁を務めて

いたが、経済担当副大統領になり、国連代表大使になり、

徐々に政権の中枢から離れ、１７年末にはマドゥロ政権

に反旗を翻し、イタリアへ移住していた。 

 

イタリア移住後もラミレス元 PDVSA 総裁は、マドゥロ

政権に敵対する勢力として活動。与党の内部には今もラ

ミレス派閥が残っており、主要野党に並びマドゥロ政権

の脅威になる存在と理解されていた。 

 

イタリア検察がラミレス元 PDVSA 総裁の引き渡しを

許可した決定文には、 

① ベネズエラ検察の要請は政治的な迫害という主張

を信じるに足る理由がなく、 

② ベネズエラ国内の司法制度は被疑者の基本的な人

権を擁護する仕組みがないと判断するには不十分。 

と書かれている。 

 

率直に言って、ラミレス氏が汚職と全く無関係だった可

能性は低い。ラミレス氏の親族がラミレス氏の代理人と

して、コミッションを得ることで、PDVSA の工事受注

の便宜を図っていたとの報道は存在している。 

 

今回の一件は、ラミレス元 PDVSA 総裁の引き渡しが許

可されたことも重要だが、イタリアがマドゥロ政権の検

察庁の要請を正当な要請と認識したことも注目に値す

る。 

 

また、人権侵害が指摘されるベネズエラにおいて、イタ

リアが「ベネズエラの司法制度には被疑者の人権を擁護

する仕組みがない」との説を認めなかった点も注目に値

する。 

 

イタリアは EU 加盟国であり、EU がマドゥロ政権をベ

ネズエラの大統領と認識していることを暗に示してい

るとも言えそうだ。 

 

「マドゥロ政権 ７月１８日から７＋７の解除？」         

 

ベネズエラは Covid-１９の感染拡大を抑制するため１

週間ごとに「隔離週」と「隔離緩和週」を繰り返す「７

＋７」という仕組みを採用している。 

 

７月１４日 マドゥロ大統領は、「７＋７」を解除する

ことを検討していると発表した。 

 

現在、大統領直轄の Covid-１９対策委員会に解除可否

を検討させているところで、同委員会から承認がでれば

７月１８日から正式に「７＋７」が解除されるかもしれ

ないという。 

 

ベネズエラの Covid-１９新規感染確認者数は、この２

カ月ほど１０００～１５００人を推移している。 

 

直近では７月１３日の１日の新規感染確認者数は１，１

０９名（累計２８．７万人）。死者は１２名増加（累計

３，３１５名）。現在も感染中の患者数は１３，７７６

名となっている。 
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「 ７ ＋ ７ 」 の 解 除 に つ い て 、 ベ ネ ズ エ ラ 経 団 連

「Fedecamaras」のカルロス・フェルナンデス副代表は、

肯定的に評価。 

 

企業に対して、感染拡大を防止するための適切なプロト

コールを徹底するよう要請。感染が拡大するようであれ

ば、再び「７＋７」が長期化する可能性があると警鐘を

鳴らした。 

 

他方、一般市民からは「７＋７」の解除に懸念を示す声

もあり、ツイッターではワクチン接種が普及していない

中で「７＋７」を解除すれば取り返しのつかないことに

なるとの主張も散見されている。 

 

「マドゥロ政権 VP 党員・親族らを拘束           

  ～与野党交渉再開の可能性 引き続き残る～」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.625」で紹介した通り、

マドゥロ政権は、カラカス・マフィアと結託し治安を不

安定にしたとの容疑で「大衆意思党（VP）」のフレディ・

ゲバラ氏を拘束した。 

 

与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、他にも VP の党

員がマフィアと協力関係にあると主張。ベネズエラで最

も使用されている携帯アプリ「WhatsApp」を使用した

ゲバラ氏やロペス党首らの一連のやり取りを公表。 

 

検察庁は、エミリオ・グラテロン氏、ヒルベル・カロ氏、

ルイス・ソマサ氏、アスレル・イグレシアス氏など VP

党員の拘束指令を出している。 

 

７月１４日 その流れで VP 党員の一人オライマ・ジョ

セフィナ・ギジェン氏が SEBIN に拘束された。 

他、VP のハビエル・ゴンサレス氏の母親も拘束。 

 

 

 

加えて、タチラ州の人権団体「Fundaredes」の代表で、

先日拘束されたハビエル・トロコニス氏の母親宅などの

捜査も行った（トロコニス氏が拘束された時の記事は

「ベネズエラ・トゥデイ No.621」参照）。 

 

グアイド議長は、マドゥロ政権の強引な捜査を非難。 

米国政府の Kevin O’Relly 国務省秘書官は、「完全に受

け入れられない」と非難。「マドゥロ政権の野党政治家

に対する迫害は、“公平な選挙を行う“というマドゥロ政

権の意思の証明を困難にする」と指摘した。 

 

一連の流れから８月に再開するかに見えたメキシコで

の与野党交渉に暗雲が立ち込め始めている。 

 

ただし、VP のレオポルド・ロペス党首は、アルゼンチ

ン系メディア「Infobae」のインタビューにて、メキシコ

で行われる予定の与野党交渉について、自身が交渉のテ

ーブルに参加する可能性があると述べており、交渉自体

はまだ破断していないことが伺える。 

 

なお、ホルヘ・ロドリゲス議長は、VP がマフィアと結

託した理由について「抗議行動を加熱させ、社会を不安

定化させると同時に交渉を破談させたいからだ」と主張

している。 

 

ロペス党首率いる VP 関係者が、与野党交渉の再開に否

定的なのは明らか。一方、「第一正義党（PJ）」「行動民

主党（AD）」「新時代党（UNT）」は、基本的に選挙参加

を志向している。 

 

つまり、交渉と選挙参加の方針に傾いた場合、VP が主

要野党のかじ取りを奪われることになる。ロペス党首が

それを拒否するため、一連の工作を仕掛け、対話の破断

を先導しているという主張だ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
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「EU マドゥロ政権高官への個人制裁を維持」         

 

７月１４日 EU 裁判所は、デルシー・ロドリゲス副大

統領の求めを棄却。 

 

２０１８年に EU が施行したロドリゲス副大統領、ディ

オスダード・カベジョ PSUV 副党首らマドゥロ政権高

官１０名への制裁を維持することを決定した。 

 

ロドリゲス副大統領は、EU が科しているマドゥロ政権

高官への個人制裁は国家の権利を侵害しているとして、

EU 裁判所に制裁の撤回を申請していた。 

 

しかし、１名の個人制裁だけは「制裁を科す根拠が不十

分」との理由で申し入れを受け入れたと報じられている。 

この１名が誰かでメディアの報道が分かれており、正確

な情報は確認できていない。 

 

１つのメディアでは「選挙管理委員会（CNE）」の統括

秘書官を務めるハビエル・モレノ氏。 

もう１つのメディアではマイケル・モレノ最高裁判事と

書かれている。 

 

恐らく、CNE のハビエル・モレノ統括秘書官が正解で、

マイケル・モレノ最高裁判事は「モレノ」が同じなので

間違えて書かれただけと思われる。 

 

経 済                        

「CITGO PDVSA との石油液化ガス取引を否定」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.625」で紹介した通り、

米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、ライセンス No.40

を発行。ベネズエラへの石油液化ガス（家庭用ガス）の

輸出を許可した。 

 

 

 

今回のライセンス発行を受けて「Argus Media」は、米

国の PDVSA 子会社 CITGO に対して PDVSA との取引

を再開するかどうかを確認。 

 

CITGO は「現時点で PDVSA と石油液化ガスの取引を

再開する予定はない」と回答。 

 

また、他のエネルギー会社からは「ライセンスが出たと

しても PDVSA と取引を再開するのは懐疑的」との回答

があったという。 

 

彼らが PDVSA との取引再開に懐疑的な理由は様々だ

が、「PDVSA の支払い能力の懸念」「原油との交換取引

が困難であること」などがあるという。 

 

「ベネズエラ 燃料不足で電気自動車が出回る」                  

 

燃料不足を理由にベネズエラで電気自動車が出回って

いるという。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、現在

ベネズエラで走っている電気自動車は「Corolla Hybrid」

「Nissan Leaf」「Fiat ５００」「Xpeng」など。 

料金は１．７万～２．５万ドル程だという。 

 

「ベネズエラ自動車部品連合会（Favenpa）」のオマー

ル・バウティスタ代表によると、電気自動車は世界的に

普及傾向にあり、電気自動車の技術は向上しているとい

う。そのため、バッテリーが小型化しており、燃料効率

も改善、これまでより安く買うことができるようになっ

たという。 

 

ただし、電気自動車は携帯電話のようにバッテリーの充

電の仕方に気を付ける必要があると指摘。充電が１０

０％になったらすぐに充電を止めれば自動車の耐用年

数は上がるだろうとした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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「Conindustria 代表交代 皮革産業の関係者」                  

 

７月１４日 ベネズエラで「Fedecamaras」に次いで影

響力が大きいとされる経済団体「Conindustria」（製造業

関係企業の団体）の代表が交代した。 

 

新たに代表に就任したのは Luigi Pisella 氏。 

任期は２０２１年７月１９日～２３年７月１８日まで。 

 

Luigi 新代表は、これまで「ベネズエラ皮革商工会

（Cavecal）」の代表を務めていた。 

 

Luigi 新代表は「Union Radio」のインタビューに答え、

労働関連の法律を見直す必要があると主張。マドゥロ政

権とも交渉の意思があると言及。また、「７＋７」の解

除が現実味を帯びている点について肯定的な意見を述

べた。 

 

また、「Conindustria」の執行役員は、Francisco Acevedo

氏、Ruben Morales 氏、Tito Lopez 氏、Roberto Mendoza

氏、Haydee Salas 氏が就任する。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“「Conindustria」Luigi Pisella 新代表” 

 

 

 

 

２０２１年７月１５日（木曜）              

政 治                       

「WhatsApp 削除したデータの復旧は可能？        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.625」で、ホルヘ・ロ

ドリゲス国会議長は、「大衆意思党（VP）」関係者とカラ

カス・マフィアとの関係を指摘。その証拠として VP 党

員らの「WhatsApp」のやり取りを公開していた。 

 

ロドリゲス国会議長は、「彼らが削除したメッセージデ

ータを復元した」と説明しているが、データの復元が可

能かどうかという点でメディアの意見は分かれている。 

 

専門家の中にはデータの復元は可能という指摘もある。 

 

他方、「WhatsApp」自身は、同アプリを通じた他社との

やり取りは暗号化されており完全に安全と発表。「我々

は、個人が容易で安全でプライベートな環境で会話がで

きる権利を信じている。」との見解を示している。 

 

また、ロドリゲス国会議長は、拘束したフレディ・ゲバ

ラ氏とのメッセンジャーのやり取りだけではなく、様々

な人のメッセンジャーのやり取りを公開した。 

 

不特定多数の多くの人のメッセージのやり取りを復元

することは不可能とも指摘されている。 

 

仮に大衆意思党の内部にマドゥロ政権の協力者がおり、

彼がデータを盗む手伝いをしていたとすれば可能かも

しれないが、携帯も押収されていない状況で多くの人の

メッセージのやり取りを復元することが出来るのか疑

問を持つのは当然のことだろう。 

 

とは言え、２０年５月の「Gedeon 作戦」の前例もあり、

グアイド政権が水面下で暴力的な手段を計画していた

としても不思議ではない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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「ペルー次期大統領 ７月２０日に決定」           

 

６月６日 ペルーで大統領選が行われた。 

 

「Fuerza Popular」のケイコ・フジモリ候補と「Peru 

Libre」のペドロ・カスティージョ候補の決選投票が行わ

れ、極めて僅差でペドロ・カスティージョ候補がフジモ

リ候補を上回った（「ベネズエラ・トゥデイ No.611」）。 

 

あまりの接戦だったため、選挙後も議論が続くとは思っ

ていたが、１カ月以上が経過した現在も正式に当選者が

決まっていないようだ。 

 

本来であれば７月１５日にペルーの選管が、正式に当選

者を発表する予定だったが、選管役員４名のうち１名が

カスティージョ候補の当選に反対の意思を示し、決定は

保留された。 

 

アレクサンダー・マラジャノ選管代表顧問は、新大統領

の当選者発表を延期し、７月２０日に正式に決定すると

説明した。 

 

なお、現在ペルーで暫定大統領を務めている Sagasti 氏

の任期は７月２７日で満了する。つまり、暫定大統領の

任期満了の７日前まで次期大統領が決まらない異常事

態となっている。 

 

なお、選挙当局は既に投票の１００％集計を終えており、

結果はカスティージョ候補が５０．１２％。フジモリ候

補が４９．８７％。僅差ではあるもののカスティージョ

候補の得票数が多い。 

 

ただし、フジモリ候補は投票に不正があったと指摘。 

この議論で決着がつかないまま現在に至っている。 

 

 

 

「イラン 米国人記者をベネズエラ経由で拉致？」         

 

米国司法省は、米国ニューヨークでイラク籍の４名が米

国人記者を拉致しようとしたと発表。拉致した後、ベネ

ズエラに運ぶ計画があったと説明した。 

 

拘束されそうになったのは米国人記者で活動家の

Masih Alinejad 氏。イラン系移民でロウハニ政権に批判

的な記者とされる人物だという。 

 

Masih 記者も自身のツイッターで誘拐されそうになっ

た事実を投稿。ロウハニ政権の計画だったと指摘してい

る。 

 

米国司法省によると、拘束した人物のうち１名はイラン

の諜報員で３名はその諜報員の指示で動いていた人物

という。 

 

Masih 記者は拘束された後、ベネズエラ海域を通ってイ

ランに向かいイランで刑務所に収容される計画だった

という。ベネズエラが今回の拉致計画に関与していたと

は指摘しなかったものの、ベネズエラとイランの関係が

危険であると示唆した。 

 

経 済                       

「OPEC ６月産油量は日量５２．９万バレル」            

 

７月１７日 OPEC は加盟国の２１年６月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、６月のベネ

ズエラの産油量は日量５２．９万バレル。先月から日量

１．９万バレル増加したとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
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他方、ベネズエラ政府が OPEC に報告した６月の産油

量は日量６３．３万バレル。先月よりも日量５．１万バ

レル増加したと報じた。第３者の専門家の予測値と日量

１０万バレル以上の開きがある。 

 

 

 

（写真）OPEC    “Month Oil Market Report” 

 

「Laser Airline ７月１９日から国内線を再開」         

 

国際線についてはパナマ、ドミニカ共和国など一部の地

域の運行を認めていたが、国内線の運行はこれまで許可

されていなかった。 

 

しかし、７月に入り、マドゥロ政権は「７＋７」の「隔

離緩和週」に限り、国内線の運行を認めると発表（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.622」）。 

 

また、「７＋７」自体が７月１８日から解除される予定

で、そうであれば国内線の完全再開ということになる。 

 

 

ベネズエラの航空会社「Laser Airline」は、７月１９日

から国内線の運行を再開すると発表した。 

 

再開後のスケジュールは以下の通り。 

カラカス―マラカイボ（月・水・金・日） スリア州 

カラカス―エルビヒア（月・水・金・日） メリダ州 

カラカス―バルセロナ（火・木・土）アンソアテギ州 

カラカス―ポルラマル（月・水・金・日） 

ヌエバエスパルタ州 

カラカス―バルキシメト（火・木）     ララ州 

 

カラカス―マラカイボの運賃はエコノミークラスが１

００ドル、ビジネスクラスが１４０ドルだという。 

 

社 会                       

「コロンビア軍人２５名 ２４７名殺害で有罪」            

 

２０１６年に締結したコロンビア政府と「コロンビア革

命軍（FARC）」との協議で、「和平特別裁判所（JEP）」

を組織することで合意していた。 

 

JEP を通じて、紛争の事実を確認することになっている。

この組織の調査対象は、FARC だけではなく、紛争中の

人権侵害関係者すべてを対象としている。 

 

７月１５日 JEP は２００２年～２００８年にかけて、

コロンビア軍人２５名がベネズエラ国境付近で２４７

名の殺害を実行したと発表した。 

 

本件については当初１０名のコロンビア軍人が２００

７年～０８年にかけて１２０名を殺害したとされてい

たが、これから更にコロンビア軍人１５名が２００２年

～０５年にかけて１２７名を殺害していたことが判明

したという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67b7c19a2031acf63d0c7b185073f22d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67b7c19a2031acf63d0c7b185073f22d.pdf
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なお、JEP は２００２年～０８年にかけて全国で少なく

とも６４００名の市民がコロンビア軍に殺害されたと

している。コロンビア政府当局は組織的な犯行との指摘

を否定しているが、JEP の Eduardo Cifuentes 代表は政

府の組織的な関与を疑うような発言をしている。 

 

「メトロで爆発発生、けが人も」           

 

カラカス地下鉄で爆発が発生した。 

 

爆発が起きたのは「Teatros」という駅。 

高圧電線のショートが原因とされる。 

この爆発で３名のメトロ従業員が負傷し、軍事病院に搬

送された。 

 

続報では、２名は軽い火傷で既に退院しているようだが、

１名は全身の６０％を火傷する大けがになっていると

いう。 

 

４月にもメトロの「Plaza Venezuela」～「Sanaba Grande」

間で爆発が起きており、先日も「Plaza Sucre」の駅構内

で煙が立ち込め、乗客らが避難したという。 

 

メトロの乗車料は非常に安価でメンテナンスが出来て

いないと思われる。 

 

７月１５日 メトロは値上げを発表。 

７月１９日から BsS.５万から BsS.６万に値上げすると

いう。 

 

現在のベネズエラの為替レートは１ドル BsS.３５０万

なので、BsS.６万は円にすると２円程度。非常に安価で

あることに変わりない。 

 

 

 

 

「ベネ石油省の法務担当 賄賂受領で有罪」         

 

米国メディア「Miami Herald」は、ベネズエラ石油省の

元弁護士が有罪になったと発表した。 

 

有罪判決を受けたのは Carmelo Urdaneta 氏。 

石油省の法務アドバイザーで PDVSA の法的承認を発

行する見返りに繰り返し賄賂を受け取っていたという。 

 

「Miami Herald」は、この罪は最大で１０年の禁固刑に

なるようだが、米国政府に協力することで罪が軽くなる

と報じた。 

 

以上 


