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（写真）国営放送局（VTV） “ベネズエラ経団連「Fedecamras」 与党国会と協議開始” 

 

 

２０２１年１月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「ブリト議員 検察庁に野党議員３５名訴え 

～ボルヘス PJ 幹事長の資金実態を訴え～」 

「アジュップ AD 幹事長 野党の方針転換求める」 

「OPS Covid-１９ワクチンの効能証明求める」 

「ドミニカ共和国 グアイド議長大統領ではない」 

経 済                     

「Fedecamaras 与党国会と協議実施 

～クサノ代表 我々のスタンスは変わらない～」 

「ロイター ベネズエラの原油在庫が減少」 

「ベネズエラ 金融機関の規模ランキング」 

 

２０２１年１月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「Gedeon Operation 重要人物 

～作戦にコロンビア政府の関与を主張～」 

「カラカス首都区長が交代」 

経 済                    

「グアイド政権 英 Vestey と賠償金支払い合意」 

「２０２０年 自動車組み立て台数９０台？」 

「国内銀行でドル建デビッドカード発行開始？」 

社 会                     

「教育省本省で火災発生」 

「パスポート発行料金値上げ ３．５ペトロに」 
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２０２１年１月２７日（水曜）             

政 治                       

「ブリト議員 検察庁に野党議員３５名訴え      

   ～ボルヘス PJ 幹事長の資金実態を訴え～」       

 

マドゥロ政権は、野党への圧力を強めている。 

 

１月２７日 与党国会の穏健野党に属するホセ・ブリト

議員は、検察庁に対して汚職の疑いがある野党関係者の

名前を挙げて、彼らを重要監視対象にするよう求めた。 

 

ブリト議員は、１９年まで「第一正義党（PJ）」の議員

だったが、同年１２月に汚職疑惑で PJ 党員を除名され

た。その後、最高裁の決定で発足した第２の「第一正義

党（PJ）」の党首になり、与党国会で穏健野党系の議員

として活動している。 

 

現在は、与党国会内で、１５年に当選した国会議員の汚

職を捜査する「旧議員の行動調査特別委員会」の委員長

を務めている。 

 

ブリト議員が名指しした汚職の疑いのある野党関係者

は３５名。主な人物は 

 

・ファン・グアイド議長 

・ファン・パブロ・グアニパ第１副議長 

・カルロス・ベリスベイティア第２副議長 

・セルヒオ・ベルガラ議員 

（米国に亡命したグアイド政権の安全保障担当官） 

・ハビエル・トロコニス氏 

（外国資産回復担当として複数の汚職疑惑がある） 

・ホセ・イグナシオ・エルナンデス氏 

（グアイド政権の元会計監査総長） 

・エンリケ・サンチェス・ファルコン氏 

（グアイド政権の現在の会計監査総長） 

 

・フレディ・スペルラノ議員 

（ブリト議員と同じ汚職疑惑で名前が挙がった議員） 

など。 

 

また、ブリト議員は野党系メディア「La Gran Aldea」

のアレハンドロ・エルナンデス記者が、「第一正義党（PJ）」

幹事長であり、グアイド政権の外相を務めるフリオ・ボ

ルヘス氏のテスタフェロ（資金隠しに協力する人物）だ

と訴えた。 

 

ブリト議員は、元々PJ の党員で PJ 内の資金事情につい

てはある程度実態を把握できていると思われ、訴えにあ

る程度事実が含まれている可能性は高い。 

 

また、筆者自身は個人的に「La Gran Aldea」というメ

ディアに違和感を抱いていた。 

 

ベネズエラには歴史的なメディアが多い。これらのメデ

ィアは各メディアの情報を使いまわしており、内容は似

たり寄ったりの事が多く、新興メディアの情報を転用す

ることはそこまで多くない。 

 

しかし、「La Gran Aldea」はベネズエラ系新興メディア

の割には多くの伝統メディアが記事の内容を転用して

いた。また「La Gran Aldea」には多くの主要野党政治

家がインタビューで登場しており、「La Gran Aldea」に

は大きな力が存在している印象を受けていた。 

 

ブリト議員の訴えが１００％正しいかは不明だが、「La 

Gran Aldea」には何か裏があると思われる。 
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「アジュップ AD 幹事長 野党の方針転換求める」         

 

１月２６日 野党「行動民主党（AD）」のヘンリ・ラモ

ス・アジュップ幹事長は、野党に対して２０２１年に予

定されている州知事選への出馬の可能性を冷静に検討

するよう訴えた。 

 

「我々は冷静にならなければいけない。社会政治プロセ

スは、一本道ではない。 

 

もし（州知事選に）参加することが我々のメリットにな

るのであれば、参加するべきだ。もし、メリットになら

ないようであれば、参加しなければよい。 

 

我々は州知事選に参加するための選挙条件を勝ち取る

必要がある。選挙に参加したいという意志は誰もが持っ

ているはずだ。 

 

米国、欧州、リマグループなど全ての国際社会が民主的

で平和で憲法に準じた問題の解決、つまり、自由で公平

で検証可能な選挙を求めている。それが我々の求める戦

いだ。」 

と主張した。 

 

アジュップ幹事長の主張する「自由で公平な選挙条件を

勝ち取り、州知事選に参加する」ためには、マドゥロ政

権との交渉が必須になる。 

 

アジュップ幹事長の訴えは、基本的にカプリレス元ミラ

ンダ州知事と同じと言えそうだ（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.553」）。 

 

 

 

 

 

 

「OPS Covid-１９ワクチンの効能証明求める」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.553」で、マドゥロ大

統領が、Covid-１９の国産ワクチンが完成したと発表。

今週から大量生産を開始すると述べていた。 

 

この発表について多くの専門家・メディアが疑問を呈し

ている。 

 

それもそのはずで、国産ワクチン（「グレゴリオ・エル

ナンデスの一滴」、別名「Carvativir」）は、どれだけきち

んとした研究が行われたかのかほとんどわからない。ま

た、国際的な第３者機関で効果を証明されていない。 

 

欧米各国もワクチン開発に苦慮する中、経済混乱にある

ベネズエラでいち早くワクチンが製造できると考える

のは常識的に考えると信じがたい。 

 

１月２７日 「米州保険機構（OPS）」は、マドゥロ政

権に対して「Carvativir」が Covid-１９に有効であると

いう証拠を公表するよう求めた。 

 

「ドミニカ共和国 グアイド議長大統領ではない」         

 

２１年１月５日に野党国会の任期が満了し、与党国会が

発足してからグアイド政権の正当性に疑義が生じてい

る。 

 

１月２７日 ドミニカ共和のロベルト・アルバレス外相

は、「Listin Diario」のインタビューに対応。 

グアイド政権に対するドミニカ共和国のスタンスにつ

いて質問されると、「グアイド政権は２１年１月５日に

終了した」との認識を示した。 

また、グアイド政権をベネズエラ政府と認識しない理由

について「未来に障害を置くことになるからだ」と説明

した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6fe5eeb2e8a4b9204b1896dcc7e676ee.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6fe5eeb2e8a4b9204b1896dcc7e676ee.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6fe5eeb2e8a4b9204b1896dcc7e676ee.pdf
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なお、グアイド政権をベネズエラの正当な政府と認めな

いといっても、マドゥロ政権をベネズエラの正当な政府

と認識したわけではない。 

 

欧州連合は先に上記のスタンスを示したが、米州地域で

欧州連合と同じスタンスを示したのは、ドミニカ共和国

が初めて。 

 

なお、アルバレス外相は対話の必要性を主張。 

「ベネズエラに関しては、マドゥロ政権との交渉が必要

だと考えている。あなたがマドゥロを嫌いだったとして

も、彼は交渉者である。交渉するためには、対話相手が

必要だ。」と答えた。 

 

経 済                        

「Fedecamaras 与党国会と協議実施          

 ～クサノ代表 我々のスタンスは変わらない～」           

 

野党はマドゥロ政権の対話相手となっていないが、経済

界はマドゥロ政権の対話相手となるようだ。 

 

１月２７日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長らはベ

ネズエラ経団連「Fedecamaras」の本部を訪問。 

Fedecamaras 幹部らと協議を行った。 

 

「Fedecamaras」は、ベネズエラで最も大きな経済団体。 

２００２年に故チャベス元大統領にクーデターを仕掛

けた首謀団体の１つで、与党の宿敵として対立を続けて

きた。 

 

しかし、Fedecamaras の代表がリカルド・クサノ代表に

変わってから対立が軟化。 

クサノ代表は、 

「米国の経済制裁はチャベス政権下での接収と同じく

らい悪い」と批判。経済制裁強化を求める野党の方針に

疑問を呈していた。 

 

会合後、ロドリゲス議長は、協議について 

「お互いから様々なアイデアが出た。これらの考えは

我々に勝利をもたらすだろう。最初に経済分野について

対話を開始する。政治は次になる。」 

とコメントをした。 

 

また、与党国会として「民間企業との対話委員会」を発

足。同委員会は、ルイス・エドゥアルド・マルティネス

議員、フランシスコ・トーレアルバ議員、ニコラス・マ

ドゥロ・ゲラ議員（マドゥロ大統領の息子）が選ばれた。 

 

また、Fedecamaras のリカルド・クサノ代表も協議内容

についてコメント。 

 

「我々は、これまで Fedecamaras が訴えてきたことを

改めて主張した。ベネズエラの仕組みが懲罰的であり、

経済活動が酸素不足に陥っていると訴えた。 

 

協議を行ったことは、我々が意見を変えたことを意味し

ない。民間セクターの所有権、投資の信頼を尊重するよ

うこれからも求め続ける。 

 

Fedecamaras は、経済セクターが現在の人道問題を解決

する原動力になる意思を持っている。交渉は尊重と協調

をもって行われなければならない。」 

と説明した。 

 

「ロイター ベネズエラの原油在庫が減少」                  

 

ロイター通信は、ベネズエラの原油在庫が減少したと報

じた。 

現在、ベネズエラは制裁により原油の販売先が縮小。国

内の原油貯蔵施設が容量の限界に達しており、産油量を

制限する必要が生じている。 
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石油産業の専門家によると、現在ベネズエラの原油在庫

は３，０００万バレルほどあるという（「ベネズエラ・

トゥデイ No.553」）。 

 

ロイターによると、ホセターミナルにある「Merey１６」

の在庫量は４８５万バレル。２０年１１月には９００万

バレルあったという。 

 

原油在庫の減少は、制裁下でも協力企業により希釈剤な

どの調達が出来ており、原油の精製と輸出を行っている

ことを意味していると報じた。 

 

なお、１月１９日 米国政府は、PDVSA の原油輸出に

協力している関係者、関係企業らに制裁を科した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.550」「ウィークリーレポート

No.183」）。 

 

これにより、今までよりも制裁回避が困難になるだろう

が、再び新たな会社を登記し、制裁回避を続けることだ

ろう。 

 

「ベネズエラ 金融機関の規模ランキング」                  

 

ベネズエラの金融コンサル会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２０年１２月末時点で最も多く資産を保

有しているベネズエラの金融機関ランキング TOP１０

を公表した。 

 

資産額の大きな金融機関は以下の通り。 

 

１．Banco de Venezuela 

ドル建てで３８億ドルの資産保有。全体の６６．８％。 

２．Banco del Tesoro 

３．BBVA Banco Provincial 

４．Banco Mercantil 

５．Banesco 

 

６．BOD 

７．Banco Naconal de Credito 

８．Banco Bicentenario 

９．Bancaribe 

１０．Bancamiga 

 

２０２１年１月２８日（木曜）              

政 治                       

「Gedeon Operation 重要人物              

   ～作戦にコロンビア政府の関与を主張～」        

 

２０年５月 マドゥロ政権を目的とするクーデター

「Gedeon Operation」が実行されたが、作戦の情報はマ

ドゥロ政権に漏れており失敗に終わった（「ウィークリ

ーレポート No.148」「No.149」）。 

 

この事件に関与した人の中に、ジェシー・アルバレスと

いう人物がいる。 

 

ジェシー・アルバレス氏は、２０年３月２３日にコロン

ビアのシエナガ―バランキージャ間で起きた武器密輸

事件で運転手に武器を運ぶよう指示した人物であり、通

訳者（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

本件については「ベネズエラ・トゥデイ No.450」（コロ

ンビア当局 Gedeón 作戦のキーパーソンの所在を捜索）

でも関連報道を紹介している。 

 

そして、アルバレス氏は、他の協力者とともに２０年９

月３日にコロンビア警察に拘束されていた。 

 

１月２８日 マドゥロ政権は、ジェシー・アルバレス氏

の証言映像を公表。 

 

映像撮影日は２０２０年７月２６日と書かれており、コ

ロンビア警察に拘束される前の映像ということになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6fe5eeb2e8a4b9204b1896dcc7e676ee.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6fe5eeb2e8a4b9204b1896dcc7e676ee.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e001c956ac642b96e3278a51d8bee4ff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e001c956ac642b96e3278a51d8bee4ff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
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同映像でアルバレス氏は、 

「私はクリベル・アルカラ、ジョーダン・ゴドレウ、レ

スター・トレド、ホセ・ベタンクール、カマチョ、アル

トゥロ・モランテス、GW（誰か不明）らとのボゴタで

の会合の内容を証言する。 

 

そこで我々はマドゥロ政権倒壊計画について協議した。 

 

コロンビアのドゥケ大統領、アルバロ・ウリベ元大統領

は３つのことを我々に承認した。１つは、コロンビアの

航空施設への着陸。２つ目は、コロンビアでの潜伏、３

つ目は、コロンビア国境の越境。 

 

交換条件として、コロンビア政府は我々が ELN と戦う

ことを求めた。 

 

私はジョーダン・ゴドレウ氏（「Silver Corp USA」社長）

の通訳をしていたため、この協議を聞いていた。」 

と述べている。 

 

また、マドゥロ大統領が映像を公表した前日の１月２７

日 ジェシー・アルバレス氏の弁護士は、 

「アルバレス氏は、コロンビアの治安当局 DNI のフラ

ンクリン・サンチェス氏と連絡を取っており、拘束され

た日もサンチェス氏と落ち合う予定だった」 

と主張している。 

 

「Gedeon Operation」については、様々な情報が流れて

いるが、客観的に情報を集めれば「Gedeon Operation」

に何らかの形でグアイド政権、コロンビア政府が関与し

ていたことはほぼ間違いない。米国政府がどこまで関与

していたかが分からないが、無関係だった可能性は限り

なく低い。 

 

米国政府・コロンビア政府は重要関係者を拘束しており、

潔白を証明できるのであれば、すぐに証明するだろう。 

しかし、本件の捜査はほとんど進展していない。 

 

グアイド政権は「Silver Corp USA」との契約書が存在し

ており、グアイド政権のアドバイザーJ.J.レンドン氏や

セルヒオ・ベルガラ議員が契約書に署名したことを認め

ているので関係が証明されている。 

 

なお、セルヒオ・ベルガラ議員は引き続きベネズエラ国

会の議員として米国で活動を続けている。 

 

米国がマドゥロ政権を支持しないのは分かるが、

「Gedeon Operation」は犯罪行為だ。実際に大勢が亡く

なっている。本件に米国が深く関与しているのは明らか

で、米国は捜査を行う義務がある。しかし、米国は

「Gedeon Operation」について捜査する姿勢は全く見

せない。 

 

米国はマドゥロ政権の問題はメディアで宣伝するが、野

党の問題は調査せず、問題が起きれば報道を止めている。 

 

政治思想に関係なく、問題があれば公平に裁くべきだ。 

 

ベネズエラ国内ではマドゥロ政権が同じことをしてい

ると思うが、「民主主義の擁護者」を自称し、他国に正

義を求める米国がマドゥロ政権と同じことをして良い

ことにはならないだろう。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 
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「カラカス首都区長が交代」               

 

１月２８日 マドゥロ大統領は、Nahun Jephte 氏をカ

ラカス首都区長に任命した。 

 

これまでカラカス首都区長はジャケリン・ファリア氏が

務めていた。 

 

筆者は、Nahun Jephte 氏の名前を初めて聞いた。 

若手の与党政治家と思われる。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

経 済                       

「グアイド政権 英 Vestey と賠償金支払い合意」            

 

１月２８日 グアイド議長は、英国企業「Vestey」へ賠

償金１億ドルの支払いについて合意したと発表した。 

 

 

 

「Vestey」はベネズエラで畜産業を営んでいたが、２０

０５年に故チャベス政権下での接収に合い、撤退を余儀

なくされた会社。 

 

「Vestey」は、２０１２年に「国際投資紛争解決センタ

ー(CIADI)」に対して訴訟を起こし、CIADI はベネズエ

ラ政府に対して１億ドルの賠償金支払いを命じていた。 

 

グアイド議長によると、グアイド政権は「Vestey」と６

カ月ほど交渉をし、１８カ月後に賠償金を支払うことで

合意したという。カウントは２１年１月１９日から始ま

っており、２２年７月に支払いが実行されることになる。 

 

ベネズエラ政府は、他にも多くの企業に賠償金支払い義

務を負っている。他の企業との交渉を始める意思がある

のかは気になるところだろう。 

 

「２０２０年 自動車組み立て台数９０台？」         

 

ヌエバエスパルタ州の自動車供給団体のガブリエル・ブ

リセーニョ代表は、「Union Radio」の番組に出演。 

 

ベネズエラは過去３６万台を生産していたこともあっ

たが、２０２０年の自動車組み立て台数は合計で９０台

まで減ったとコメント。 

 

自動車の販売代理店もほとんど稼働しておらず、歴史的

に最もひどい水準になると訴えた。 

 

「国内銀行でドル建てデビッドカード発行開始？」         

 

１月２７日 ロイター通信は、金融関係者からの情報と

して、少なくとも４つのベネズエラ国内金融機関がドル

建てのデビッドカードを顧客に配布していると報じた。 
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もちろんデビッドカードを使用できるのは、銀行にドル

口座を保有している顧客のみ。 

 

国営銀行「Banco del Tesoro」は、自行ウェブサイトで

ドル建てカードの発行を発表しているが、他の銀行の名

前は特定できていない。 

 

しかし、１月２８日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、

「SUDEBAN の許可を得ることなく、ドル建てのカー

ドをお客に提供してはいけない。」との通知を公表した。 

 

ロイターが報じた、デビッドカードを顧客に渡している

４行が SUDEBAN の許可を得ているのかどうかは不明。 

 

社 会                       

「教育省本省で火災発生」               

 

１月２８日午前７時頃 教育省で火災が発生した。 

写真を見る限り、大きな煙が立ち上っており、かなり大

きな火災であることが想像できる。 

 

アリストブロ・イストゥリス教育相は、火災について９

階で発生したと言及。物質的な損害だけで、死者はでな

かったと発表。消火も終わり、コントロールできている

とした。 

 

 

（写真）TVV Venezuela 

 

「パスポート発行料金値上げ ３．５ペトロに」         

 

「出入国管理局（SAIME）」は、パスポート発行料、更

新料の値上げを発表した。 

 

これまでパスポートの発行に必要なコストは２ペトロ

だったが、今後は３．５ペトロになる。 

また、パスポートの更新は１ペトロから１．６７ペトロ

になる。 

 

これをボリバル建てに直すと、発行料は BsS.３億３，６

８１万８，９７９。更新料は１億６，７９０万６，７７

４になる。 

 

１月２８日時点の「Dolar Today」の並行レート（１ド

ル BsS.１８０．３万）でドル建てにすると、発行料は１

８６．８２ドル。更新料は、９３．１３ドル。 

 

なお、外国でパスポートを発行、更新する場合は、発行

料が２００ドル、更新料が１００ドルかかるという。 

 

SAIME のグスターボ・ビスカイノ局長は、 

「パスポートは１ページ当たり、２１ドルかかっている。

パスポート用紙に加工されている紫外線ラインは特殊

なもので、極めて高額だ。」 

とパスポート発行料、更新料の値上げに理解を求めた。 

 

以上 


