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（写真）El Nacional “野党メディアの代表格「El Nacional」カラカス本社が差し押さえを受ける” 

 

 

２０２１年５月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 与野党交渉で野党に求めること 

～クーデターの放棄、凍結資産の返還～」 

「アジュップAD幹事長 与野党交渉で求めること」 

「アイサミ石油相の姉 FAO 代表大使に」 

経 済                     

「秘密裏に接収企業を民間セクターに移譲」 

社 会                     

「国営乳製品業 Lacteo de Los Andes 社長逮捕 

～ララ州の工場管理者が自殺～」 

「メッセージアプリを悪用した脅迫詐欺が多発」 

21 年 5 月 15～16 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 近日中に対話窓口を決定 

～１１月２１日の州知事・市長選を拒絶～」 

「オカリス元スクレ市長 ７月５日に選挙を発表 

～野党内のリーダーシップを再確認～」 

「米ボストングループ 人道支援策を提案」 

経 済                    

「野党メディア El Nacional 本社差し押さえ」 

「最高裁 Seguro Caroni の資産差し押え認める」 

社 会                    

「７月２４日にベネズエラ国旗に星１つ追加？」 
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２０２１年５月１４日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 与野党交渉で野党に求めること   

   ～クーデターの放棄、凍結資産の返還～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.598」で紹介した通り、グ

アイド議長は「国家救済合意」を発表。マドゥロ政権と

の交渉再開を求める姿勢を示した。 

 

５月１４日 マドゥロ大統領はグアイド政権の提案に

ついて 

「極右のクーデター犯は国家の資産を奪った。 

極右は１９年２月にベネズエラを侵略し、２０１９年４

月３０日（自由オペレーション）、２０２０年５月３日

（Gedeon オペレーション）にクーデターを試みた。 

悪意のある帝国主義国の支援を受けて、並行権力を組織

しようとしたが、実現しなかった。奴らは、今度は我々

との対話を求めている。」 

とグアイド政権を強く非難した。 

 

一方で、与野党交渉の再開については 

「私は対話の必要性について１０００回は言及してい

る。奴らが対話を求めるのであれば歓迎する。」 

と言及し、対話に応じる姿勢を見せた。 

 

また、マドゥロ大統領は「与野党交渉で与党側から提示

するテーマについて寝ずに考えた。」と言及。 

 

交渉で与党側から提示する求めについてコメントした。 

 

主な要請内容は以下の通り。 

 

１．クーデターによる政権交代の試みを放棄すること 

２．外国の介入による侵略方針を放棄すること 

３．政権交代のためグアイド政権が使用した外国にある

政府資産の全ての使用内容を明らかにすること 

４．外国にある全ての政府資産を返還すること 

５．CITGO、Monomeros など外国にあるベネズエラ政

府資産を返還すること 

 

最後に「政権交代をするには選挙参加しか手段はない。」

と言及。２０２１年１１月２１日に予定されている全国

州知事選・市長選に参加するよう求めた。 

 

「アジュップ AD 幹事長 与野党交渉で求めること」         

 

５月１４日 主要野党の一角「行動民主党（AD）」のラ

モス・アジュップ幹事長は、与野党交渉でマドゥロ政権

に求める点について言及した。 

 

１点目は、有権者登録のスケジュールを明確化すること 

２点目は、政党を正当なグループに返還すること 

３点目は、公職選挙への出馬を禁止した政治家の出馬を

許可すること。 

 

この３点は、AD の党内代表会議で提案されている。 

この代表会議の前に AD は地方毎の会議を開催してお

り、各地方会議での協議の結果、最終的に決定した提案

だと思われる。 

 

 

（写真）アジュップ幹事長 “党内代表会議の集合写真” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
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２０２０年１２月に行われた国会議員選で、ラモス・ア

ジュップ幹事長は、主要野党の方針に従い選挙不参加の

方針を決めた。 

 

一方で、AD 内で選挙に参加するべきとの声は多く、AD

のベルナベ・グティエレス氏は選挙参加を宣言。 

 

アジュップ幹事長とグティエレス氏との間で対立が生

じていた。 

 

２０年６月１５日 マドゥロ政権側の最高裁は、ベルナ

ベ・グティエレス氏を AD の党首にすることを決定。 

アジュップ幹事長率いる政党を AD と認識しない方針

を示した。 

 

つまり、現在 AD は２つ存在しており、アジュップ幹事

長率いる AD は選挙に参加できない状態になっている。 

アジュップ幹事長は、この状態を変えるよう求めている

ことになる。この要請は十分に合意可能な内容だろう。 

 

「アイサミ石油相の姉 FAO 代表大使に」                  

 

５月１３日 与党国会は、ハリファ・エル・アイサミ氏

を国連食糧農業機関（FAO）のベネズエラ代表大使に任

命することを承認した。 

 

ハリファ新大使は、タレク・エル・アイサミ石油相の姉

である。 

 

ハリファ新大使は、元々検察庁の職員で、２００２年４

月に起きた故チャベス政権の転覆を試みたクーデター

の調査を行った人物でもある。 

 

２０１０年には在オランダ・ベネズエラ代表大使、 

２０１６年には国際司法裁判所のベネズエラ外交団 

に任命されていた。 

 

 

（写真）Maduradas 

“写真左がアイサミ石油相、右がハリファ FAO 新大使” 

 

経 済                        

「秘密裏に接収企業を民間セクターに移譲」           

 

非政府系団体「CEDICE Livertad」は、２０２０年１０

月に制憲議会が「経済妨害対策法」を成立させて以降、

これまでに過去政府が接収した６４の企業が民間セク

ターに返還されたと発表した。 

 

ララ州には民間セクターに返還された企業が４社ある

が、これらの会社は現在も稼働しておらず、従業員は解

雇されていないものの、少ない給料が維持されている状

況が続いているという。 

 

国営乳製品メーカーの「Lacteos Los Andes」が、ベネズ

エラ国内に持つ４つの工場のうちスリア州Cabudareと

Marchiquesにある工場は、２０２０年１２月に「Venilac」

というイラン系の民間企業に売却されたという。 

 

ただし、従業員は「Venilac」の新たなオーナーを知らな

いという。調査によると、「Venilac」のオーナーは Majed 

Khalil 氏と Khaled Khalil 氏。 
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故チャベス政権時代からベネズエラで事業を行ってお

り、２００４年～１２年の間に「外貨管理委員会

（Cadivi）」から９０００万ドルの外貨割り当てを受け

ていたという。 

 

社 会                        

「国営乳製品業 Lacteo de Los Andes 社長逮捕      

       ～ララ州の工場管理者が自殺～」           

 

前述の国営乳製品メーカー「Lacteo de Los Andes」だが、

５月１４日に同社社長が汚職の容疑で逮捕された。 

 

５月１４日 ウィリアム・サアブ検事総長は、「Lacteo 

de Los Andes」のルイス・アウグスト・ヒメネス社長を

汚職容疑で逮捕したと発表した。また、ヒメネス社長の

妻のアメリ・ゴメス氏も逮捕したと発表した。 

 

サアブ検事総長の説明によると、彼らは適切な入札をす

ることなく、業務を発注し、利益を得ていたという。 

 

業務を発注した相手の企業は、自身の家族が経営する会

社で、その会社は「Lacteo de Los Andes」に資材などを

納品し、通常の価格よりも高い金額で見積書を提示し、

支払いを受けていたという。 

 

その結果、ヒメネス社長は高級車、高級アパート、ヨッ

ト、農園などを購入。個人の資産にしていたと説明した。 

 

なお、サアブ検事総長は、「これらの不当に得た資産は

差し押さえの対象になる」としている。 

 

また、ヒメネス社長の逮捕が発表された直後、「Lacteo 

de Los Andes」のララ州バルキシメト工場の販売部長を

務めていたレイナルド・ゴンサレス氏が自殺した。 

 

 

 

「Lacteo de Los Andes」の従業員によると、サアブ検事

総長がテレビでヒメネス社長の拘束を発表した時、ゴン

サレス氏は会社でその発表を見ていたという。 

その後、「気分転換をする」と事務所を出て、その数分

後に自殺したという。 

 

ヒメネス社長の汚職に何らかの形で関与していた可能

性は高そうだ。 

 

「Lacteo de Los Andes」は、１９８４年に設立された会

社で元々は民間企業だった。しかし、故チャベス政権が

食料分野の国営化を推進。 

 

２００８年３月に PDVSA は２億ドルで「Lacteo de Los 

Andes」を元のオーナーから購入し、国営化していた。 

 

「メッセージアプリを悪用した脅迫詐欺が多発」                   

 

ベネズエラでは「WhatsApp」という「Line」に似た携

帯アプリを使用する人が多い。 

 

最近、この「WhatsApp」を利用した犯罪が増加してい

るという。 

 

カラカスの犯罪組織「Piedrita」のメンバーと名乗る人

物からメッセージが届き、自身と家族の身の安全を保障

する代わりに金銭を要求するというもの。金額は１５０

０ドルくらいが相場だという。 

 

ベネズエラでは警察組織があまり機能していないため、

通報しても意味がない、あるいは通報するとかえって警

察に目をつけられて危険と感じる人は多い。 

 

そのため、支払ってしまう人も少なくないようだ。 
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２０２１年５月１５日～１６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 近日中に対話窓口を決定           

  ～１１月２１日の州知事・市長選を拒絶～」        

 

５月１６日 グアイド議長は、マドゥロ政権と交渉する

担当者を近日中に発表するとした。 

 

この発表に先立ち、ベネズエラ人ジャーナリストのウラ

ディミール・ビジェガス氏は、自身のツイッターで 

「５月１５日にボゴタで主要野党が対話窓口を決める

ための協議を行う」 

と投稿していた。 

 

グアイド議長の発言は、ボゴタで行われた協議を受けた

結果の可能性が高い。 

 

ビジェガス氏によるとボゴタで行われた協議に参加し

たのは、「大衆意思党（VP）」からレオポルド・ロペス党

首、「第一正義党（PJ）」からフリオ・ボルヘス幹事長、

「行動民主党（AD）」からラモス・アジュップ幹事長、 

「新時代党（UNT）」からマニュエル・ロサレス党首と

主要野党のトップ全員だという。 

 

また、与野党交渉と選挙参加を強く求めている PJ のエ

ンリケ・カプリレス元ミランダ州知事も出席していた可

能性があるとした。 

 

カプリレス元知事が与野党協議の窓口になる場合は合

意できる可能性は高くなる。 

 

ただし、５月１５日 グアイド議長は、１１月２１日に

予定されている州知事選・市長選への参加を拒絶する意

思を示している。 

 

 

 

「違法な手段で任命された CNE 役員が実施する選挙は

違法である。参加には条件が整った合意が必要だ。詐欺

選挙に手を貸すつもりはない。」 

と述べた。 

 

選挙の条件を協議することは可能だと思うが、CNE 役

員の再変更まで求めているとすれば、合意に至ることは

ないだろう。 

 

「オカリス元スクレ市長 ７月５日に選挙を発表     

    ～野党内のリーダーシップを再確認～」           

 

５月１０日 「第一正義党（PJ）」の創設者の一人、カ

ルロス・オカリス元スクレ市長が、「野党のリーダーを

国民に問う必要がある」と発表していた。 

 

５月１４日 オカリス元市長は、野党が誰をリーダーに

するべきかを国民に問う趣旨の投票を７月５日に実施

することを提案した。 

 

「７月５日に反与党グループのリーダーを決めるため

の投票を行うことを提案する。国民の支持のないリーダ

ーでは国は団結させられない。」 

と発表した。 

 

この提案は、現在のグアイド政権のリーダーシップに疑

問を投げかけていることを意味している。 

 

オカリス元市長はカプリレス元知事と協力関係にあり、

オカリス元市長の提案にはカプリレス元知事も関与し

ていると考えて間違いないだろう。 

 

ただし、カプリレス元知事が、グアイド政権が任命する

与野党協議の窓口になるのであれば、辻褄が合わなくな

る気もする。野党がどのように動くのか、短期的には不

透明な状況と言える。 
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「米ボストングループ 人道支援策を提案」         

 

米国議会の中で、マドゥロ政権と良好な関係を維持する

グループが存在する。 

 

これは２００２年に故チャベス元大統領が発足を提案

した非公式なグループで、一般的に「ボストングループ」

と呼ばれている。 

 

この「ボストングループ」のペドロ・ディアス・ブルム

代表は、ベネズエラへの人道支援を行うため、ベネズエ

ラの原油収入の一部を国連が管理し、国連経由で人道支

援を行うスキームを提案した。 

 

このスキームは、制裁に苦しむフセイン政権下のイラク

で１９９６年から行われたスキームをベースにしたも

の（詳細は「ウィークリーレポート No.87」参照）。 

 

ただし、国連がマネジメントする金額には制限が設けら

れており、１カ月５，０００万ドルまでとしている。 

つまり、１２カ月で６億ドル相当の人道支援が可能にな

る。 

 

また、人道支援用の原油輸出を担うのは PDVSA の合弁

会社としている。 

 

ベネズエラの人道危機を改善するためには全く足りて

いないが、無いよりも良いだろう。 

 

ボストングループは、この提案をマドゥロ政権、野党、

国連のカラカス事務所、米国国務省、米国議会の外交政

策委員会などに提出しているという。 

 

 

 

 

 

経 済                       

「野党メディア El Nacional 本社差し押さえ」            

 

５月１４日夜 カラカス地方裁判所は、野党系メディア

「El Nacional」のカラカス本社の差し押さえを命じた。 

 

４月１６日 最高裁はカベジョ PSUV 副党首が「El 

Nacional」を相手取り起こした訴訟について、カベジョ

副党首の訴えを認め、「El Nacional」に対して、約１，

３００万ドルの賠償金支払いを命じた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.588」）。 

 

これを受けて、「El Nacional」のミゲル・エンリケ・オ

テロ社長は「支払う意思はない」と言及。今回の本社差

し押さえに至った。 

 

なお、カラカス地方裁判所によると、本社差し押さえで

補填される賠償金は５９．７％としており、「El Nacional」

は引き続き賠償金支払い義務を負っていることになる。 

 

「El Nacional」は、１９４４年から操業しているベネズ

エラで最も歴史的なメディアの１つ。１８年１２月に印

刷媒体の新聞発行を停止（「ベネズエラ・トゥデイ

No.228」）。その後はウェブ上でメディア活動を続けて

いる。 

 

（写真）El Nacional 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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「最高裁 Seguro Caroni の資産差し押え認める」               

 

マドゥロ政権の最高裁は、国営輸出入公社「VEXIMCA」

の訴えを認め、ベネズエラの保険会社「Seguro Caroni 

SA」の資産８２７万２，４９５．８７ドル相当の差し押

さえを認めた。 

 

２０１９年７月 「Veximca」は、「Seguro Caroni SA」

を相手取り訴訟を起こしていた。 

 

訴訟を起こした理由は、２０１３年１０月にマドゥロ政

権が承認した「空軍機の部品調達」がきっかけ。 

 

VEXIMCA が空軍機の部品を調達するため、６４０万ド

ルの予算承認を受け、２０１６年に調達手続きを行った

という。 

 

しかし、２０１６年５月、６月に到着するはずだった。

部品は到着せず、同取引の保証人となっていた「Seguro 

Caroni SA」に補填を求めるための訴訟を起こしたとい

う。 

 

社 会                       

「ベネズエラ国旗に星１つ追加？」             

 

現在ベネズエラの国旗は「黄色」「青色」「赤色」のトリ

コロールカラーの左上にベネズエラの国章が配置され、

中央に８つの星があるデザインとなっている。 

 

元々ベネズエラの国旗は独立戦争に関わった７つの植

民州（バルセロナ、バリナス、カラカス、クマナ、マル

ガリータ、メリダ、トゥルヒージョ）の州を表す７つの

星が付いていたが、その後シモン・ボリバルがガイアナ

を解放したことを受けて、８つ星になった。 

 

 

 

その後、一時は７つ星に戻ったこともあったが、紆余曲

折を経て２００６年３月に８つ星のデザインに戻り、現

在に至っている。 

 

この国旗のデザインが再び変わる可能性がある。 

 

スリア州知事オマール・プリエト知事は、与党国会に対

して、もう１つ星を加えるよう求めていると発表した。 

 

１９８１年６月２４日 ベネズエラ独立軍は、スペイン

の植民地支配脱却を決定づける戦いに勝利した。 

 

ベネズエラでは、この日を記念し、６月２４日は「カラ

ボボ勝戦記念日」として国民の祝日になっている。 

 

２０２１年６月２４日は、「カラボボ勝戦記念日」から

２００年が経過する。この日にスリア州を国旗に加え、

星を９つにすることを求めているという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “現在のベネズエラ国旗” 

 

以上 

 


