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（写真）第一正義党 “主要４党のうち３党（UNT、AD、PJ）で Monomeros に関する共同声明を公表” 

 

 

２０２１年１０月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「拘束中の人権活動家 Covid-１９に感染」 

「バドゥエル元将軍の息子 証言を強要される」 

経 済                     

「INPEX カラボボ鉱区３から撤退を発表」 

「グアイド議長 Monomeros 役員交代を宣言 

～PJ、AD、UNT グアイド議長の宣言否定～」 

「グアイド議長 BID への融資要請を拒絶？」 

「マドゥロ政権 ロシアからの投資求める」 

社 会                     

「４４４７名の医療従事者が Covid-１９感染」 

２０２１年１０月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「ロペス党首 vs ボルヘス幹事長 対立先鋭化 

～ロペス党首 グアイド政権の消滅を拒否～」 

「ボレル EU 外交委員長 ロペス VP 党首を非難」 

経 済                    

「医薬品問題は解消？ 不足率５％に減少」 

「コーヒー豆 ７１トンを米国に輸出」 

「OPEC 9 月産油量は日量５２．７万バレル」 

社 会                    

「カラカスで停電 高圧線ショートが原因？」 

「ベネズエラで黄熱病患者が増加」 
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２０２１年１０月１３日（水曜）             

政 治                       

「拘束中の人権活動家 Covid-１９に感染」       

 

２１年７月  タチラ州を中心に活動する人権団体

「Fundaredes」のハビエル・タラソナ代表、弟のラファ

エル・タラソナ氏らがベネズエラで公安的な機能を持つ

SEBINに拘束された（「ベネズエラ・トゥデイNo.621」）。 

 

１０月１３日 このタラソナ兄妹の弁護士を務める

Zair Mundaray 氏は、タラソナ兄妹が Covid-１９に感染

したと発表した。 

 

この発表の前日には、故チャベス政権下で国防相を務め

たこともあるバドゥエル元将軍（後にチャベス政権に反

旗をひる返し、与党の敵になる）が SEBIN の収容所で

Covid-１９に感染し、亡くなったと発表されていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.664」）。 

 

このような経緯もあり、インターネット上では、タラソ

ナ兄弟に適切な治療を施すよう求める動きが拡大して

いる。 

 

 

（写真）Maduradas 

“拘束されているハビエル・タラソナ Fundaredes 代表” 

 

 

なお、マドゥロ政権はハビエル・タラソナ代表の逮捕後、

彼がコロンビア政府と結託し、ベネズエラの社会を不安

定化させるためにネガティブ情報を流していたと発表。 

 

タラソナ代表の携帯電話のメッセージアプリから入手

したコロンビア政府関係者と彼のやり取りの一部を公

開していた。 

 

マドゥロ政権は彼ら以外にも多くの政治犯を拘束して

いるが、タラソナ代表に関するメディアの扱いは他の政

治犯よりも圧倒的に大きい。 

 

長年ベネズエラで人権活動家として活動していたので

あれば、大きく取り上げることは理解できるが、タラソ

ナ代表は２１年３月にタチラ州でコロンビア・ゲリラと

ベネズエラ国軍の衝突を報じ始めるまで無名の人物で、

人権活動家としての知名度はそれほど高くなかった。 

 

お金が動いていないとメディアはここまで報じないと

思われ、彼のバックに誰かいるとの見方は一定の説得力

がある。 

 

野党側は不当逮捕を訴えているが、マドゥロ政権側がこ

の主張をした以上、タラソナ兄弟（特にタラソナ代表）

は、簡単には解放されないとみられる。 

 

「バドゥエル元将軍の息子 証言を強要される」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.664」で紹介した通り、

バドゥエル元将軍が SEBIN 拘留中に亡くなった。 

 

検察庁は Covid-１９感染が原因としているが、バドゥ

エル元将軍の家族は Covid-１９に感染していたとの事

実を否定。拷問による死亡の可能性を訴えている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34994e4b59fb776fa23461ff75dfb240.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f73d3d3252ecfb6d8baff54a997b4a6a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f73d3d3252ecfb6d8baff54a997b4a6a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f73d3d3252ecfb6d8baff54a997b4a6a.pdf
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バドゥエル元将軍の娘によると、彼女は土曜（おそらく

１０月９日）に父を見たという。その際には Covid-１９

に感染しているという話は聞いていなかったと言及し

ている。 

 

また、バドゥエル元将軍と同じ牢獄には、息子のアドル

フォ・バドゥエル氏と２０１７年８月にカラボボ州バレ

ンシアのパラマカイ駐屯所でクーデターを起こしたフ

ァン・カグアリパーノ氏も収容されていたが、彼らは

Covid-１９に感染していないという。 

 

また、オマール・トロサ弁護士は、息子のアドルフォ・

バドゥエル氏と面会をしたと発表。 

 

父親のバドゥエル元将軍が Covid-１９に感染していた

と証言するよう SEBIN 職員に強要されたと語ったとい

う。実際に拷問はされなかったようだが拷問の圧力を感

じたという。 

 

なお、バドゥエル元将軍の息子（アドルフォ・バドゥエ

ル氏）は２０２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画

「Gedeon Operation」の実行犯として逮捕されていた。

その際にアドルフォ氏は、「米国が計画に関与している」

と言及していた。 

 

経 済                        

「INPEX カラボボ鉱区３から撤退を発表」           

 

１０月１３日付で「INPEX 社」は、プレスリリースを

公表。ベネズエラの「カラボボ鉱区プロジェクト３」か

らの撤退を発表した。 

 

以下、プレスリリースの内容を記載したい。 

 

 

 

 

 

ベネズエラ・ボリバル共和国 

カラボボ鉱区プロジェクト 3 からの撤退について 

（お知らせ） 

 

株式会社 INPEX（以下、当社）は、三菱商事株式会社お

よび独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構との

共同出資会社である日本カラボボ石油株式会社の英国

法人子会社 Japan Carabobo UK Ltd.（以下、同社）を通

じて、ベネズエラ国営石油会社（PDVSA）の子会社他

との合弁事業会社 Petroindependencia S.A.の 5 パーセ

ント株式を保有し、超重質油の開発事業を主とするベネ

ズエラ・ボリバル共和国オリノコ川流域東部カラボボ鉱

区プロジェクト 3（以下、同プロジェクト）に参画して

おりましたが、2021 年 4 月 26 日までに、同社は、ベネ

ズエラ政府および同プロジェクトパートナ―に対して、

同プロジェクトからの撤退通知を提出し、今般、同プロ 

ジェクトに係る事業を終結いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

なお、本件による当社連結業績への影響は軽微です。 

 

以上 

 

 

「グアイド議長 Monomeros 役員交代を宣言      

 ～PJ、AD、UNT グアイド議長の宣言否定～」         

 

１０月１２日 グアイド議長は「Monomeros」の役員３

名が辞任したと発表した。 

 

グアイド議長はMonomerosに起きたイレギュラーを明

らかにし、透明性を確保するために必要な措置であると

主張。行政と司法が独立した隣国（コロンビア）が適切

な判決を下すとの方針を示した。 
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「もし取引先と何らかの問題が起きているのであれば、

その訴えは正式なものにしなければならない。 

残念ながらベネズエラには存在しないが、我々の隣国は

司法権が独立しており、その利益を享受しよう。 

責任者を明確にしなければいけない。 

 

我々はベネズエラの全ての資産を守るためにあらゆる

同盟者とダイレクトに協議をしている。国を破壊したの

は独裁者であり、全ての腐敗したグループは取り除かな

ければならない。 

 

我々の資産保護は独裁者による資産の簒奪を防いだ。

我々の戦いは憲法に準じており、外交的にも支持されて

いる。ベネズエラ国民に対して最大限の透明性をもって、

任務を遂行している。」 

と訴えた。 

 

しかし、同日「新時代党（UNT）」「行動民主党（AD）」

「第一正義党（PJ）」は連名で声明を発表。 

 

「Monomeros」を再構築するとの決定は出しておらず、

グアイド暫定大統領の発言は間違いと指摘。役員の交代

は国会の承認を経る必要があり、グアイド暫定大統領の

一人で決められないとの見解を表明した。 

 

また、１０月１２日に野党国会が「Monomeros」に関し

て承認したのは「Monomeros 調査委員会」の発足であ

り、同社で起きたイレギュラーを解明するための委員会

を設置したことであると訂正した。 

 

加えて、「Monomeros 調査委員会」は１０日以内に調査

結果を国会に報告すると指摘。また、２０２２年１月４

日に現在の野党国会が消滅するとの見解を示した。 

 

 

 

 

 

「グアイド議長 BID への融資要請を拒絶？」                  

 

「Monomeros」の対応について主要野党が分裂してい

る。 

 

エネルギー専門メディア「Petroguia」によると、グアイ

ド議長は「新時代党（UNT）」「行動民主党（AD）」「第

一正義党（PJ）」が連名で作成したコロンビアのドゥケ

大統領への要請書へのサインを拒否したという。 

 

この要請書の内容は「Monomeros」を資金的に助けるた

め、「米州開発銀行（BID）」傘下の「BID Invest」から

の融資を求めるという内容。 

 

BID は国際組織であり、民間企業ではないので、

「Monomeros」が外国資本の手に渡ることに歯止めを

かけることになる。 

 

しかし、グアイド議長はこの要請を拒絶した。 

理由は定かではないが、考えられる理由は２つ。 

 

１つ目は、「BID invest」は国営組織への融資を想定して

いないこと。「Monomeros」はベネズエラ政府が１０

０％株式を所有する「ペキベン」傘下の企業であり、国

営企業。つまり、「BID Invest」の融資対象外となる。 

融資を申請しても定義に合わないため、承認しなかった

可能性がある。 

 

２つ目は、「BID」がベネズエラの政府に対する認識を

明確にしていないため。２０１９年３月 「BID」はグ

アイド暫定政権をベネズエラの正当な政府と認識し、グ

アイド政権が任命したリカルド・ハウスマン氏を BID

のベネズエラ代表にすることを認めた。しかし、ハウス

マン氏は１９年９月に BID のベネズエラ代表を辞任す

ると発表。それ以降、新たな代表は任命されていない。 
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つまり、BID が新たにグアイド暫定政権から BID 代表

を受け入れることを拒んでいる可能性がある。 

 

ベネズエラの正当な政府がどちらかという議論がまと

まっていないので、BID に話を持ち掛けられない可能性

もありそうだ。 

 

「マドゥロ政権 ロシアからの投資求める」                  

 

１０月１３日 マドゥロ政権の「貿易・外国投資促進省」

は 投 資 促 進 イ ベ ン ト 「 Marco del II encuentro 

empresarial Rusia-Venezuela」を開催。ロシア企業に対

して、ベネズエラへの投資を求めた。 

 

貿易・外国投資促進省のエクトル・シルバ次官は、２０

２０年に制憲議会が制定した「経済妨害対策法（Ley de 

AntiBloquea）」について言及。 

 

ベネズエラは、米国の制裁を回避しながら外国企業の投

資を保護するための仕組みを確立していると説明。 

 

同盟国であるロシア企業に対して、全ての分野で門戸が

開いていると主張した。 

 

 

（写真）貿易・外国投資促進省 

「Marco del II encuentro empresarial Rusia-Venezuela」 

 

 

社 会                        

「４４４７名の医療従事者が Covid-１９感染」           

 

医療分野の非営利団体「Monitor de Salud」は、２０２

０年１１月～２１年９月にかけて全国７５の診療施設

で４，４４７名の医療従事者が Covid-１９に感染した

と訴えた。 

 

最も感染者が多かったのは３月で、同月の感染確認者数

は６２８名。次に８月が５３３名、４月が５１１名、５

月が５０１名、９月が４５７名だったという。 

 

また、別の医療系団体「Medicos Unidos」によると、

Covid-１９感染が始まってから、これまでに７５６名の

医療従事者が亡くなったという。 

 

２０２１年１０月１４日（木曜）              

政 治                       

「ロペス党首 vs ボルヘス幹事長 対立先鋭化      

 ～ロペス党首 グアイド政権の消滅を拒否～」        

 

グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」のレオポ

ルド・ロペス党首は、米国メディア「La Voz DE America」

のインタビューに出演。 

 

「第一正義党（PJ）」のボルヘス氏について 

「彼が計画し、彼が行っていることは非常に残念なこと

だ。彼の考え（このままだと外国の資産が簒奪される）

には根拠がない。 

 

そもそも PJ もその他の政党も我々が行ってきたプロセ

スの一部だった。彼らはベネズエラ政府の外国資産を管

理する代表であり、これまで全ての資産をコントロール

してきた。」 

と言及した。 
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また、Monomeros の組織改革の必要性について 

「組織の再構築を行う必要がある。これは１月から進め

てきたことだ。 

 

私は驚いている。グアイド大統領は外部調査の実施と組

織再構築を提案した。しかし、この提案を国会の外交委

員会、つまりフリオ・ボルヘスが阻害している。」 

との見解を示した。 

 

他、２０２２年にグアイド暫定政権が消滅するとの懸念

について、 

「暫定政権が消滅すれば、マドゥロがベネズエラの資産

にアクセスするようになってしまう。すぐにではないだ

ろうが、IMF や英国にある GOLD にアクセスできるよ

うになってしまう。外国の資産にある１００億ドルの資

産をマドゥロ独裁者に渡すことになる。 

 

憲法規定に基づいたグアイド暫定政権が存在しなくな

ればメキシコでの協議も圧力が弱まってしまう」と主張。 

２０２２年以降もグアイド暫定政権が存続するべきと

の考えを示した。 

 

前項「グアイド議長 Monomeros 役員交代を宣言」の

通り、PJ、AD、UNT はグアイド暫定政権（VP）と対

立し始めており、亀裂は拡大している。 

 

「ボレル EU 外交委員長 ロペス VP 党首を非難」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.664」で、２０１８年

～２０年１月まで在米コロンビア代表大使を務めてい

たパチョ・サントス氏が、ボルヘス氏に対して「グアイ

ド政権の外相を辞めるべき」と指摘していた。 

 

この一件でも垣間見えるが、コロンビア政府とグアイド

政権のスタンスは一致しているが、欧米を含めて国際的

にはボルヘス氏への支持の方が大きいように感じる。 

 

欧州連合のボレル外交政策委員長は、ロペス VP 党首の

スタンスに懸念を表明。「選挙監視団の派遣に反対して

いるグループが爆発物を仕掛けている。それは、政治家

のレオポルド・ロペス氏と欧州議会の反対グループだ。」

と言及した。 

 

経 済                       

「医薬品問題は解消 不足率５％以下に減少」            

 

マドゥロ大統領とデルシー・ロドリゲス副大統領は、医

薬品の生産工場「Drogueria Nena CA」を視察。 

 

工場を案内した「医薬品工業会（CIFAR）」のティト・

ロペス代表（Fundafarmacia の社長）は、 

「２０２１年８月末時点で、医薬品業界は２０１９年当

時と比較して１３％ほど生産が増加しており、２０２１

年末の医薬品生産は２０％ほどの増加になると考えて

いる。」との見通しを示した。 

 

また、医薬品不足について 

「５年ほど前の医薬品不足率は８５％だったが、現在は

５％以下になった。」 

と説明した。 

 

ティト・ロペス代表は、２０１３年から８年以上、民間

の医薬品団体「医薬品生産者団体（CIFAR）」の代表を

務めている。 

 

これまでの発言から、マドゥロ政権と対立するグループ

に属していると理解していたため、マドゥロ大統領の視

察に同行し、このような発言をするのは意外な印象を受

けた。 

 

深刻な経済危機下で生き残るため、経済界もマドゥロ政

権と一定の関係を維持しなければいけないということ

だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f73d3d3252ecfb6d8baff54a997b4a6a.pdf
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（写真）マドゥロ大統領 “医薬品工場を視察” 

 

「コーヒー豆 ７１トンを米国に輸出」         

 

ララ州政府の経済開発担当官を務めるマリエラ・ロドリ

ゲス氏は、米国向けに７１トンのコーヒー豆を輸出する

と発表した。 

 

米国に輸出されるコーヒー豆はララ州のアンドレス・エ

ロイ・ブランコ市で収穫されたものだという。 

 

ロドリゲス氏の説明によると、コーヒー豆を輸出するの

は「Empresa de Comercio Exterior de Lara CA（Emcoex）」

という会社（おそらく国営企業）。 

 

ララ州の「Terminal Intermodal Puerto Seco General」

という港から輸出されるようだ。 

 

コーヒー豆を米国向けに輸出したのは２回目。 

 

これまでに同港からは、米国、インド、ベトナム、台湾、

アラブ首長国連邦、フィリピン、インドネシア、シンガ

ポール、ドミニカ共和国、香港など３６カ国に向けて１

９６コンテナ（４，８３３トン）を輸出したことがある

という。 

 

「OPEC 9 月産油量は日量５２．７万バレル」         

 

OPEC は加盟国の２１年９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、９月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量６０００バレル減少し、

日量５２．７万バレル。 

 

また、ベネズエラ政府が OPEC に報告した９月の産油

量は日量６５万バレル。先月よりも日量９０００バレル

増加したことになる。 

 

 

 

 

（写真）OPEC 
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社 会                       

「カラカスで停電 高圧線ショートが原因？」            

 

１０月１４日 AM１１時頃 カラカスのチャカオ、エ

ルパライソ、ベジョモンテ、エルアティージョ、アルタ

ミラ、カステジャーナなど複数の地域で停電が起きた。 

 

停電の原因は高圧線のショートのようで、「Terrazas del 

Avila」の付近で複数の高圧線がショートしたという。 

 

メンテナンス不足による故障を指摘する投稿が多いが、

ネストル・レベロール電力相は「送電施設」第１ライン、

第２ラインが攻撃を受け、カラカスの３０％の電力網が

影響を受けたと発表。テロ攻撃の可能性を指摘している。 

 

 

 

（写真）@NestolReverol、@RCamachoVzla 

 

 

 

 

「ベネズエラで黄熱病患者が増加」            

 

ここ最近、ベネズエラで黄熱病が流行しているようだ。 

 

「世界保健機構（WHO）」は、９月末に７人の黄熱病患

者がベネズエラで確認されたと発表。感染者７人のうち

６人は黄熱病のワクチンを接種していなかったという。 

 

WHO は黄熱病の拡大を抑えるため早急に黄熱病ワク

チンの接種率を上げる必要性があると訴えた。 

 

なお、医療系の非営利団体「Medicos Unidos」も黄熱病

患者が増えていると警鐘を鳴らした。 

 

同団体によると、少なくともモナガス州で７件、アンソ

アテギ州で３件の黄熱病患者が確認されたと発表。 

 

特に黄熱病リスクが高い地域はモナガス州、アンソアテ

ギ州、デルタ・アマクロ州、スクレ州、ボリバル州、ア

プレ州、スリア州、アマゾナス州だと説明している。 

 

以上 
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