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（写真）暫定政権公式サイト “PJ 暫定政権の外国資産管理を非難、暫定政権は自身の運営を擁護” 

 

 

２０２１年９月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「与野党協議３回目が終了 特筆するべき合意なし 

～マドゥロ大統領 協議の継続に疑問を表明～」 

「PJ 大衆意思党の透明性に疑念を表明 

～外国のベネズエラ政府資産管理から離脱～」 

「グアイド暫定政権 PJ の声明に反論」 

経 済                     

「ベネズエラ国営銀行 頭取が交代」 

社 会                     

「検察庁 １７年抗議行動での死亡事件を捜査」 

「アルカラ氏 麻薬取引関与を否定、無罪を主張」 

２０２１年９月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「PDVSA サアブ弁護人に１０００万ドル」 

経 済                    

「Monomeros Grupo Daabon と契約締結 

～現時点では破産申請との関連は不明～」 

「ボルヘス幹事長 Monomeros 奪われると警鐘」 

「ガソリン・ディーゼル精製量は２．５万 BL/日」 

「国営ホテル Alba Caracas トルコ企業に売却」 

「化学品業界アンケート 業績は微増」 

社 会                    

「ベネズエラ軍人２名 コロンビアで逮捕」 
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２０２１年９月２７日（月曜）             

政 治                       

「与野党協議３回目が終了 特筆するべき合意なし   

 ～マドゥロ大統領 協議の継続に疑問を表明～」       

 

９月２７日 ３回目の与野党協議が終了した。 

 

本来９月２４日から始まる予定だったが、ノルウェー首

相によるベネズエラの人権問題を懸念する発言を理由

に与党交渉団が協議中断を要請。 

 

翌９月２５日に与党交渉団の代表を務めるホルヘ・ロド

リゲス国会議長は「懸念が解決した」として、協議再開

を宣言。 

 

つまり、実質的な協議は９月２６日～２７日の２日しか

行っていないことになる。 

 

９月２７日 与野党協議団はノルウェーの仲介者と並

び３回目の与野党協議の合意事項を発表。 

 

主な点は以下の３点。 

 

・政治・経済・社会問題を協議で解決する意思を確認。 

・政治・社会分野の利害関係者や諸外国を含めて可能な

限り、多くのグループを協議に加えるメカニズムを

検討する。 

・チリで起きた移民排斥運動のような人種差別的な行

動を非難することを確認。 

 

端的に言うと、今回の協議で特筆するべき合意事項はな

かったということだろう。 

 

なお、次の与野党協議がいつ行われるかは決まっていな

い。 

 

ただ、ここにきてマドゥロ大統領から協議継続について

疑問を示すような発言が出ている。 

 

９月２７日 マドゥロ大統領は野党協議団に対して

「我々はやらなければならないことが山積している。革

命を達成するための宿題は多い。ヘラルド・ブライ（野

党の協議代表者）はそのことを認識しなければいけない。 

我々は与野党協議に革命に最も重要な人物らを派遣し

ている。彼らは忙しい。時間を無駄に使うような余裕は

ない。」と言及。 

 

このまま特筆するべき成果が得られないのであれば、協

議を離脱する可能性があることを示唆した。 

 

「PJ 大衆意思党の透明性に疑念を表明         

 ～外国のベネズエラ政府資産管理から離脱～」         

 

以前から水面下でくすぶっている主要野党内での対立

だが、そろそろ本格的に衝突が始まる可能性が出てきた。 

 

９月２７日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」は声

明を発表した。内容は以下の通り。 

 

１．１年以上前から PJ は外国にあるベネズエラ政府資

産のマネジメントに懸念を表明していた。同様に暫

定政権が発足した当時から外国の政府資産を我々

が管理する方針を否定し、提案してきた。ベネズエ

ラの資産を汚職から保護し、ベネズエラ国民のため

に奉仕するのが我々の最優先課題である。 

 

２．しかし、グアイド氏および暫定政権の代表、特に「大

衆意思党（VP）」はこの責務を重視していない。上

記の理由から PJ は外国資産の管理に参加する方針

から撤退する。我々はベネズエラの資産を保護する

ために活動する。引き続き国会の委任委員会で政府

資産保護の必要性について訴えていく。 
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３．引き続き独立性が高く、透明性のある第三者がベネ

ズエラ国民の資産を管理する策を提案する。我々は

２０２２年１月４日に憲法規範に基づいた国会と

暫定政権が消滅することを念頭に置く必要がある。 

 

４．我々が求める自由のためにベネズエラ資産を保護

する必要性について改めて訴える。ベネズエラ政府

の資産は国家のために使用しなければいけない。決

してマドゥロ政権や外国企業に渡してはならない。 

 

 

（写真）第一正義党 

 

 

 

 

 

 

 

特筆するべきは赤字にした部分。 

「今後、PJ はグアイド暫定政権が管理する外国にある

政府資産の扱いについて一切の責任を負わない」 

「現在の暫定政権は２０２２年１月４日に消滅する」 

ということを明言した点だろう。 

 

「グアイド暫定政権 PJ の声明に反論」                  

 

PJ の非難を受けて暫定政権は声明を発表。 

ベネズエラ政府の外国資産は透明性をもって運営され

ているとの見解を表明した。 

 

要約すると以下の通り。 

 

１．２０１９年から憲法２３３条に則り、ベネズエラの

民主主義の回復の戦いに参加する国際社会の支援

を受けて、我々は独裁政権の資産簒奪を防いでいる。 

２．外国資産の扱いについては国会の全ての関係者の合

意を通じて行われている。暫定政権は民主主義的な

運営をしている。 

３．外国資産の保護は、１つの政党が決めるものではな

い。あるいは１人の人物が決めるものでもない。国

家の問題であり、そのように扱わなければならない。 

４．暫定政権の運営は事前・事後で第三者による厳格な

管理がされている。 

５．全ての訴えは、独立した調査当局に調査されており、

現時点で全ての調査において汚職は確認されてい

ない。 

６．Monomeros に関して透明性、効率的なベネズエラ

資産保護のため、役員を再組織する。また、外部調

査委員会を発足する。 

７．暫定政権は、国会の委任委員会が、外国にあるベネ

ズエラ政府資産の効率的な保護策を検討すること

を支持する。 

８．全ての提案は規則に則り、透明性と効率性をもって

独裁者の簒奪から保護されなければいけない。 
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９．暫定政権の全ての決定の中枢を構成している PJ が

行った提案を尊重し、受け入れる。 

 

 

（写真）Centro de Cominicacion Nacional（暫定政権） 

 

経 済                        

「ベネズエラ国営銀行 頭取が交代」                  

 

ベネズエラ国営銀行「Banco de Venezuela」の頭取が交

代した。 

 

新たに頭取に就任するのは Román Maniglia 氏。 

これまで財務省の「銀行・証券・保険デジタル経済財務

次官」を務めた人物で、暗号通貨の専門家だという。 

 

また、通貨切り下げや為替政策など金融分野のブレーン

を務めてきた人物。政治家や軍人ではなく、実務家だ。 

 

２０１０年に国営銀行「Banco del Tesoro」の役員を務

めており、現在リベルタドール市長選に出馬しているカ

ルメン・メレンデス氏と近い人物だという。 

 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「検察庁 １７年抗議行動での死亡事件を捜査」           

 

２０１７年に起きた抗議行動では１２０名以上の死者

が出た（「ベネズエラ・トゥデイ No.13」）。 

 

この抗議行動で亡くなった人の中にダビッド・ホセ・バ

レニージャ氏がいる。 

 

フランシスコ・デ・ミランダ高速道路からチャカオ市に

入る途中に見える「カルロタ軍事基地」で亡くなった男

性だ。 

 

バレニージャ氏が軍人に銃弾で撃たれた映像はソーシ

ャルメディアで拡散され、犯人も Arli Mendez Teran 軍

曹と特定できているが未だに有罪判決が出ていない。 

 

本件について、９月２７日 バレニージャ氏遺族の弁護

士を務めていたマリア・アレハンドロ・ポレオ氏は、カ

ラカス裁判所がバレニージャ氏を銃殺したとされる

Arli Menendez Teren 軍曹の罪を免除したと訴えた。 

 

翌９月２８日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は

この決定を下したカラカス裁判所の Hania Carrillo 判事

について「不適切な判決」を理由に捜査を行うと発表し

た。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年９月２７日～９月２８日報道            No.６５８   ２０２１年９月２９日（水曜） 

5 / 7 

 

「アルカラ氏 麻薬取引関与を否定、無罪を主張」         

 

AP 通信のジョシュア・ゴールドマン記者は、ベネズエ

ラ人クリベル・アルカラ氏について報じた。 

 

アルカラ氏は、２０１４年にマドゥロ政権を離脱し、そ

の後はコロンビアで反マドゥロ政権的な活動を続けて

いた。 

 

２０２０年にはグアイド政権と協力してマドゥロ政権

を武力で倒壊する作戦「Gedeon オペレーション」を計

画した主導者でもある。 

 

真相ははっきりしていないが、金銭的なトラブルでグア

イド政権との関係が悪化したようだ。 

 

２０２０年３月に米国がアルカラ氏を麻薬密売犯とし

て指名手配し、翌日にコロンビア警察がアルカラ氏を拘

束。同日中に「米国麻薬取締局（DEA）」がアルカラ氏

の身柄を引き受け、そのまま米国で拘束されるという不

自然な事件が起きていた。 

 

ゴールドマン記者がアルカラ氏の弁護士から確認した

情報によると、アルカラ氏は引き続き完全無罪を主張し

ており、麻薬密売の罪を認める意思はないという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２１年９月２８日（火曜）              

政 治                       

「PDVSA サアブ弁護人に１０００万ドル」        

 

カボベルデで拘束されているマドゥロ政権の「テスタフ

ェロ（政府高官の資産隠しに協力する人物の総称）」の

アレックス・サアブ氏はスペイン人弁護士 Baltasar 

Garzon 氏を弁護人に立てている。 

 

「The Objetive」というメディアは、この Baltasar 

Garzon 氏が２０１６年に PDVSA に対して８８０万ユ

ーロ（約１０００万ドル）の請求書を発行していたと報

道。実際の請求書の写真も公開した。 

 

報道によると、この請求書は PDVSA 子会社「Bariven」

の取引に関してスペインで行われている訴訟の弁護費

用だという。 

 

 

（写真）The Objetive 
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経 済                       

「Monomeros Grupo Daabon と契約締結        

  ～現時点では破産申請との関連は不明～」            

 

９月２８日 経済系メディア「La Republica」は、コロ

ンビアにあるベネズエラ国営石油化学公社「ペキベン」

の関係会社「Monomeros」が「Grupo Daabon」という

コロンビア企業とパートナー契約を締結したと報じた。 

 

「Grupo Gaabon」はコロンビアでは有名な会社で、バ

ナナ、アボカド、コーヒー豆、パーム油など農産品を外

国に輸出している。 

 

また、港湾など物流系の会社、バイオ燃料の開発会社、

建設機材の販売会社なども抱える巨大資本のようだ。 

 

また、日本にも「ダーボン・オーガニック・ジャパン」

という会社名で進出しており、有機栽培やフェアトレー

ドのバナナ、コーヒー、砂糖、パームオイル、コスメ製

品などを販売している。 

 

現時点では、具体的な提携内容は明らかにされていない

が、「Monomeros」は肥料メーカーなので、農業関連の

事業提携を前提としたものと思われる。 

 

９月２４日 「Monomeros」は破産申請を行い、再建計

画を作成している最中。 

 

この破産申請を受けた救済プランの一環なのか、破産申

告とは関係ないのかも不明。 

 

もし破産を受けた救済プランの一環であれば、破産申請

を行った翌営業日に契約を締結したことになる。 

 

既に条件がお膳立てされた状態で「Monomeros」が破産

申告をしたことになるだろう。 

 

「ボルヘス幹事長 Monomeros 奪われると警鐘」         

 

９月２８日 「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス

氏は、インタビュー番組「Cesar Miguel Rondon」に出

演。ベネズエラが「Monomeros」を失うリスクがあると

の見解を示した。 

 

「融資アクセスが出来ず、企業が倒産するリスクに陥っ

た。我々は２年前から解決策を提案してきた。解決策は

どの政党にも属さない独立した第三者にベネズエラ政

府資産の管理を委ねることだ。腕組みをしたまま動かず、

ベネズエラの資産を他の国に渡してはいけない。」 

と訴えた。 

 

なお、前述の通り、PJ はグアイド政権がコントロールす

る外国資産の管理の役割から離脱した。一方で、ボルヘ

ス氏はグアイド暫定政権で外相を務めている。 

 

「ガソリン・ディーゼル精製量は２．５万 BL/日」         

 

PDVSA は金融報告書の公表を２０１６年から停止して

いるが、非公式に２０２０年の報告書の内容が噂されて

いる。 

 

報道によると、２０２０年の精製量はガソリン・ディー

ゼル燃料が日量２．５万バレルだったという。 

 

また、２０２０年の国内燃料販売量は日量１２万バレル。 

２０１９年の日量２２．５万バレルから４７％減少した

という。 

 

また、PDVSA 子会社「ENT」の燃料運搬車の台数は２

０１８年には２７７６台あったが、２０２０年には７８

７台まで減少。１９８９台が稼働を停止したという。 
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「Alba Caracas 経営権をトルコ企業に移譲」         

 

９月２８日 アリ・パドロン観光相は、ベネズエラにあ

る国営ホテルについて、民間セクターによる経営移譲を

進めていると明言した。 

 

具体的にはロスロケスのポサーダ、カナイマのロッジ、

モロコイのホテルなどを挙げた。 

 

加えて、カラカスにある国営ホテル「Hotel Alba Caracas」

についてもトルコ系のホテル会社と経営引き渡しにつ

いて協議を行っており、１２月には合意に至るとの見通

しを示した。 

 

ただし、ホテルの所有権は政府に残し、あくまで民間企

業に経営権を委ねるだけだという。 

 

「Hotel Alba Caracas」は元々、ホテルヒルトンだった

が、２０１０年に故チャベス政権が接収。「Alba Caracas」

に名前を変え、国営ホテルになった。 

 

「化学品業界アンケート 業績は微増」         

 

「ベネズエラ石油化学組合（Asoquim）」のギジェルモ・

ウァリス代表は、２０２１年第２四半期に実施した経営

アンケートの結果を紹介。 

 

６８％は「前年同期より生産が増加した」と回答、 

２０％は「生産が減少した」と回答したという。 

 

稼働率が４０％を超えた企業は、全体の２０％、 

稼働率が２１～４０％と回答した企業は、全体の４４％、 

稼働率が０～２０％と回答した企業は、全体の３６％ 

だったという。 

 

 

 

販売が増えたとの回答は、全体の６１．８％、 

販売が減ったとの回答は、全体の２６．５％ 

変わらなかったとの回答は、全体の１１．８％だった。 

 

ウァリス代表は、全体として業績はやや回復したが、ま

だ不十分との見解を示した。 

 

社 会                       

「ベネズエラ軍人２名 コロンビアで逮捕」            

 

９月２８日 コロンビアとベネズエラの国境の町クク

タ（コロンビア側）で、ベネズエラ軍人２名が拘束され

外交問題に発展している。 

 

コロンビア警察の発表によると、ベネズエラ軍人２名は

銃を携帯していたため拘束されたという。 

 

ベネズエラ外務省、ベネズエラ国軍は、コロンビア警察

の拘束を非難。即時、軍人２名を解放するよう求めた。 

 

先週ベネズエラのマドゥロ大統領は、コロンビアのドロ

ーン偵察機がベネズエラに侵入したと非難。その後、コ

ロンビアのドゥケ大統領もベネズエラのドローン偵察

機がコロンビアに侵入したと反論。コロンビア国境で外

交的な緊張が高まっている。 

 

以上 


