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（写真）国営放送 VTV “与党協議団 アレックス・サアブ氏を協議の代表に加えるよう要請” 

 

 

２０２１年９月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「国連バチェレ弁務官 ベネズエラ状況を報告 

～政権の人権侵害を非難、制裁解除を要請～」 

「トーレス元アラグア州知事 水対応大臣に就任」 

「ミランダ州知事野党候補 今週末に予備投票？」 

経 済                     

「Monomeros 社長が辞任を発表 

～コロンビア検察の調査から逃れるため？～」 

「Reuters マドゥロ政権 食料公社の経営を委託」 

社 会                     

「アラグア州の変電所の火災はテロ攻撃？」 

２０２１年９月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 サアブ氏の交渉参加を要請 

～野党 当初の合意事項を守らせるよう要請～」 

「検察 Monomeros に関してグアイド議長調査」 

経 済                    

「グアイド議長 外国資産の保護手段を検討」 

「CITGO コロンビアからの原油調達が急減」 

「カカオなどベネズエラ起源説を IG に申請」 

社 会                    

「YouTuber ２万ドルでベネズエラに家を購入」 

「ユリマル・ロハス選手 ベネズエラに帰国」 
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２０２１年９月１３日（月曜）             

政 治                       

「国連バチェレ弁務官 ベネズエラ状況を報告     

  ～政権の人権侵害を非難、制裁解除を要請～」       

 

９月１３日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、ベネズ

エラの人権侵害に関する状況を改めて報告。マドゥロ政

権の人権侵害を非難した。 

 

バチェレ弁務官は、マドゥロ政権による野党政治家、労

働組合関係者、人道支援団体への攻撃、迫害行為につい

て懸念を表明。正当な理由なく拘束された全ての人を解

放するよう求めた。 

 

なお、国連の調整により、２０２０年６月から現在まで

に１５２名の不当に拘束された人が解放されたと成果

を発表した。 

 

他、ベネズエラで Covid-１９のワクチンが不足してい

ると指摘。ワクチンへのアクセスは人権にかかわる事案

で、ベネズエラのワクチン供給不足を解決するため全て

の世界が協力する必要があると述べた。 

 

また、経済セクターを罰する制裁は、ベネズエラの人道

問題を悪化させていると指摘。改めて経済セクターの活

動を制限する趣旨の制裁を解除するよう要請した。 

 

最後にメキシコで行われている与野党協議についてポ

ジティブに評価。 

 

与野党協議がベネズエラの人道問題を大きく改善する

ことを期待しているとの見解を示した。 

 

 

 

 

「トーレス元アラグア州知事 水対応大臣に就任」         

 

９月１３日 マドゥロ大統領は、ロドルフォ・マルコ・

トーレス前アラグア州知事（下写真の人物）を水対応大

臣に任命すると発表した。 

 

トーレス前知事が水対応大臣に就任することで、現在水

対応大臣の Evelyn Vasquez 氏が同職を退くことになる。 

 

８月２７日 マルコ・トーレス前アラグア州知事は、ア

ラグア州知事職を辞任すると発表していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.645」）。 

 

トーレス前知事は、アラグア州知事選の再出馬を目指し

たが８月８日に行われた与党候補者を選ぶ予備選挙で

カリナ・カルピオ候補（モタ・ドミンゲス元電気エネル

ギー相の妻）に敗北。再出馬の道が絶たれていた。 

 

トーレス前アラグア州知事は、２０１４年には経済金融

公共銀行相を務め、当時はマドゥロ政権の最重要幹部の

一人だったことがある。軍部出身で、マドゥロ大統領と

仲の良い人物と理解されている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/530b5128d7181efc5d01c23a2fad13dd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/530b5128d7181efc5d01c23a2fad13dd.pdf
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「ミランダ州知事野党候補 今週末に予備投票？」                  

 

ミランダ州知事選に出馬する野党の統一候補のポジシ

ョンを巡り「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリス

元スクレ市長と「隣人の力（FV）」のダビッド・ウスカ

テギ氏が争っている。 

 

９月１３日 ウスカテギ候補は、オカリス候補に対して、

９月１９日に予備投票を行うことを提案。選挙によって

どちらが統一候補になるか決めようと主張した。 

 

本来、両名は４つの世論調査会社のアンケート調査でど

ちらが野党統一候補になるかを決める予定だった。 

 

実際に世論調査は行われたがその差は僅か。 

オカリス候補は調査結果の確認作業を求めたが、２社は

正確な確認情報を提供できなかったという。 

 

そのため、オカリス候補は世論調査の結果を認めておら

ず、再び世論調査を行うことを提案。 

 

ウスカテギ候補がこの提案に難色を示していた。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左がダビッド・ウスカテギ候補、右がカルロス・オカ

リス候補” 

 

経 済                        

「Monomeros 社長が辞任を発表             

  ～コロンビア検察の調査から逃れるため？～」           

 

９月１２日 ベネズエラ国営石油化学公社「ペキベン」

がコロンビアに持つ子会社「Monomeros」の社長を務め

るカルメン・エリサ・エルナンデス市がグアイド議長に

対して辞表を提出した。 

 

問題の発端は９月６日にコロンビア法人監査局が発表

した「Monomeros」を行政管理下に置くとの決定。 

 

公表された辞表文によると、エルナンデス社長は、

「Monomeros」役員の方針と自身の考えが一致しない

との理由で辞任を希望している。 

 

ただし、具体的にどのような点で方針に相違があったの

かは明らかにされていない。 

 

カルメン・エリサ・エルナンデス氏は、「大衆意思党（VP）」

のレオポルド・ロペス党首と関係が近い人物。 

 

グアイド政権が「Monomeros」をコントロールするよう

になってから同社が野党政治家の資金源となっている

との指摘は絶えず、適切な企業経営が出来ていないとの

報道が散見されていた。 

 

急進野党系メディア「Factores de Poder」は、エルナン

デス社長辞任の理由について、コロンビア検察局の捜査

対象になっていると指摘。コロンビア検察の捜査と

「Monomeros」経営の責任から逃れるために辞任を表

明したと報じている。 

 

また、内部関係者の情報として、他の「Monomeros」経

営陣も辞任を検討していると訴えた。 
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「Reuters マドゥロ政権 食料公社の経営を委託」           

 

「ロイター通信」は、マドゥロ政権が過去に接収した食

品会社、少なくとも１３社の経営を民間セクターに委託

していると報じた。 

 

報道によると、マドゥロ政権は会社の所有権は維持して

いるが、経営を民間企業に委託し、コミッションを得て

いるという。 

 

委託を受けた民間企業は労働者の賃金や投資、生産の一

部を政府の社会開発プログラムに販売するなど一定の

義務を負う。 

 

経営権を民間企業に委託した具体的な例として、１１年

前に接収された、とうもろこし粉の加工会社「Maicera 

Pronutricos」という会社の名前が挙がっている。 

 

同社は「Alimentos El Maizal」という企業が月１．６万

ドルを支払う契約で５年間の工場使用権を獲得してい

る。 

 

通常であれば国営企業の契約は国会の承認を経て法制

度化する必要がある。 

 

しかし、２０２０年に制憲議会が可決した「経済妨害対

策法」により、国会の承認を経ることなく、大統領の一

存で契約を締結することができる。 

 

他、「Agropatria」という農産品の種を販売する国営公社

も民間企業に経営を移譲しているという。 

 

また、４つの砂糖精製公社も経営権を民間企業に移譲し

たが、現時点でまだ稼働を再開していないという。 

 

 

 

社 会                        

「アラグア州の変電所の火災はテロ攻撃？」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.651」で、９月１２日

に全国的な大規模停電が起きたとの記事を紹介した。 

 

その後、９月１３日、１４日と停電が続いているとの報

道は確認できていない。現在は通常通り（と言っても停

電は起きているが）に戻っていると思われる。 

 

レベロール電気エネルギー相は、この停電はアラグア州

ホセ・アンヘル・ラマス氏のサブステーション（変電所）

での火災が原因と説明しており、テロリストによる攻撃

と主張している。 

 

９月１３日 電気エネルギー省は、公式ツイッターで火

災後の変電所の写真を公表。１５０名の技術者が問題解

決に当たっていると報じた。 

 

なお、「テロリストによる攻撃」との説明を真に受ける

人は少なく、ツイッターのコメントではメンテナンス不

足や汚職による資金の無駄遣いが理由との指摘が多い。 

 

 

（写真）電気エネルギー省 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d51f36d26de4e813cf4c0eeeac2f8fd.pdf
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２０２１年９月１４日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 サアブ氏の交渉参加を要請       

 ～野党 当初の合意事項を守らせるよう要請～」        

 

９月１４日 与野党協議で与党の代表を務めているホ

ルヘ・ロドリゲス国会議長は、カボベルデに拘束されて

いるアレックス・サアブ氏を与野党協議の与党代表メン

バーに指名すると発表した。 

 

サアブ氏はマドゥロ政権高官の資金隠しや制裁回避に

協力したとされる人物。 

 

米国政府の要請を受けて、イランへの移動中に給油のた

めに立ち寄ったカボベルデで２０２０年６月に拘束さ

れた。 

 

その後、サアブ氏の弁護士が米国への引き渡しを遅らせ

るために様々な法的措置を取り一年以上が経過したが、

カボベルデの最高裁はサアブ氏の米国引き渡しを合憲

と発表。サアブ氏の引き渡しが最終段階に迫っていた。 

 

なお、マドゥロ政権はイランに向かっていたサアブ氏に

ついて、ベネズエラ政府の外交特使だと主張。外交官の

拘束はウィーン条約に違反すると訴えている。 

 

この要請に対して、野党は 

「サアブ氏の交渉加入は、民主的で司法と行政が独立し

ている２国（カボベルデと米国）の法的措置を妨害する

ことが目的だ。」 

と主張。 

 

また、サアブ氏の交渉加入は与野党協議の条件には入っ

ていないと指摘。事前に合意した条件を守らせるよう交

渉の仲裁国であるノルウェー政府に要請した。 

 

 

現時点でサアブ氏が解放されたとの報道は確認できて

いないが、調査系メディア「Armando Info」のロベルト・

デニス記者は、自身のツイッターで、「カボベルデから

ベネズエラに１機の飛行機が到着した」と投稿。 

 

両国を結ぶ定期便は運行しておらず、経済関係もほとん

どないため、サアブ氏の引き渡しに関連した飛行機だっ

たと思われる。 

 

「検察 Monomeros に関してグアイド議長調査」         

 

９月１４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

「Monomeros」のコントロールを奪い、ベネズエラの国

益を損なったとの嫌疑でグアイド議長を捜査すると発

表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.651」で紹介した通り、

コロンビア政府が「Monomeros」を監視下に置いたこと

を受けて、「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス幹事

長は外国にあるベネズエラ政府資産を第三者の信託団

体に移譲することを提案した。 

 

当時懸念した通り、この騒動を受けて、与野党対立が深

化し始めている。 

外国資産を巡る争いで与野党が合意に至れなければ、与

野党協議が進展することはないだろう。 

 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d51f36d26de4e813cf4c0eeeac2f8fd.pdf
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経 済                       

「グアイド議長 外国資産の保護手段を検討」            

 

９月１４日 ファン・グアイド議長は、外国にあるベネ

ズエラ政府資産は同盟国と米国の保護下にあると説明。 

 

野党は外国の資産を保護する手段を検討しているとし

た。 

 

「ベネズエラ国民の資産を使用するために、現在は同盟

国による追加の保護措置が取られている。 

 

つまり、それが OFAC のライセンスだ。現在、我々は

この仕組みをより適切に機能させる手段を検討してい

る。 

 

我々はベネズエラ国民の資産を保護する手段について

協議している。」 

と述べた。 

 

他 、 コ ロ ン ビ ア 政 府 の 監 視 対 象 と な っ て い る

「Monomeros」について、 

「Monomeros はベネズエラの利害を最優先に考えて運

営されなければいけない」と指摘。外部の監査を入れて

再構築する必要があるとの見解を示した。 

 

他、今後の対話の進展について 

「我々は与野党協議について用心深く対応している。 

我々は独裁政権と対峙していることを理解している。彼

らがこれまでに対話をどのように悪用してきたのかを

知っている。協議を機能させるためには、圧力と明確な

目的が必要だ。」 

と述べた。 

 

 

 

 

「CITGO コロンビアからの原油調達が急減」         

 

エネルギー専門メディア「Petroquia」は、２０２１年に

入り、CITGO がコロンビア産原油の調達を減らしたこ

とで、コロンビアの米国向け原油輸出が大きく減少した

と報じた。 

 

「Petroquia」によると、２０２１年１月～６月、コロン

ビアの米国向け原油輸出量は前年同期比３１．６％減の

日量２１．６万バレルだった。この減少の主な要因は

CITGO の輸入減だという。 

 

CITGO が２１年１月～６月にかけてコロンビアから輸

入した原油は日量１．４万バレル。しかし、前年同期は

日量７．０万バレルを輸入していたという。つまり、日

量５．６万バレル（約８０％）減少したという。 

 

CITGO はコロンビアからの原油輸入が減少した理由に

ついて製油所の経済的かつ技術的な理由と説明してい

る。 

 

しかし、内部関係者によるとコロンビアからの原油輸入

が大きく増加していたのはコロンビアにいる元 PDVSA

幹部が CITGO に対してコロンビアからの調達を増や

すよう要請していたことが理由だったとしている。 

 

なお、米国エネルギー情報局のデータによると、コロン

ビアはトランプ政権がベネズエラに経済制裁を科した

ことで最も利益を享受した国だという。 

 

「トランプ政権は同盟国とだけ取引をする」との方針を

示しており、コロンビアが利益を受けたのもこの方針を

反映したものだったのかもしれない。 
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「カカオなどベネズエラ起源説を IG に申請」         

 

マドゥロ政権は、「カカオ豆」「ラム酒」「コクイ（ベネ

ズエラの伝統酒）」はベネズエラが起源の食料品とする

申請を「地理的指標世界シンポジウム Simposio Mundial 

sobre Indicaciones Geográficas (IG)」に行ったと発表し

た。 

 

報道によると、IG は、産品の起源を証明する場だとい

う。 

 

同シンポジウムは２１年９月６日～２２年３月２２日

まで行われ、説明が通ればベネズエラが上記３品の起源

と認識されるという。 

 

なお、「カカオ」「ラム酒」については意見が分かれるだ

ろうが、「コクイ」はベネズエラの伝統酒であり、普通

に考えれば承認されるだろう。 

 

社 会                       

「YouTuber ２万ドルでベネズエラに家を購入」            

 

メキシコ人 YouTuber ルイス・アルトゥロ氏（ルイシー

ト）が、ベネズエラのアンソアテギ州に自宅を購入した

との動画を投稿した。 

 

家を購入した場所はアンソアテギ州の富裕層が暮らす

地域とされるレチェリア。 

 

購入金額は２万ドル。映像を見る限り、建物と立地のわ

りには極めて格安と言わざるを得ない。 

 

ルイシート氏は、現在ベネズエラの不動産は極めて下が

っており、投資をするには絶好のタイミングだと主張し

た。 

 

 

 

（写真）Luicito Comunica 

 

「ユリマル・ロハス選手 ベネズエラに帰国」         

 

９月１４日 東京オリンピックの女子三段跳びの種目

で金メダルを獲得したユリマル・ロハス選手がベネズエ

ラに帰国した。 

 

ロハス選手はスペインでトレーニングを受けており、オ

リンピック終了後もこれまでベネズエラに帰国してい

なかった。帰国時には家族や大勢のファンや記者が空港

で出迎えを行い、歓迎を受けた。同日のツイッターはロ

ハス氏の帰国を祝福する投稿が多かった。 

 

 

（写真）Yulimar Rojas 選手ツイッター 

以上 


