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（写真）Maduradas “出国が禁止された Estrasur の乗組員（真相不明ながらテロ組織構成員と報じられる）” 

 

 

２０２２年６月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「アルゼンチン拘束飛行機 国際問題に 

～情報が混乱しており、真相は分からず～」 

「穏健 AD グティエレス幹事長の続投が決定 

～主要野党と穏健野党の分裂続く～」 

「バルータ市長 独立野党”隣人の力”から離党」 

「ベネズエラ １０月にカタールへの直通便運航」 

経 済                     

「イランタンカー ７月にベネズエラへ出航」 

「ベネズエラ国営銀行株 １６の証券会社が仲介」 

「２１年ネット販売 前年比２０００％増」 

２０２２年６月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「外国在住弁護士 憲法違反で暫定政権を提訴？」 

「米国ペロシ議長 グアイド大統領は知らない」 

「マドゥロ大統領 アゼルバイジャン到着」 

経 済                    

「ベネズエラ中銀 ５月のインフレ率６．５％ 

～１２カ月の累計インフレ率は１６７．２％～」 

「与党国会 労働法改定１次承認」 

社 会                    

「メトロ地下鉄 ９８００万ドルが汚職資金に」 

「コロンビア国境で麻薬組織の潜伏地を破壊」 
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２０２２年６月１５日（水曜）             

政 治                       

「アルゼンチン拘束飛行機 国際問題に         

  ～情報が混乱しており、真相は分からず～」       

 

何度か紹介しているがアルゼンチンでベネズエラの航

空会社「Estrasur」の飛行機 Boeing７４７の出国が禁止

され、動けなくなっている。 

 

「Estrasur」は、ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」

の関係会社で、この Boeing７４７はイランの「Mahan 

Airline」から２２年１月に購入したもの。 

 

この飛行機は「Mahan Airline」が所有していた当時、米

国の制裁対象となっていた。 

 

この飛行機にはイラン人５名、ベネズエラ人１４名が搭

乗しており、彼らはアルゼンチン当局にパスポートを押

収され、出国が禁止されている。 

 

この問題がどれほど大きなものなのかあまり想像でき

ないがベネズエラでは非常に大きなニュースとして報

じられている。 

 

報道によると、この乗組員の中には米国政府がテロ組織

に指定している「イスラム革命防衛隊」の構成員が搭乗

しており、マドゥロ政権がテロ構成員の移動をサポート

していると報じられているためだ。 

 

特に、この Boeing７４７はアルゼンチンで出国禁止措

置が取られる以前にパラグアイなど他の南米諸国も回

っており、これらの国で入出国が出来たことについても

問題視されている。 

 

パラグアイ政府は同飛行機の入出国を許可した関係者

２名を解雇したと発表。 

パラグアイのベニテス大統領は「今回の真相を解明する

ため全力で捜査を行う」と意欲を示した。 

 

一方で、本件について、Boeing７４７の出国禁止を命じ

たアルゼンチン政府の報道官はこの報道を完全否定し

ており、「マスコミの小説は時に合理的な限度を超えて

いる」と報道内容を拒絶。 

 

「Boeing７４７はナフサの給油をするところだったが、

ナフサを給油する会社が米国の経済制裁を懸念し、給油

を拒んだ。問題は飛行機でも、乗組員でもない。」 

とコメントしている。 

 

他、アルゼンチンの連邦捜査局の Agustin Rossi 氏も 

「乗組員は過去に指名手配要請は一切出ていない。機内

の荷物は全て調べた。申請された通りの内容だったこと

が確認されている。」 

と説明している。 

 

なお、今回の一件を受けて「Estrasur」のダイヤが大幅

に混乱している。 

 

アルゼンチンからベネズエラに向かう予定だった飛行

機も停止。ボリビアにも「Estrasur」がイランの「Mahan 

Airline」から購入した「Airbus A３４０－６００」とい

う飛行機があるようで、リスク回避のため急遽運航予定

を中止している。 

 

この停止措置を受けて、搭乗予定だった乗客から不満の

声が出ているという。 
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「穏健 AD グティエレス幹事長の続投が決定     

     ～主要野党と穏健野党の分裂続く～」         

 

主要野党から分裂した穏健派の行動民主党（以下、穏健

派 AD）は、ベルナベ・グティエレス幹事長を同政党の

幹事長として任命することを再確認したと発表した。 

 

グティエレス穏健派 AD 幹事長は、AD 内で内部選挙を

実施。トップが誰かを決めると発表しており、内部選挙

の結果、グティエレス幹事長の続投が決まったことにな

る。 

 

また、グティエレス穏健派 AD 幹事長は、党の役員人事

も発表。この役員により２０２２年～２８年まで党を運

営するとした。 

 

 

（写真）Globovision 

“穏健派 AD 幹事長の続投を宣誓するベルナベ・グティ

エレス氏” 

 

一方、主要野党側の AD は、グティエレス氏が AD 幹事

長として就任することを拒絶。AD の幹事長は今後もラ

モス・アジュップ幹事長であることを強調した。 

 

 

「バルータ市長 独立野党”隣人の力”から離党」                  

 

６月１５日 野党支持者が多い地域の１つバルータ市

の Luis Agular 市長が、独立野党「隣人の力（FV）」か

ら離党すると発表した。 

 

離党の具体的な理由については説明しなかったものの

「政党は誰かを踏み台にして前に進むものではなく、他

者を成長させるものだ。他者が敵ではないことを理解し

なければいけない。」とコメント。 

 

党内の方針に賛同できなかったことが理由とした。 

 

また、今後については 

「現在、私はどの政党にも所属していない。しかし、近

いうちに私が決めた道について発表することになる。」

と述べた。 

 

主要野党の勢力が低迷する中、FV は現実路線の野党と

して勢力を拡大している。しかし、党を拡大する中で「大

衆意思党（VP）」と衝突するなど、問題も生じている。 

 

 

（写真）Maduradas 
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「ベネズエラ １０月にカタールへの直通便運航」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.767」で紹介した通り、

マドゥロ大統領はカタールを訪問した。 

 

マドゥロ大統領は、６月１４日～１６日までカタールを

訪問。１６日にはカタールのサッカー競技場を視察した。 

 

２０２２年１０月にカタールでサッカーワールドカッ

プが開催される。マドゥロ大統領が視察したのはそのサ

ッカー会場のようで、１０月にはベネズエラとカタール

の直通便を運航させると発表した。 

 

両国の経済的な関係はそこまでなく、１０月の直通便は

ワールドカップのための単発の運航になると思われる。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 

“カタールのサッカー競技場を視察” 

 

 

 

 

経 済                        

「イランタンカー ７月にベネズエラへ出航」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.766」で紹介した通り、マ

ドゥロ大統領はイラン滞在中にイランの「Sadra」とい

う会社が製造した「Yoraco」というタンカーの購入を発

表した。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、この

タンカーは７月にイランを出港し、ベネズエラに向かう

という。 

 

また、関係者によると、同タンカーの購入費用は６００

０万ユーロだという。 

 

「ベネズエラ国営銀行株 １６の証券会社が仲介」                  

 

ベネズエラ国営銀行は証券取引所を通じて５％の株式

を売却することが決まっている。 

 

同株式の売却に向けて証券関係者の実務的な会合が実

施された。 

 

同協議に参加した証券会社「Rendivalores」のファン・

ドミンゴ社長によると、「カラカス証券取引所」に加盟

する１６の証券会社がベネズエラ国営銀行の株式売却

を仲介するという。 

 

売却時期は来週・再来週を想定しているが、現時点では

はっきりした日取りは決まっていないという。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c6bffb44e2c3c418693302346f744c1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b4badc36303b6c1b788c291621e68e2.pdf
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「２１年ネット販売 前年比２０００％増」                  

 

「ベネズエラ電子販売商工会（Cavecom-E）」の Richard 

Ujueta 代表は、２０２１年のベネズエラのインターネ

ットを介した販売額について、前年比２０００％増だ

ったと発表した。 

 

なお、２０２０年は前年比１２００％増だったとしてお

り、この２年間で急激に市場が拡大したとしている。 

 

もちろんネット販売市場が急激に拡大した理由は

Covid-１９とそれを理由とした外出制限。 

外での買い物が制限される中、インターネットを介した

取引が増加したことが理由である。 

 

Ujueta 代表によると、最も取り扱いが多い品目は食料

品。次に医薬品。３番目に美容品。その他、家電製品や

自動車部品なども一定の需要があるとした。 

 

また、インターネット通販会社は会社の設立が比較的容

易であることも市場が拡大する理由であると説明。 

 

会社立ち上げに必要な日数は平均１４４日で、初期投資

は２０００～３０００ドル程度と説明。 

 

仮に店舗型経営をするのであれば、レジスターを購入す

るだけでも２０００～３０００ドルかかるとコストパ

フォーマンスの良さを強調した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年６月１６日（木曜）              

政 治                       

「外国在住弁護士 憲法違反で暫定政権を提訴？」        

 

外国に住んでいるベネズエラ人弁護士らが、憲法違反で

グアイド暫定政権を提訴する可能性を示唆した。 

 

弁護士らが暫定政権を提訴する理由は、憲法違反。 

 

憲法では、政府は翌年１５日までに前年の政権運営につ

いて、国会で説明する義務を負っている。 

やむを得ない事情により国会で説明できない場合は、最

高裁で説明することも定められている。 

 

この点について、グアイド暫定政権は国会にも最高裁

（グアイド暫定政権が任命した亡命最高裁）にも説明責

任を果たしていないと指摘。 

 

亡命最高裁に対して憲法違反を理由にグアイド暫定政

権を提訴することも辞さないと主張した。 

 

なお、この訴えを起こしている弁護士として、Carlos 

GuíaJosé Amalio Graterol 氏、Eliécer El Bittar 氏、

Carmen Cecilia Pérez 氏の名前が挙がっている。 

 

ちなみに、亡命最高裁の判事らはグアイド暫定政権から

給料を受け取ることが出来ていないようで、亡命最高裁

自身がグアイド暫定政権に対する訴訟を検討している

とも報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.706」）。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47313025c383dd22a0fe48b80c7b6e19.pdf
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「米国ペロシ議長 グアイド大統領は知らない」           

 

６月１６日 米国のナンシー・ペロシ下院議長は、米州

首脳会議に出席した各国代表らとともに記者会見を実

施。 

 

その中で、急進野党系のベネズエラ人記者カルラ・アン

ゴラ氏から 

「あなたの国の大統領はベネズエラの民主的なリーダ

ーを正当な政府と認識しますが、この場にいません。 

ファン・グアイド氏がこの場にいない点についてどのよ

うにお考えですか？」 

との質問を受けると、 

 

「え、誰のこと？」と聞き返し、 

 

アンゴラ記者が「ファン・グアイド暫定大統領です。あ

なたの国がベネズエラの政府と認識している・・」 

と回答したところでペロシ議長は全く別の話を始めた。 

 

この反応を受けて、「ペロシ下院議長はグアイド氏を知

らない」とのタイトルがソーシャルメディアで拡散され

ている。 

 

なお、２０２０年にグアイド議長は米国を電撃訪問して

おり、その際にグアイド議長はペロシ下院議長とも会談

をしている。 

 

 

「マドゥロ大統領 アゼルバイジャン到着」         

 

６月１６日 カタールを後にしたマドゥロ大統領は、ア

ゼルバイジャンの首都バクーに到着した。 

 

マドゥロ大統領は、バクーで「非同盟運動（NAM）」加

盟国の首脳会議進捗について確認すると述べている。 

 

NAM は第二次世界大戦の際に米露の対立構造が先鋭化

する中、どちらのグループにも属さない中立国らが組織

した国際グループ。 

 

インドが提唱した同盟で、キューバのカストロ体制の尊

重を求めるなど、米国政府の制裁方針に異を唱えている。 

 

２０１６年にはベネズエラのポルラマルで NAM の首

脳会議が開催されるなど、欧米と敵対しているマドゥロ

政権の拠り所となる国際同盟となっている。 

 

経 済                       

「ベネズエラ中銀 ５月のインフレ率６．５％    

 ～１２カ月の累計インフレ率は１６７．２％～           

 

６月１６日 中央銀行は、２２年５月のインフレ率を公

表した。 

 

中央銀行によると、５月のベネズエラのインフレ率は前

月比６．５％増。４月の４．４％から２．１ポイント上

昇したことになる。 

 

中央銀行は「ゆるやかに物価上昇が加速している」との

見解を示した。 

 

なお、２０２２年１月～５月までの累計インフレ率は２

３．９％。２０２１年６月～２２年５月までの１２カ月

の累計インフレ率は１６７．２％としている。 
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なお、野党国会の「ベネズエラ経済観測所（OVF）」は

５月のインフレ率について先月比１０．１％増としてお

り、OVF の公表値と比較的大きな開きがある。 

 

「与党国会 労働法改定１次承認」         

 

現在、与党国会は現行の労働法を改定するべく議論を進

めている。 

 

与党国会の「社会開発常設委員会」は、「家庭内労働者

特別法」と「運転手特別法」と「ハンディキャップ労働

者特別法」と「労働組織法」の４つの法律について、草

案を承認したと発表した。 

 

今後、与党国会で本格的に同法案について議論され、第

１議論、第２議論が承認されれば、最後にマドゥロ大統

領が署名し、官報で公布されることにより法案が有効な

ものになる。 

 

現時点ではどのような変更が加えられているかはっき

りしたことは不明だが、早ければ７月中にでも官報にて

公布されることになるだろう。 

 

社 会                       

「メトロ地下鉄 ９８００万ドルが汚職資金に」            

 

カラカスの地下鉄「メトロ・デ・カラカス」の公共入札

には多くの汚職があったと指摘されている。 

 

汚 職 を 専 門 に 扱 う 非 政 府 系 団 体 「 Transparencia 

Venezuela」は、メトロ・デ・カラカスの駅建設につい

て、１９７９年～９８年までに４０の駅が建設されたが、

故チャベス元大統領が政権に就任した１９９９年～２

０１８年までは９つの駅しか新設されていないと指摘。 

 

 

 

建設距離で換算すると、１９７９年～９８年は１年間で

２．２４キロの路線が拡張していたが、９９年～１８年

は１年間で０．６８キロしか路線が拡張しなかったこと

を意味すると指摘した。 

 

「メトロ・デ・カラカス」の公共入札には汚職で大きな

問題になったブラジルの建設事業者「Odebrecht」が関

与 し て い る 。「 Transparencia Venezuela 」 に よ る と

「Odebrecht」が２番目に多く公共入札を受注した国が

ベネズエラで、２００６年～１５年の間に９，８００万

ドルが政府関係者の口座に入金されたとしている。 

 

「コロンビア国境で麻薬組織の潜伏地を破壊」         

 

ベネズエラ国軍は、コロンビアと国境を接するスリア

州・アプレ州で麻薬組織の潜伏地を発見し、破壊したと

発表。潜伏地でジェット燃料、武器、爆薬などを押収し

たと発表した。 

 

両国の国境には麻薬組織が潜伏しており、マドゥロ政権

と協力関係にあるとも指摘されている。 

 
以上 


