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（写真）野党国会 “ボルヘス PJ 前幹事長 野党国会に政権移行法（暫定政権存続の根拠法）の改定案を提出” 

 

 

２０２１年１２月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「亡命最高裁 グアイド暫定政権の存続を支持 

～大衆意思党 存続のための活動に注力～」 

「アルバン市議殺害職員 懲役５年１０カ月」 

「マドゥロ大統領 米国は極秘会談の約束破った」 

経 済                     

「２０２２年 経済成長率は前年比７％増？」 

「再生可能エネルギー 民間セクター参入可能に」 

社 会                     

「２２年前の大洪水 ３５人の命を救った犬」 

「カラカス地下鉄で爆発 乗客ら避難」 

２０２１年１２月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「ボルヘス氏 政権移行法の改定案を提出 

～政治家は外国資産の管理を放棄するべき～」 

「ククタ空港テロ 犯人に懸賞金２．５万ドル」 

「FARC マルケス氏は拠点をキューバに変更」 

経 済                    

「マドゥロ 観光産業への外国投資を歓迎」 

「米が制裁ライセンスを解除すれば CITGO 失う」 

「農業投資会社 カラカス証券取引所に上場」 

社 会                    

「スティーブン・セガール ベネズエラに移住？」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月１５日～１２月１６日報道         No.６９２   ２０２１年１２月１７日（金曜） 

2 / 8 

 

２０２１年１２月１５日（水曜）             

政 治                       

「亡命最高裁 グアイド暫定政権の存続を支持     

  ～大衆意思党 存続のための活動に注力～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.687」で紹介した通り、主

要野党の一角「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス

前幹事長がグアイド暫定政権を終了させることを求め

ている。 

 

世論の流れとしては暫定政権をやめ、現実的な方針を取

り戻すことを望んでいる人が多いように思えるが、グア

イド議長およびグアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」の関係者は暫定政権維持を望んでおり、暫定政

権存続のためのメディア活動に注力している印象だ。 

 

１２月１５日 野党国会が任命した亡命最高裁は、「２

０２２年も２０１５年に当選した（野党多数派の）国会

が継続している」との認識を表明。 

 

「グアイド暫定政権は、ベネズエラで自由で公平な選挙

が実現するまで継続する」との見解を示した。 

 

 

（写真）Maduradas 

“亡命最高裁 グアイド暫定政権の存続を支持” 

 

 

亡命最高裁はこの１年ほどメディアに全く姿を見せな

かったので、簡単に説明したい。 

 

２０１５年１２月 国会議員選が行われ、野党多数の国

会が発足することが決まった。 

 

選挙の結果を受けて、新国会に代わる前に与党多数派の

国会が急遽、最高裁判事１３名と２１名の補欠判事を任

命した。 

 

この３４名は２０１６年～２０２０年の５年間（１６年

から始まる新国会議員の任期）の間に交代する予定だっ

た判事たち（国会は最高裁判事の任命権を有する）。 

 

２０１７年、野党多数派の国会は、当時の任命プロセス

が適切なものではなかったとして、３３名（１３名の最

高裁判事と２０名の補欠判事）の判事を任命した。 

 

しかし、マドゥロ政権は、野党国会が任命した３３名の

追及を開始。結局、一部の判事は宣誓を撤回、他の判事

は外国に亡命した。 

そして、外国に亡命した当時の判事が亡命最高裁を発足

した。 

 

この亡命最高裁のリーダーは急進野党寄り。 

２０１９年当時は、グアイド政権と協調していたが、時

間の経過とともに両者の認識にずれが生じるようにな

った。 

 

そして、２０１９年１２月 グアイド政権率いる野党国

会は、亡命最高裁のトップを解任し、自身の方針を支持

する最高裁判事メンバーに交代した（「ウィークリーレ

ポート No.168」）。 

 

それから亡命最高裁は、ほとんどメディアでの発言を控

えるようになり、現在に至っていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f37d3a2253c7cd27bf1527eed250e5cd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/351fcd6008368b1f033e4c1de0247b42.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/351fcd6008368b1f033e4c1de0247b42.pdf
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他にもグアイド政権を支持する政治評論家が 

「国際社会はグアイド暫定政権が存続する必要性を明

確に認識している」 

と発言した記事が流れている。 

 

客観的に言って、国際社会の中でグアイド暫定政権が続

いてほしいと本心で思っている国はコロンビアくらい

だろうが、ベネズエラでは実態を反映しない情報も多く

流れる。 

 

こういった情報を流すことで政治評論家は仕事をもら

い、メディアはお金を稼いでいるのがベネズエラだろう。 

 

「アルバン市議殺害職員 懲役５年１０カ月」         

 

１２月１５日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

フェルナンド・アルバン市議を殺害した SEBIN 職員２

名に懲役５年１０カ月の判決が出たと発表した。 

 

フェルナンド・アルバン氏は、野党「第一正義党（PJ）」

に所属するリベルタドール市議だった。 

 

２０１８年１０月５日 アルバン市議は、国連首脳会議

に出席し、帰国した空港で SEBIN 職員に拘束された。 

 

拘束から３日後の２０１８年１０月８日 アルバン市

議の死亡が発表された。 

 

当初、検察庁はアルバン市議の死因について、「尋問の

際に監視員の隙を見て、ビルから飛び降りた」と説明。 

 

検察は「飛び降り自殺説」を主張したが、野党側が拷問

による死亡と主張。第三者による検死を要求したがその

要求に答えることなく、遺体は火葬され、実態を究明す

ることが出来なかった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.200」）。 

 

しかし、２０２１年５月１日 検察庁は当時の主張を一

転し、アルバン市議が尋問中の過度な取り調べにより死

亡したとの事実を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.594」）。 

 

本件について、当時取り調べを行った SEBIN 職員２名

は懲役５年１０カ月を宣告されたことになる。 

 

ただし、アルバン市議の妻は「判決は家族への侮辱。夫

の拷問死について真相究明を求めてきたが、我々の要求

は無視され続けている」とコメントした。 

 

「マドゥロ大統領 米国は極秘会談の約束破った」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.690」で、米国がベネズエ

ラに拘束されている CITGO の元役員６名と面会し、交

渉するために交渉人（ロジャー・カーステンス氏）を派

遣したとの記事を紹介した。 

 

マドゥロ大統領は、演説でこの報道についてコメント。 

「CIA の局員が私に会いに来た。もうこの話はみんな知

っているはずだ。私は彼と何を話したかは明らかにしな

い。」と述べた。 

 

マドゥロ大統領は、 

「CIA の局員は、私に対して、今回のベネズエラ訪問は

極秘事項なので口外しないよう口止めをした。 

しかし、彼が飛行機に乗ってベネズエラを出た後、すぐ

にニュースが出た。そして、その CIA 局員は訪問につ

いてコメントしている。」と指摘。米国が極秘会談との

約束を破ったことに憤りを示した。 

 

「彼らの言葉には誠実性がない。極秘会談をしようと提

案し、すぐに情報を公表する。この情報を流出させたの

はジェームス・ストーリー（コロンビアにいるベネズエ

ラ担当の米国大使）だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/367c7660fe2da42e40c137b27dca4143.pdf
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彼はボゴタにいて、今回のミッションに関与していなか

った。ミッション団から外された腹いせに飛行機の写真

と情報を流した。ストーリーは、了見の狭い悪党だ。」 

とコメントした。 

 

経 済                        

「２０２２年 経済成長率は前年比７％増？」           

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロ氏は、２０２２年のベネズエラの経済成長率につ

いて、前年比７％のプラス成長を予見しているとの見解

を示した。 

 

また、仮に制裁が部分的に解除されるのであれば同１

０％のプラス成長も期待できると補足した。 

 

加えて、「２０２２年１月～２月でベネズエラはハイパ

ーインフレの定義から外れることになる」と指摘。 

 

同じタイミングで中央銀行のカリスト・オルテガ総裁も

「ベネズエラはハイパーインフレを脱却しようとして

いる」との見解を示しており、経済縮小は底を打ったと

の見方が多くなっている。 

 

別の経済専門家トマス・ソシアス氏も２０２２年はベネ

ズエラ経済がプラス成長すると予想。 

どの程度、経済成長するかは石油産業の動向と Covid-

１９の動向に大きく依存するとの見解を示した。 

 

「再生可能エネルギー 民間セクター参入可能に」                  

 

与党国会の石油エネルギー委員会は「再生可能エネルギ

ー法」の草案を国会に提出した。 

 

 

 

 

正式な議論開始は２２年第１四半期を予定しており、マ

ドゥロ政権は、この法案が通過してから９０日以内に具

体的な政策を発表するという。 

 

石油エネルギー委員会のオスカル・ロンデロス副委員長

によると、この法律は民間企業による電力セクターの発

電事業参入を可能にし、電力を販売できるようにすると

いう。 

 

ロンデロス副委員長によると、現在「Corpoelec（ベネ

ズエラ電力公社）」は、１８ギガバイトを発電しており、

この発電量は発電可能能力の半分だという。 

 

ロンデロス副委員長は、ベネズエラが経済成長をするた

めには４０ギガバイトが必要で、新たな発電リソースを

得る必要があると主張した。 

 

社 会                        

「２２年前の大洪水 ３５人の命を救った犬」           

 

２２年前の１９９９年１２月１５日にバルガス州で大

洪水が起き、３万人超が亡くなった。当時の話は「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.383」でも紹介した。 

 

この災害の際に被災者を助けた多くの英雄が報じられ

たが、その中に「オリオン」という犬がいた。 

 

オリオンはロットワイヤーという犬種で、大洪水が起き

た時に飼い主と犬は屋上に避難。飼い主は救助隊のヘリ

コプターに助けられたが、オリオンは助けられなかった

という。 

それから２日後、飼い主は被災者からオリオンが生きて

おり、救助活動に参加していると聞かされた。 

オリオンは泳ぎが得意で、被災して動けなくなった子供

がオリオンの首に捕まり、オリオンが岸まで運ぶ様子が

報じられた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
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オリオンは３５名の命を救った救助犬として米国、スペ

インなど世界的に表彰された。 

 

なお、オリオンは２００８年に亡くなったが、今でもオ

リオンの墓に献花する人は絶えないという。 

 

 

 

（写真）El Nacional 

 

「カラカス地下鉄で爆発 乗客ら避難」                  

 

１２月１５日午前８時３０分～９時頃 カラカス地下

鉄の「Palo Verde 駅」付近で電車が爆発。 

 

乗客は電車を降り、トンネルを歩いて「Petare 駅」へ避

難したという。 

 

爆発の原因は分かっていないが、メンテナンス不足が理

由だろう。 

 

 

（写真）Caraota Digital  

“歩いてペタレ駅に移動する乗客” 

 

２０２１年１２月１６日（木曜）              

政 治                       

「ボルヘス氏 政権移行法の改定案を提出       

  ～政治家は外国資産の管理を放棄するべき～」        

 

１２月１６日 グアイド暫定政権を終了するよう提案

している「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス前幹

事長は、グアイド暫定政権が存続する根拠となっている

政権移行法の改定の必要性を訴えた。 

 

ボルヘス前 PJ 幹事長は、野党は外国にある資産をコン

トロールするようになったことで、目的だったはずのマ

ドゥロ独裁政権から脱却するという役割から逸脱する

ようになったと指摘。 

 

「外国の資産を守る」活動に注力するのをやめて、本来

の目的であるはずの独裁者をベネズエラから追い出す

ことに注力するべきだとの見解を示した。 

 

また、この目的を実現するためとして、政権移行法の改

定案を提出。承認に向けて議論するよう求めた。 
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また、主要野党の汚職疑惑が出ている「Monomeros」（グ

アイド政権がコントロール下に置いたコロンビアにあ

るベネズエラの国営公社）の運営について、 

「野党国会が任命した調査委員会は“Monomeros が政

治的な目的で使われている“との調査結果を出したにも

関わらず、政治アクターは全く対応する意思を示してい

ない」と指摘。 

 

外国資産のコントロールから政治家を完全に排除しな

ければいけないと主張した。 

 

「ククタ空港テロ 犯人に懸賞金２．５万ドル」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.691」で、ククタの空

港で爆弾テロが起き、３名が死亡したとの記事を紹介し

た。 

 

コロンビア政府・国軍は、ベネズエラに潜伏しているゲ

リラグループが事件の実行犯で、マドゥロ政権がゲリラ

を匿っていると非難を強めている。 

 

コロンビア政府は犯人逮捕のため、実行犯に１億ペソ

（ドルに換算すると２．５万ドル）の懸賞金をかけた。 

また、コロンビア警察は実行犯とされる人物の似顔絵を

公表した。 

 

 

（写真）ルイス・バルガス警察本部長 

 

６月２５日にもドゥケ大統領がククタの空港に到着し

ようとした際に発砲を受けた事件があった（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.618」）。 

 

コロンビア警察は、この地域やベネズエラに潜伏してい

る「コロンビア革命軍（FARC）」の３３部隊と「人民解

放戦線（ELN）」らが事件に関与していると指摘してい

る。 

 

ドゥケ大統領の暗殺未遂事件について、マドゥロ政権は

コロンビア大統領府の関係者とやり取りをしていたベ

ネズエラ国内の人権団体代表を拘束。その人物のメッセ

ージからドゥケ政権の自作自演説を主張していた。 

 

「FARC マルケス氏は拠点をキューバに変更」         

 

コロンビア系メディア「Caracol Radio」は、FARC 幹部

のイバン・マルケス氏が拠点をキューバに変更したと報

じた。 

 

キューバに移動した理由はヘスス・サントリッチ氏がベ

ネズエラで死亡したことを受けて、安全な場所に移動す

るためだという。 

 

ヘスス・サントリッチ氏も FARC 幹部の１人。マドゥロ

政権に匿われていると言われていたが、２１年５月に何

者かの攻撃を受けて亡くなった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.601」）。 

 

「Caracol Radio」によると、マルケス氏は１２月１０日

にグアリコ州を出発。カラボボ州バレンシアからプライ

ベート機でキューバに移動したという。 

 

マドゥロ大統領は、この３０日くらいの期間で２度、キ

ューバを訪問している。何も関係ないかもしれないが、

何らかの関係がある可能性もありそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/773b61f05524f52b262d8fa996a4c43f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d44c36de2a3f84395ac25e9a464b7520.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d44c36de2a3f84395ac25e9a464b7520.pdf
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経 済                       

「マドゥロ 観光産業への外国投資を歓迎」            

 

１２月１６日 マドゥロ大統領は、観光促進イベント

「Fitven」に出席。ベネズエラの観光産業を活性化させ

る外国からの投資呼び込みを求めた。 

 

「資本主義は原油を産出することで、そこから生み出さ

れる富を奪うことを目的としていた。しかし、そのよう

な時代は終わった。」と言及。 

 

「原材料を作り出し、財・サービスを作ることで富が生

まれる。原油収入はあくまで補完的な役割であるべきだ。

新しいベネズエラは労働の精神を養うことで少しずつ

作られる。 

 

外国に行く観光は国に何も残さない。支出があるだけだ。

我々はカナイマ、モチマ、モロコイなど国内観光の開発

に注力する。 

 

ベネズエラは経済妨害対策法を通じて、外国からの投資

を保護し、歓迎する。」 

とベネズエラ観光業への外国からの投資を呼びかけた。 

 

「米が制裁ライセンスを解除すれば CITGO 失う」         

 

１２月１６日 ベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロ

ドリゲス氏は、「アンドレスベジョ・カトリック大学」

のフォーラムにオンラインで登壇。 

 

「ベネズエラはデフォルトに陥った場合に受けなけれ

ばいけない全てのダメージを受けた。」との見解を示し

た。 

次に検討するべきは債権者との交渉。交渉は債権者の力

に合わせて内容を決めるべきで、一概にまとめられない

と述べた。 

 

現在ベネズエラに関わる主要な債権者は、「Crystallex」

「PDVSA 債券保有者」「ConocoPhillips」で、仮に米国

政府が制裁ライセンスを解除すれば、CITGO は差し押

さえられる状態にあると指摘。 

 

債権者に CITGO を差し押さえられないように、戦略を

考えなければならないと訴えた。 

 

また、PDVSA の債務再編交渉は PDVSA 執行役員が

PDVSAの経営再建を第一に考えて取り組むべきもので、

政府が PDVSA の債務再編に介入してはいけないとの

見解を示した。 

 

「農業投資会社 カラカス証券取引所に上場」         

 

１２月１６日 「カラカス証券取引所」は農業投資会社

「Montesco Fondo Agroindustrial（以下、Montesco）」

の上場を発表した。 

 

「Montesco」は、トウモロコシ、コーヒー豆、カカオな

どベネズエラ国内の農業生産者の活動を資金的に支援

する投資会社。この種の会社がベネズエラでは活動を活

発化している印象がある。 

 

カカオ、コーヒー豆は制裁下のベネズエラでも輸出可能

な産品で政府も輸出促進を支援している。 

 

「ウィークリーレポート No.230」でも触れたが、ベネ

ズエラは銀行による融資が制限されている一方、証券市

場を通じた資金調達が活発化している。 

 

「Montesco」の証券発行を引き受ける証券会社「Kairos 

Valores Casa de Bolsa」によると、最初の証券発行は１

月中旬になり、この時に目論見書（利回りなど証券の購

入要件を記した説明書）を公表するという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5aabc7f9d716117837d8e723ce0ff16e.pdf
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社 会                       

「スティーブン・セガール ベネズエラに移住？」            

 

アイサミ石油相は、米国の俳優スティーブン・セガール

氏とその家族がベネズエラのボリバル州カナイマ国立

公園に移住すると述べた。カナイマ国立公園は、ベネズ

エラで最も有名な観光名所エンジェルフォールがある

地域。 

 

スティーブン・セガール氏は、２０１６年にロシア国籍

を取得。今年５月にロシアのベネズエラ観光大使として

カナイマに訪問、カラカスでマドゥロ大統領と面談して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.597」）。 

 

セガール氏は「カナイマに戻ってここで暮らしたい」と

述べ、マドゥロ大統領は「家族を連れてベネズエラに戻

ってくると言い」と伝えたという。本心か社交辞令かど

うかは分からない。 

 

なお、セガール氏は１７歳から１０年間、大阪に滞在し

ていたため大阪弁を話す。空手や合気道なども習ってお

り、日本人女性との結婚歴もある親日家（離婚している）

でもある。マドゥロ大統領との面談の時は、マドゥロ大

統領に日本刀をプレゼントした。 

 

 

（写真）Maduradas 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9fcd28cdb9d3e6eee221c5aacb725a18.pdf
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