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（写真）米国司法省 “CLAP 取引に関与した容疑でベネズエラ人２名、コロンビア人３名を起訴” 

 

 

２０２１年１０月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア上院 マドゥロ政権と国交回復協議 

～ドゥケ政権 マドゥロ政権認めない方針維持～」 

「西 カルバハル元将軍の米国引き渡しを決定」 

「ノルウェー協議仲介人 メキシコから出国」 

「マドゥロ アビラ山にコミューン都市を建設」 

「主要野党 エカリ氏をマドゥロの回し者と非難」 

経 済                     

「Banco del Tesoro 頭取が交代」 

「FORD 近日中に新モデルをベネズエラで販売」 

「プラスチック産業の回復には Pequiven が必要」 

２０２１年１０月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「米国 サアブ氏汚職に関与した５名を告訴 

～サアブ氏 米国へ情報提供を開始か～」 

 「コロンビアでもサアブ氏の裁判を開始」 

「カプリレス元知事 選挙参加を呼びかけ 

～VP・PJ・VV 野党三つ巴の争いを展開～」 

「マドゥロ政権 キューバ製ワクチン製造に意欲」 

経 済                    

「ICSID グアイド政権の決定無効要請を棄却」 

「Nitrofert Monomeros の株式を購入か？」 

「Banco Bicentenario ペソ建て口座開設可能に」 
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２０２１年１０月２０日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア上院 マドゥロ政権と国交回復協議    

 ～ドゥケ政権 マドゥロ政権認めない方針維持～」       

 

１０月１９日 コロンビア元老院（以下、コロンビア上

院）は、ベネズエラとの外交・商業関係回復を探る方針

を承認した。 

 

この承認を受け、コロンビア上院は２０２１年にベネズ

エラで発足した与党国会に対して、国交回復に向けた協

議を行うよう求めた。 

 

１０月に入りマドゥロ政権はコロンビアとベネズエラ

を結ぶ国境を封鎖していたコンテナを撤去。国境での商

取引を再開すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.661」）。 

 

両国の外交関係は最悪な状況だが、関係改善に向けた協

議が水面下で行われていたことが想像される。この協議

を表面化させるようだ。 

 

ただし、ドゥケ大統領は今回の上院による決定について 

「私がコロンビア大統領を務め、民主主義の擁護と各国

と構築していた価値観を維持する限り、コロンビアは独

裁者を非難し、独裁者を認識することはない。独裁者を

認めることは、我々が守ってきた価値観を放棄すること

を意味する」と説明。 

 

コロンビア政府は、引き続きマドゥロ政権をベネズエラ

の政府と認識しないとの意思を強調した。 

 

また、コロンビア上院のファン・ゴメス議長も 

「今回の決定はドゥケ政権が憲法上有している外交政

策決定権を奪うものではない」 

と説明している。 

マドゥロ政権は、コロンビア上院の要請を好意的に評価。 

 

１０月２０日 マドゥロ大統領は本件について 

「コロンビア上院のイニシアティブに拍手を送る。 

これは二国間関係の重要な前進だ。外国との国交は、政

府の権限であり、今回の要請はコロンビア政府からのサ

インだと考えている。」 

と述べ協議を前進させるよう指示した。 

 

マドゥロ政権側でこの協議の代表になるのは、ホルヘ・

ロドリゲス国会議長だろう。ロドリゲス議長は、「コロ

ンビアと国交回復に向けて協議する完全な意思がある」

と述べ、協議の条件、日程、メンバーの検討を始めると

説明した。 

 

前述の通り、ドゥケ政権はマドゥロ政権をベネズエラ政

府と認めておらず、グアイド政権をベネズエラの正当な

政府と認識している。しかし、ベネズエラを実効支配し

ているのがマドゥロ政権であることは疑いようがない。 

 

２０２２年前半にはグアイド政権が解体する観測が高

まる中で、ドゥケ政権がソフトランディングするための

手段を模索していると思われる。 

 

「西 カルバハル元将軍の米国引き渡しを決定」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.650」で、スペインに潜伏

していた故チャベス政権時代からの与党重鎮の一人、ウ

ーゴ・カルバハル氏が拘束されたとの記事を紹介した。 

 

カルバハル氏の拘束は米国「麻薬捜査局（DEA）」とス

ペイン警察の共同オペレーションで、米国政府はスペイ

ン政府に対して、カルバハル氏の身柄引き渡しを求めて

いた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1fd83b7752a4abe8616ef685d2f0deea.pdf
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この要請を受けて、スペイン裁判所は、カルバハル氏の

身柄を米国に引き渡すことを承認。 

 

既に引き渡し指令も出ており、「中央情報局（CIA）」の

飛行機がスペインに向かっているという。 

 

カルバハル氏は２０１９年までベネズエラの制憲議会

議員を務めていた。しかし、グアイド政権が最も勢いが

あった当時「グアイド議長をベネズエラの暫定大統領と

認識する」とのビデオメッセージを出し、マドゥロ政権

から離反しスペインに逃亡した。 

 

その後、スペインで拘束されたこともあったが、解放さ

れ、今回２１年９月に再び拘束された。 

 

米国政府はカルバハル氏が、故チャベス政権時代に麻薬

取引に関与したと考えており、この麻薬取引にはマドゥ

ロ大統領やカベジョ PSUV 副党首も関与していたと推

測している。 

 

「ノルウェー協議仲介人 メキシコから出国」                  

 

１０月１６日 カボベルデで拘束されていたマドゥロ

政権の「テスタフェロ（政府高官の蓄財に協力する人物）」

とされるアレックス・サアブ氏の身柄が米国に引き渡さ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

これを受け、マドゥロ政権は米国を強く非難。 

「信頼できない」として、与野党協議の中止を宣言した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.667」）。 

 

この中止が１０月１７日に予定していた与野党協議の

延期を意味しているのか、永続的な中止を意味している

のかは明確になっていないが、協議の仲裁役を務めてい

たノルウェー交渉団は協議国だったメキシコを出国し

たという。 

 

報道によると出国の理由は、「１１月２１日の州知事選・

市長選までに協議を再開する見込みがないため」だとい

う。つまり、選挙については新たな協議が行われること

なく、当日を迎えることになりそうだ。 

 

「マドゥロ アビラ山にコミューン都市を建設」         

 

１０月２０日 マドゥロ大統領は、アビラ山にベネズエ

ラ初のコミューン都市を作ると発表した。 

 

「私は保証する。コミューン都市法が可決され次第、私

はその法令に署名をし、ワライマレパノ（アビラ山の正

式名称）にベネズエラ初のコミューン都市を建設する。」 

と述べた。 

 

「このコミューン都市では、１万６３９５のコミューン

共同体を１つに統合し、３０９のコミューン都市を作

る。」と補足した。 

 

この発言をもってマドゥロ大統領が何を目指している

のかはよく理解できない。 

 

ただ、ベネズエラでは、コミューンとは、「市」「州」な

ど既存の行政単位を排除し、コミューンに所属する住民

たちが話し合いで自分たちの地域を収める「直接統治」

形式の政治体制と理解されている。 

 

反対派は 

「コミューンが発展することで、州・市など既存の行政

単位の権限が小さくなり、結果的に政府の権限が大きく

なる仕組み」 

と非難していた。 

 

また、コミューンという行政単位は憲法での規定がなく、

コミューンを作ること自体が憲法違反との指摘もある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de0a6e6bbb835b839bcc01f2dfdeda66.pdf
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「主要野党 エカリ氏をマドゥロの回し者と非難」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.666」で、リベルタドール

市長選に出馬した「隣人の力（FV）」のアントニオ・エ

カリ候補と「野党統一連合（MUD）」のトマス・グアニ

パ候補の支援者グループが衝突したとの記事を紹介し

た。 

 

１０月２０日 本件について MUD は「アントニオ・エ

カリ氏は PSUV（与党政党）と協力し、野党を分裂させ

ようとしている。」と主張した。 

 

MUD からカラカス市議会議員選に出馬しているヘス

ス・ボリバル氏は記者会見を実施。 

「PSUV の戦略は野党を分断させ、時間を稼ぐことだ。

有権者を混乱させるための分断作戦が再び行われた。 

アントニオ・エカリ氏は、PSUV に有利になる発言をし

た。」と訴えた。 

 

個人的には、この種の主張はとても残念に思う。 

 

２０１８年５月の大統領選、２０２０年１２月の国会議

員選など、主要野党は、自分たちと方針が合わない相手

については、野党であったとしても見境なくネガティブ

キャンペーンを行ってきたが、今回も同じことが行われ

ている。 

 

そして、思想が合わない相手を非難する癖が付いてしま

った主要野党は内部で思想が合わなくなったことでお

互いを攻撃し始めている。その一方で、野党の団結を求

めるという矛盾に国民は失望を覚えている。 

 

現在の野党の分断をマドゥロ政権の責任にして、自分た

ちのやり方を反省することができないなら、主要野党が

マドゥロ政権に勝つことはできないだろう。 

 

 

経 済                        

「Bance del Tesoro 頭取が交代」           

 

１０月２０日 デルシー・ロドリゲス副大統領（兼経済

財務相）は、国営銀行「Banco del Tesoro」の頭取交代

を発表した。 

 

新たに「Banco del Tesoro」の頭取に就任したのは

Johann Alvarez 氏（下写真の人物）。Alvarez 氏がどのよ

うな人物かは不明だが、ロドリゲス副大統領は、彼のこ

とを「経済学者」と呼んでいる。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「FORD 近日中に新モデルをベネズエラで販売」                  

 

１０月１４日～１７日にかけて、ベネズエラのバレンシ

ア「WTC Hotel Hesperia」で、「Overland & Adventure 

Motor Expo」という自動車関連の展示会が開催された。 

 

同イベントには 

「Shangan Auto」「Ford」「Toyoval」「Encava」 

「Chronus」「Duracel」「Autopartes 2006」 

「Serranía Camping & Adventure」「Toyotires Venezuela」 

「System X Ceramic Protection」 

などが出展した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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（写真）Notitarde 

 

「FORD Motor de Venezuela」は、近日中にベネズエラ

で販売を開始するという「Ranger Diesel 4×4」を初披

露した。 

 

FORD はここ数年ベネズエラでの活動をほとんどして

いなかったが、経済が底をついたことでベネズエラ事業

を徐々に再開しようとしているのかもしれない。 

 

 

（写真）FORD Motor de Venezuela 

 

「プラスチック産業の回復には Pequiven が必要」         

 

「ベネズエラ・プラスチック工業連合会（Avipla）」の

Khalil Nasser 代 表 は 、「 ベ ネ ズ エ ラ 石 油 化 学 公 社

（Pequiven）」が稼働しなければ、プラスチック産業の

稼働率は８～１５％を維持するとの見通しを示した。 

 

「現在のベネズエラの問題はかなり深刻だ。我々は生産

するための設備があり、能力も技術もある。しかし、生

産は止まっている。 

 

加えて、外国から関税無しで商品が入ってくる。 

関税がかからないので、輸入品の購入が優先され、国内

品が売れない。輸入時の免税措置は終わらせなければい

けない。」と訴えた。 

 

２０２１年１０月２１日（木曜）              

政 治                       

「米国 サアブ氏汚職に関与した５名を起訴       

   ～サアブ氏 米国へ情報提供を開始か～」        

 

１０月２１日  米国司法省は、サアブ氏が行った

「CLAP（安価に食料を販売するマドゥロ政権の目玉プ

ロジェクト）」取引に関与したとする５人をマネーロン

ダリングの容疑で起訴した。 

 

訴えられたのは、SENIAT 長官やタチラ州知事、国際投

資貿易相などを務めたマドゥロ政権の重鎮ホセ・ビエル

マ・モラ氏。 

 

他、サアブ氏のビジネスパートナーと言われる 

アルバロ・プリド氏、 

エマニュエル・ゴンサレス氏、 

カルロス・リスカノ氏、 

ギジェルモ・ルイス氏 

が訴えられた。 

 

ビエルマ・モラ氏とギジェルモ・ルイス氏はベネズエラ

人。他の３名はコロンビア人。 

 

起訴状では、彼らが CLAP 取引を巡り米国、アラブ首長

国連邦、アンティグア諸島などの口座を介して汚職取引

を行ったと書かれている。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１０月２０日～１０月２１日報道         No.６６８   ２０２１年１０月２２日（金曜） 

6 / 8 

 

この汚職システムを通じて、過去に約１６億ドルのベネ

ズエラの資金が汚職として流れ、うち１．８億ドルは米

国を介して行われたという。彼らの罪は懲役１００年に

相当するという。 

 

本件に先立ち CLAP 取引の張本人とされるアレックス・

サアブ氏が米国に移送された。このタイミングで５名が

起訴されるということでサアブ氏が情報提供に協力し

ているのではないかとの観測が高まっている。 

 

１０月２０日にはダニエル・コロネル記者が、 

「サアブ氏と南部フロリダ州検察庁の検事が、罪の軽減

に向けた話し合いを始めた」 

と報じている。 

 

米国検察が何か情報を得たのか、あるいはサアブ氏が米

国に協力していると思わせるために今回の起訴をした

のか、真相は不明だ。 

 

「コロンビアでもサアブ氏の裁判を開始」           

 

１０月１８日から米国でアレックス・サアブ氏の公判が

始まったが、１０月２５日からコロンビアでもサアブ氏

の公判が始まるようだ。 

 

サアブ氏はコロンビアでもマネーロンダリングなどの

容疑で起訴されており、既にコロンビア国内の数百万ド

ルの住居を差し押さえられている。 

 

なお、サアブ氏の取引には、ドゥケ大統領の政敵ピエダ

ッド・コルドバ氏が関与していると報じられており、コ

ロンビアの裁判ではサアブ氏とコルドバ氏との関係に

ついても追及されるとみられる。 

 

実際のところ、コロンビアでサアブ氏と不適切な関係に

あったのはコルドバ氏だけではないだろう。 

 

サアブ氏がマドゥロ政権の公共事業（貧困層向けの住宅

建設事業）に食い込んだのは２０１１年。 

 

コロンビアのサントス政権（ドゥケ大統領の師匠とされ

るウリベ元大統領時代の国防相）時代からだ。 

 

２０１１年にこの事業を締結する際、サントス大統領と

故チャベス大統領が契約を行った。 

 

この契約を実現させるためにサントス政権への賄賂支

払いもあったことと想像される。 

 

その意味でコルドバ氏のみを追求するのはドゥケ政権

の政治的な意図があると思われる。 

 

「カプリレス元知事 選挙参加を呼びかけ         

  ～VP・PJ・VV 野党三つ巴の争いを展開～」         

 

１０月２０日 主要野党「第一正義党（PJ）」のリーダ

ー的な存在であるエンリケ・カプリレス元ミランダ州知

事は演説を実施。１１月の選挙参加の必要性を強調。改

めて野党に対して団結を求めた。 

 

演説でカプリレス元知事は、グアイド政権について 

「暫定政権は２０１９年４月３０日に終わっていた。」 

と言及。自由オペレーションが失敗した時点でグアイド

暫定政権は解体されるべきだったとの考えを示した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.285」）。 

 

また、選挙に参加するべきではないとの主張について 

「どういう意味だ？私は理解できないから教えてくれ。

我々は候補者を出している。でも、野党は有権者に対し

て投票するよう呼び掛けていない。１１月２１日の選挙

に敗北したいのか？これが暫定政権の望みか？」 

と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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この訴えに対して、グアイド議長が所属する「大衆意思

党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏やカルロス・ベッキオ

氏は反発。 

 

ゲバラ氏は 

「カプリレス氏は、与野党交渉をするべきだと主張しな

がら、暫定政権の解体を提案している。政権解体はマド

ゥロ政権との交渉を弱体化させる。明らかなことだ。」 

と主張した。 

 

また、ベッキオ在米ベネズエラ代表大使は 

「暫定政権を消滅させたいのはマドゥロだ。カプリレス

は、マドゥロと同じことを言っている。彼は我々の方針

に背きトルコで交渉し、常にマドゥロ政権と同じことを

言っている。」 

との見解を示した。 

 

他方、カプリレス元知事、グアイド政権を両方批判する

のは急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」のマリア・コ

リナ・マチャド党首。 

 

マチャド党首は ABC ニュースの取材に応じ、グアイド

暫定政権について 

「私は最初、暫定政権の発足を全力で応援した。彼らの

目的は強権政治を変え、移行政権を発足することだった

からだ。グアイドは歴史的に最も良い政権交代のチャン

スを得た。しかし、マドゥロを追い出すことは出来なか

った。暫定政権は自分たちで瓦解した。」 

とコメント。 

 

カプリレス元知事について 

「私の理解では、選挙への参加を呼び掛ける野党グルー

プは既にマドゥロ政権に屈している。メキシコの協議で

何を得られると考えているのか？１１月２１日のイベ

ントは独裁者が我々の成果を後退させるために考え出

したものだ。」とコメント。 

選挙参加、与野党協議を志向するグループを非難した。 

 

なお、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、

急進野党に属するカルデロン・ベルティ氏（１９年１１

月までグアイド政権の在コロンビア・ベネズエラ代表大

使を務めた人物）について、名誉棄損で訴えると主張し

た。 

 

先日、ベルティ元大使は、「Monomeros」崩壊の責任は

全てロペス党首にあると主張。主要野党の汚職について

訴えていた。 

 

ロペス党首の発言に対して、ベルティ元大使は「私は主

要野党が汚職を行っていた証拠を持っている。近いうち

に、その証拠を公開する」と反論した。 

 

上記の通り「ロペス党首（VP）」「カプリレス元知事（PJ）」

「マチャド党首（VV）」の３つ巴の争いが展開されてい

る。 

 

「マドゥロ政権 キューバ製ワクチン製造に意欲」         

 

１０月２１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、キュ

ーバのリカルド・カブリサス閣僚評議会副議長と会談。 

 

キューバで開発した Covid-１９ワクチン「Abdala」をベ

ネズエラ国内で生産すると発表した。 

 

ただし、現時点ではいつから、どこで製造する、など詳

しいことは説明されていない。 

 

また、「Abdala」は国連で Covid-１９ワクチンとして有

効性の認定を受けておらず、ベネズエラ国内では

「Abdala」の使用を疑問視する意見が多い。 
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経 済                       

「ICSID グアイド政権の決定無効要請を棄却」            

 

１０月２１日 ベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロ

ドリゲス氏は、自身のツイッターで「国際紛争仲裁セン

ター（ICSID）」がベネズエラ政府の要請を棄却したと投

稿した。 

 

ICSID は、故チャベス政権が ConocoPhillips に対して

行った接収についてベネズエラ政府に賠償金を支払う

よう決定を下した。 

 

ベネズエラ政府は、この決定を無効にするよう求めてい

たが、この求めが棄却されたという。 

 

なお、根本的な理由はベネズエラ政府側の支払いの遅れ。 

 

グアイド政権は、訴えを起こすために必要な支払いを完

了しなければいけなかったようだが、期日になっても支

払いが行われなかったため１０月７日に訴え取り消し

プロセスが始まっていたようだ。 

 

本件について、ロドリゲス氏は 

「グアイド政権は、ICSID への支払いを怠ったことを国

民に説明しなかった。」 

とグアイド政権の失政を非難した。 

 

「Nitrofert Monomeros の株式を購入か？」         

 

２１年９月 コロンビアにある「ベネズエラ石油化学公

社（Pequiven）」の関係会社「Monomeros」は、コロン

ビア法人監督局に破産申請を行った（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.657」）。 

 

この申請を受けて、今後９０日以内に事業再生計画を、

法人監督局に提出する予定になっている。 

 

本件について、コロンビア紙「El Espectador」によると、

「 Monomeros 」 の 元 社 員 だ っ た ３ ５ 名 が 作 っ た

「Nitrofert」と「Nitron」という会社が、「Monomeros」

を狙っているという。 

 

「Nitron」は米国で設立されたパラグアイ資本の会社。 

「Nitrofert」は「Nitron」がコロンビアに持つ子会社だ

という。ただし、現時点でははっきりとした情報はない。 

 

先週、野党国会で「Monomeros 調査委員会」が発足し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.665」）。そして、今週に

入り同委員会のメンバーが Monomeros の視察を行って

いるという。 

 

Monomeros で不審な動きがあるように思える。 

 

「Banco Bicentenario ペソ建て口座開設可能に」         

 

現在ベネズエラでは多くの銀行でドル・ユーロ建ての口

座を開設することはできるが、コロンビア・ペソ建ての

口座開設サービスは行っていない。 

 

１０月２１日 国営銀行「Banco Bicentenario」は、コ

ロンビア・ペソ建ての口座開設を試験的に開始すると発

表した。ただし、口座を開設できるのはタチラ州２９都

市の住民に限定されるという。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935df2f47af62164880579b81a45f09f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935df2f47af62164880579b81a45f09f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
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