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（写真）Ultimas Noticias “マドゥロ政権 Monomeros のコントロール権回復を発表” 

 

 

２０２２年９月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「米裁判所 アルバン市議殺害でマドゥロ政権有罪 

～賠償金７３００万ドルの支払いを命令～」 

「フロリダ州知事 人権侵害で訴え受ける」 

経 済                     

「マドゥロ政権 Monomeros 回復を宣言 

～ロペス VP 党首 新役員による汚職を警戒～」 

「イラン・ベネズエラ １９の経済協定を締結」 

「プエルトラクルス製油所で火災発生」 

社 会                     

「Bloomberg ベネズエラ人インフルエンサー７人」 

２０２２年９月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「国連調査委 マドゥロ政権の組織的拷問を報告 

～殴打・窒息・つらい態勢での放置など～」 

「パラグアイ マドゥロ政権の CPI 捜査を主導」 

「ラミレス前総裁 政府による弟の逮捕を非難」 

経 済                    

「９月２６日 ベネ・コロ国境、国際線再開 

～ペトロ大統領はイベントに出席予定～」 

「PDVSA ２２年８カ月で収入１００億ドル」 

社 会                    

「ベネズエラ老人 約８７％が貧困」 
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２０２２年９月１９日（月曜）             

政 治                       

「米裁判所 アルバン市議殺害でマドゥロ政権有罪   

   ～賠償金７３００万ドルの支払いを命令～」       

 

９月１９日 米国裁判所は、フェルナンド・アルバン市

議の死亡に関して、マドゥロ政権に７，３００万ドルの

賠償金をアルバン市議の妻に支払うよう命じた。 

 

この事件は２０１８年１０月に起きた事件。 

 

１８年１０月 「第一正義党（PJ）」に所属していたリ

ベルタドール市議のフェルナンド・アルバン市議が、

SEBIN（副大統領府直轄の治安維持部隊）に拘束された。 

 

そして１０月８日 アルバン市議は死亡した。 

SEBIN の説明によると、アルバン市議が死亡した理由

は自殺。アルバン市議がトイレに行くと言って監視を離

れたすきに１０階の窓から飛び降りて自殺したと説明

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.200」）。 

 

しかし、まともな検死がされることなくアルバン市議は

火葬され、家族など少数での葬儀が行われた。 

 

この事件が起きてから約３年が経過した２０２１年５

月、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、アルバン

市議の死亡について、SEBIN による拷問死だったと発

表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.594」）。 

 

その後、アルバン市議の拷問死に関与したとされる

SEBIN 職員２名は裁判の結果、懲役５年１０カ月の刑

を受け、現在も服役している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.692」）。 

 

 

 

本件について、アルバン市議の妻が米国でマドゥロ政権

を相手取り裁判を起こし、裁判所は市議の妻の訴えを認

め、マドゥロ政権に対して７，３００万ドルの賠償金支

払いを要求した。 

 

アルバン市議妻の弁護士は、今回の判決についてコメン

トを拒否している。 

 

なお、アルバン市議自身はベネズエラ人であり、殺害が

起きた場所もベネズエラだった。 

 

筆者は司法制度についてよく分かっていないが、外国で

起きた外国人の事件について他国で裁判を行うことが

可能なのか、また、その裁判がベネズエラ国内、特に政

府に対して有効なのか疑問が残るところだ。 

 

「フロリダ州知事 人権侵害で訴え受ける」         

 

弁護士団体「Lawyers for Civil Ringht（LCR）」は、フロ

リダ州のロン・デサンティス知事に対して移民に対して

迫害したとして集団訴訟を起こした。 

 

LCR のイバン・エスピノサ・マドリガル氏によると、 

「今回の訴えは、子供・女性を含む社会的弱者を虚偽の

約束を交わし、マサチューセッツ州のマーサズ・ビンヤ

ード島に送ったことに対するもの」と説明。 

 

「どのような人間も政治の道具に使用してはいけない。

今回の移民移送は極めて政治的なものだった。」 

と主張している。 

 

今回の訴えは約５０人のベネズエラ人を飛行機でマー

サズ・ビンヤード島に送ったことに関するもののようだ

が、他にも多くのベネズエラ移民が別の地域に移動させ

られており、訴訟が増えていく可能性もありそうだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16654ec0fdbdfa9feca11e9083cd2ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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経 済                        

「マドゥロ政権 Monomeros 回復を宣言         

 ～ロペス VP 党首 新役員による汚職を警戒～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.808」にて、コロンビ

アにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」の役員が

マドゥロ政権の役員に交代したとの記事を紹介した。 

 

９月１９日 この変更を受けてフレディ・ニュネス情報

通信相は、「マドゥロ政権が正式に Monomeros のコン

トロール権を回復した」と発表した。 

 

在 ベ ネ ズ エ ラ ・ コ ロ ン ビ ア 代 表 大 使 の Armando 

Benedetti 氏は、 

「コロンビアのペトロ政権はマドゥロ政権をベネズエ

ラの政府であると認識した。そして、Monomeros の管

理権がマドゥロ政権にあることを認めた。これは米国と

の関係を複雑なものにするだろう。 

 

しかし、我々（コロンビア）は以前から米国大使、商務

官らに対して我々の規則にしたがい Monomeros を返還

すると伝えてきた。」 

と説明している。 

 

 

（写真）大統領府 “Monomeros の新役員” 

 

 

 

今回の決定について、タレク・エル・アイサミ石油相は 

「当然」と指摘。「Monomeros はベネズエラの資産であ

り、正当な政府以外の組織にコントロールされるべきで

はなかった。」との見解を示した。 

 

また、 新たに Monomeros の役員に就 任した Iván 

Sánchez Hernández 社長は、「今回の人事変更を受けて

米国政府が制裁ライセンスの更新を停止しないか懸念

している」とコメント。 

 

また、Monomeros の工場稼働に使用している原材料に

ついて「ベネズエラから調達する」と説明している。 

 

なお、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は

今回の Monomeros 返還について抗議。 

 

「 ９ 月 １ ５ 日  独 裁 者 ニ コ ラ ス ・ マ ド ゥ ロ は 、

Monomeros のコントロールを得た。これは Monomeros

が再び汚職の道具になるリスクが生じたことを意味す

る。コロンビア法人監督局は汚職が起きないよう同社の

動きを調査し、監視する必要がある。」 

と指摘した。 

 

また、グアイド暫定政権下で社長を務めていたロドリゲ

ス・ギジェルモ・ラプレア前社長について「マドゥロ政

権側に与した」と訴えている。 

 

ラプレア前社長は、グアイド暫定政権から「社長在任中

に汚職に手を染めた」との報告書を出されている。 

一方、ラプレア前社長は本件について「事実を隠すため

の報告書」と反論。 

 

この汚職に主要野党が関与している可能性を匂わせて

いた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年９月１９日～９月２０日報道            No.８０９   ２０２２年９月２１日（水曜） 

4 / 7 

 

「イラン・ベネズエラ １９の経済覚書を締結」                  

 

９月１４日～１８日にかけて、カラカスの大展示会場

「Poliedro de Caracas」にてイラン・ベネズエラ科学技

術展が開催された（「ベネズエラ・トゥデイ No.808」）。 

 

その翌日の９月１９日 両国政府は１９の経済分野に

関する協力覚書を交わした。 

 

１９の覚書の具体的な内容については明らかにされて

いないが、対象となっているのは「炭化水素」「原油精

製」「ガス」「石油化学」だという。 

 

他、両国の関係強化を目的として来週にベネズエラの経

済ミッション団がイランを訪問し、現地工場を視察する

という。 

 

「プエルトラクルス製油所で火災発生」         

 

９月１９日午後１４時４０分頃、アンソアテギ州のプエ

ルトラクルス製油所で火災が発生した。報道によると火

災の原因は落雷だという。 

 

火災は２カ所で発生。煙がひどいため近隣住民は避難を

余儀なくされたという。 

 

 

 

 

 

（写真）@albertorodnews 

 

社 会                        

「Bloomberg ベネズエラ人インフルエンサー７人」           

 

米国メディア「Bloomberg」のラテンアメリカ出版チー

ムは、２０２２年のインフルエンサー５００人を発表。 

ベネズエラ人はその中に７人がノミネートされた。 

 

選ばれた７名は以下の通り。 

 

１．Ana Sofia y Martha Tarbay 氏 

製造業分野で「Tarbay」という会社の社長 

２．Andres Simón González-Silen 氏 

保健分野で「Asistensi Global Insurance Inc」社長 

３．Juan Carlos Escotet 氏 

金融分野で「Banesco」の頭取 

４．Lorenzo Mendoza 氏 

食品分野で「Polar」の社長 

５．Nacy Duarte 氏 

食品分野で「Ron Santa Teresa」の社長 

６．Ricardo Rodríguez 氏 

エネルギー分野で「Shell Argentina」の社長。 

７．Vicente Zavarce 氏 

技術分野で「Yummy」の社長 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
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２０２２年９月２０日（火曜）              

政 治                       

「国連調査委 マドゥロ政権の組織的拷問を報告     

 ～殴打・窒息・つらい態勢での放置など～」        

 

９月２０日 国連のベネズエラ独立調査委員会は、３回

目の調査報告書を公表。マドゥロ政権の治安部隊が行っ

ている人権侵害について訴えた。 

 

報告書では、 

「マドゥロ大統領およびその他政府高官は、治安部隊を

抑圧するための組織として使用する仕組みを作った。」 

と指摘。マドゥロ政権の人権侵害を訴えた。 

 

具体的には、軍部の警察組織「Dgcim」と、副大統領府

直轄の諜報部隊「Sebin」について、人々を抑圧する組

織になっていると指摘。 

 

具体的な暴力の内容として、 

・物を使い殴打する 

・電気ショックを与える 

・水などで窒息させる 

・身体を切断しようとする 

・とてもきつく手錠をかける 

・つらい態勢を維持させる 

・脱衣させる 

・急所を攻撃する 

・食料や水をあげない 

・地面でご飯を食べさせる 

・熱いあるいは寒い場所で放置する 

・排泄設備がない 

・医療アテンドを受けさせない 

・嘔吐物や排せつ物を食べさせる 

・殺害するなど脅迫をする 

・他の人に対する拷問を見せる 

・孤独な場所で放置する 

 

「パラグアイ マドゥロ政権の CPI 捜査を主導」           

 

２０１８年 当時ドゥケ政権だったコロンビア政府は

アルゼンチン、チリ、ペルー、パラグアイ、カナダ政府

と共に「国際刑事裁判所（CPI）」に対してマドゥロ政権

の人権侵害を訴えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.195」）。 

 

この訴えはコロンビアが主導していたが、コロンビアの

政府がペトロ政権に代わり、対ベネズエラ方針が大きく

転換。CPI への訴えを取り下げることを決めた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.806」）。 

 

これを受けて９月２０日 パラグアイの Mario Abdo 

Benítez 大統領は、コロンビアが主導していたマドゥロ

政権への訴えを引き継ぐと発表した。 

 

上記６カ国のうちアルゼンチン、チリ、ペルーも政権が

交代し、左派寄りの政権が発足。２０１８年から残って

いるのはパラグアイのベニテス政権だけになっていた。 

 

ベニテス大統領は、南米ではコロンビアのドゥケ前大統

領と並んでマドゥロ政権と敵対関係にある人物。同氏が

問題を担当している間は CPI のマドゥロ政権に対する

捜査は進んでいくものと思われる。 

 

なお、ベニテス大統領は２０１８年８月に発足。 

パラグアイの大統領は任期５年で１回限りなので、２０

２３年８月に交代する予定となっている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f60249d583cbd916ba3680ad3f85ec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f60249d583cbd916ba3680ad3f85ec.pdf
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「ラミレス前総裁 政府による弟の逮捕を非難」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.808」にて、ラファエ

ル・ラミレス元 PDVSA 総裁の弟のフィデル・ラミレス

氏が DGCIM に拘束されたと報じられた。 

 

９月２０日 ラミレス元 PDVSA 総裁は、自身のソーシ

ャルメディアにて弟が逮捕された事実を発表。 

 

フィデル・ラミレス氏は３６年間医療分野で活動してお

り、PDVSA の経営に一切関与しておらず、明確な政治

的な理由による拘束と指摘。 

自身が大統領選に出馬することを妨げるための嫌がら

せだと訴えた。 

 

 

 

経 済                       

「９月２６日 ベネ・コロ国境、国際線再開         

   ～ペトロ大統領はイベントに出席予定～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.805」にて、９月２６日に

ベネズエラとコロンビアの国境移動が再開するとの記

事を紹介した。 

 

この記事の通り、同日に両国の国境移動が再開するよう

だ。 

 

９月２０日 ベネズエラのラモン・ベラスケス国土交通

相は、９月２６日からベネズエラとコロンビアの国際線

が再開すると発表した。 

 

また、９月２６日にコロンビアとベネズエラの国境の街

（コロンビアはククタ、ベネズエラはサンアントニオデ

タチラ）で国境再開式が開催される予定。 

 

コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、「再開式に参

加することを検討している。我々は経済取引、人の移動

を再開させるために協議を行っている。」と述べた。 

 

他方、マドゥロ大統領がこの再開式に参加するかは確定

していないが、仮に両国の大統領が面談することになれ

ば、大きな政治イベントと言えるだろう。 

 

２０１９年２月 コロンビアのドゥケ政権がグアイド

暫定政権をベネズエラの正当な政府と認識したことで

両国の国交は断絶。 

 

実際のところ、筆者の記憶ではドゥケ大統領とマドゥロ

大統領が面談したことはないため、両国の大統領が面談

するのは４年以上ぶりということになるのではないか。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b31bb4d5893eb5758553df4ab3e37acd.pdf
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「PDVSA ２２年８カ月で収入１００億ドル」         

 

ベネズエラのエネルギー系メディア「Petroguia」は、２

０２２年１月～８月までの８カ月間の PDVSA の収入

が１００億ドルを超えたと発表した。 

 

この数字は前年同期（２１年１月～８月）と比較して６

２％多いという。 

 

「Petroguia」によると、２０２２年の原油輸出量は平均

日量６１万７，２００バレル（ロイター通信の情報を参

照している）。 

 

また、ベネズエラ産原油の平均価格は１バレル８１．６

１ドルだという。 

 

この平均値から産出される原油輸出額が１００億ドル

を超えているという。 

 

社 会                       

「ベネズエラ老人 約８７％が貧困」            

 

非政府系団体「Convite」は、ベネズエラの高齢者の生

活に関する調査報告書を公表。 

 

８６．９％は「貧困」の状況にあるとした。 

また、「貧困」に定義される高齢者１０人のうち４人は

「極貧」に該当し、最低限の食事をとることもままなら

ない状況にあるとした。 

 

現在、ベネズエラの年金は月額１３０ボリバル（ドル建

てで１６ドル）。 

 

 

 

 

 

他方、「Cendas-FVM」の調べによると７月の基礎食糧

費は４７０ドルだという。同調査は５人家族が食事をす

るために最低限必要な費用なので、単純に５で割ると９

４ドルということになる。 

 

１６ドルだけでは１カ月の食事を摂るにはとても足り

ないだろう。 

 

また、高齢者の８０％は治療を必要とする病気を患って

いるが、まともに医薬品を購入できるのは５％程度しか

いないという。 

 

以上 


