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（写真）大統領府 “国際刑事裁判所 マドゥロ政権の”人道に対する罪“の調査を正式に開始” 

 

 

２０２１年１１月３日（水曜） 

 

政 治                     

「CPI マドゥロ政権の調査を正式に開始 

～マドゥロ大統領 Khan 検事と合意交わす～」 

「CPI 調査開始 与党側の見解」 

「CPI 調査開始 野党側の見解」 

経 済                     

「アムアイ製油所２施設が火災で停止」 

「グアイド Monomeros 役員解任の必要性強調」 

「ショッピングセンター空店舗率２０％→１２％」 

社 会                     

「コロンビアでベネズエラ人への殺人が増加」 

２０２１年１１月４日（木曜） 

 

政 治                    

「野党のミランダ州知事候補争い続く」 

「Datanalisis １１月選挙の投票率は３０％」 

「アレックス・サアブ氏の手記を書籍化」 

経 済                    

「TOYOTA 社 ベネズエラに新型モデル投入」 

「炭化水素法改定で民間が石油産業参入」 

「稼働中の国内さとうきび業者４社のみ」 

「COCA COLA-FEMSA 女性起業家を支援」 

社 会                    

「アビラ山 テレフェリコの稼働が再開」 
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２０２１年１１月３日（水曜）             

政 治                       

「CPI マドゥロ政権の調査を正式に開始        

 ～マドゥロ大統領 Khan 検事と合意交わす～」       

 

１１月３日 ベネズエラを視察中の「国際刑事裁判所

（CPI）」の Karim Khan 検事は、大統領府にてマドゥロ

政権が「人道に対する罪」を犯したかどうかの正式な調

査を行うと発表した。 

 

この調査はマドゥロ政権側も合意しており、マドゥロ大

統領とKhan検事両名が調査実施に関する合意書に署名

した。 

 

Khan 検事は 

「私は今回の合意を喜んでいる。我々は協力関係を維持

しながら、独立した調査を行う。 

 

私の役割はローマ規定に従い仕事をすることだ。 

我々は政治家ではない。法の原則と国家の権利を尊重す

ることを第一に調査を行う。我々の独立した調査への政

治的な介入を好まない。」 

と述べた。 

 

具体的な合意事項は４点。 

 

１点目は、ベネズエラ政府は、国際基準に則った法律を

適切に執行させるため、あらゆる対策を取ること。 

 

２点目は、ベネズエラ国内での CPI の活動を保証する

こと。 

 

３点目は、ローマ規定１７条に基づき、CPI はベネズエ

ラ国内で適切に法の執行がされることを支援する。 

 

 

４点目は、調査が適切かつ意味のある効果を引き出すた

め、ベネズエラ政府と CPI の双方が補完的に本件に取

り組む。 

 

２０１８年にアルゼンチン、ペルー、チリ、パラグアイ、

カナダ、コロンビアの６カ国は、マドゥロ政権が「人道

に対する罪」を犯しているとして CPI にマドゥロ政権

を提訴した。 

 

この申請を受けて、CPI は調査を実施するべきかどうか

の検討プロセスに入り、そこから３年が経過していたが、

今回ついに調査を正式に実施することが決まったこと

になる。 

 

率直に言って、本件はトランプ政権下での「最大限の圧

力政策」の遺物であり、人道的な知見というよりも政治

的な理由から申請された面が強い。 

 

「最大限の圧力方針」が暗礁に乗り上げた現在、マドゥ

ロ政権を「人道に対する罪」で追及することに政治的な

メリットがあるのかどうかは疑問が残るところだろう。 

 

なお、以下は CPI の「人道に対する罪」の調査状況。 

赤色が、正式な調査を行うか検討中の国。 

緑色が、正式な調査を行うことが決まった国。 

ベネズエラはこれまで赤色国だったが、今回の決定で緑

色に変わるという。 

 

 

（写真）@TonyFrangie 
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「CPI 調査開始 与党側の見解」            

 

CPI の調査開始決定について、マドゥロ大統領は署名を

交わしており、一定の理解を示しているようだが、与党

内部では CPI の決定に異論を唱えるグループも多い。 

 

特に強く非難しているのは与党「ベネズエラ社会主義統

一党（PSUV）」のディオスダード・カベジョ副党首。 

 

今回の決定の再考を求めるために提訴するべきだと主

張している。 

 

他、タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、より理解

的であるものの「CPI はベネズエラの調査を開始するに

あたりいくつか必要な要件を守っていない。」と指摘。 

 

また、ベネズエラの検察庁が提出した反論資料について

十分に考慮されていないとの見解を示した。 

 

ただし、「今回の覚書の締結はベネズエラ組織の勝利だ」

との見解を示し、「CPI が正式な調査を行う中で、彼ら

にとって驚くべき事実が多く確認されることだろう」 

と述べた。 

 

「CPI 調査開始 野党側の見解」                  

 

野党側はもちろん今回の CPI の調査を歓迎している。 

 

グアイド議長は本件について「CPI による正式な調査開

始は、被害者とその遺族に閉ざされてきた人権と正義の

執行を可能にする。」と主張。 

 

「我々は正義のために活動を続けることを約束する。民

主主義に寄与する全ての調査に協力をし、真実を明らか

にし、犯罪行為を行った全ての関係者を白日の下にさら

す。」との見解を示した。 

 

他、カプリレス元ミランダ州知事は「これは復讐ではな

く、正義だ」と指摘。「今回の調査開始で、ベネズエラ

で長い間失われていた正義を取り戻し、被害者の道を開

かなければならない。」との見解を示した。 

 

また、急進野党系のマリア・コリナ・マチャド VV 党首

は、 

「本日、マドゥロは自身を裁く裁定に署名した。今日は

ベネズエラにとって歴史的な日だ。この日、私は全ての

被害者のことを思わずにはいられない。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「アムアイ製油所２施設が火災で停止」           

 

１１月３日 「ロイター通信」は、関係者から入手した

情報として PDVSA のアムアイ製油所にてガソリン精

製に重要な２つの施設の稼働が停止したと報じた。 

 

稼働停止は火災が原因。アムアイ製油所西側にある蒸留

施設の溝で火災が起きたという。 

 

数時間後に火は消火されており、幸いにも精製に最も重

要な施設は火災被害を免れたという。 

 

 

（写真）Primer Informe 
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「グアイド Monomeros 役員解任の必要性強調」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.673」にて、野党国会

の委任委員会がグアイド議長の提案したMonomerosの

役員解任について反対多数で否決したとの記事を紹介

した。 

 

ただ、グアイド議長は諦めていないようで、改めて

Monomeros 役員を解任する必要性を強調した。 

 

「政治的な利害を理由とした決定はどのようなもので

も支持しない。全ての決定は Monomeros のために行わ

なければならない。いくつかの提案は受け入れられたが、

十分ではない。我々は独裁政権とは違う。民主主義を擁

護する手本にならなければいけない。」 

と訴えた。 

 

「ショッピングセンター空店舗率２０％→１２％」                  

 

「ベネズエラショッピングセンター商工会（Cavececo）」

のクラウディア・イトリアゴ氏は、ショッピングセンタ

ーの活動が徐々に戻っているとの見解を示した。 

 

イトリアゴ氏によると 

「２１年前半、全国のショッピングセンターの空き店舗

率は１５～２０％程度だったが、現在は１２％程度まで

回復した。空き店舗率が５％まで下がった施設もある。」 

と言及。 

 

また売り上げも上昇しており、クリスマス期間には雇用

と労働が更に拡大するだろうと述べた。 

 

「Covid-１９の影響で経済が止まり、失業率が増加した。

２１年１月の時点では失業率は３０％だったと考えて

いる。 

 

 

しかし、徐々に失業率は回復しており現在は Covid-１

９問題が生じる前の水準にある。特に現在はクリスマス

シーズンで労働力が必要な時期だからだ。」とした。 

 

また、イトリアゴ氏の説明によると、現在ベネズエラの

全国５３のショッピングセンターで施設をワクチン接

種会場として貸し出しているという。 

 

社 会                        

「コロンビアでベネズエラ人への殺人が増加」           

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、２０２１年に入りベネ

ズエラとコロンビアの国境の町ノルテ・デ・サンタンデ

ール県で殺人が増えていると報道。 

 

特にベネズエラ移民をターゲットとした殺人が増えて

いると警鐘を鳴らした。 

 

同紙によると、ノルテ・デ・サンタンデール県のククタ

で起きたベネズエラ人の殺人被害件数は２０１８年は

２４件、２０１９年は３３件、２０２０年は４５件、２

０２１年は現時点で３８件（男性３２件、女性６件）だ

という。 

 

単純計算すると８日に１人ベネズエラ人がククタで亡

くなっていることになる。なお、死因の多くは銃殺だと

いう。 

 

ベネズエラ移民の数が増えているので、殺人被害件数が

増えるのは仕方ないことのように思えるが、８日に１人

というのは多いのかもしれない。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f152e67c542ad7473dd804aae6aed5c8.pdf
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２０２１年１１月４日（木曜）              

政 治                       

「野党のミランダ州知事候補争い続く」        

 

１１月２１日に予定されている全国州知事選・市長選で

ミランダ州の野党統一候補の座を巡り引き続き「第一正

義党（PJ）」のカルロス・オカリス氏と「隣人の力（FV）」

のダビッド・ウスカテギ氏が争っている。 

 

両者ともに、このままだと野党票が分散し、与党候補の

エクトル・ロドリゲス現ミランダ州知事が再選するとの

認識で一致している。 

 

ともに野党候補を１人に絞らなければならないと主張

しているが、双方ゆずる意思はないように見える。 

 

１１月４日 FV のウスカテギ候補は「オカリス候補と

協議を行っている。我々の本当の敵はエクトル・ロドリ

ゲス氏であると確信している。」と明言。 

 

野党候補がどちらかに絞られる可能性があることを示

唆した。 

 

他方、オカリス候補のツイッターは攻撃的な印象を受け

る。 

 

オカリス候補は「Noticiero Digital」のインタビュー番

組に出演。オカリス候補も「ウスカテギ候補と協議を行

っている」と説明した。 

 

しかし、 

「（ウスカテギ候補が）マドゥロ政権の絶対権力を強化

してはいけないと理解することを望んでいる。 

ウスカテギ候補はまだ自分がマドゥロ政権側か政権交

代を望む側かを証明するチャンスがある。」 

と述べた。 

 

筆者は主要野党のこの手のレッテル張りに強い違和感

を覚える。野党は「自分と考えが異なる者はマドゥロ政

権の味方」というレッテル張りを続けている。 

 

２０１８年にファルコン AP 党首が大統領選に出馬し

た時にも主要野党はファルコン党首を「マドゥロ政権の

味方」と非難し、有権者に投票しないよう呼び掛けた。 

 

他の思想を排除するやり方で国民の団結を訴えており、

これではまとまる話もまとまらない。 

 

２０１５年以前、野党は様々な考えを持つグループを受

け入れていた。２０１６年に罷免投票が成立しなかった

時も弱腰姿勢を非難する意見はあったが、現実的な方針

を示していた。 

 

しかし、２０１７年にトランプ政権に代わって、圧力政

策に方針が変わり、ベネズエラに経済制裁を科すように

なってから野党はおかしくなった。 

 

今は自分たちの間違いを隠すため、他の意見を抑え込む

必要があり、強権的になってしまったように思える。 

 

「Datanalisis １１月選挙の投票率は３０％」           

 

現地世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社

長は、有権者の投票意欲に関する調査結果を公表した。 

 

調査によると、「投票する意思がある」と回答したのは

６０％。 

 

ただし、過去の投票結果と照らし合わせると「実際に投

票した人」は「投票する意思がある」と回答した人の約

５０％だったという。つまり、２１年１１月の選挙の投

票率は３０％程度になるのではないかとの見解を示し

た。 
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なお、投票については以前よりも野党が不利になってい

ると指摘。外国に移住したベネズエラ人の多くは野党支

持者であり、「移住者の７５％が野党に投票する可能性

があった」と指摘。 

 

野党は以前より不利な環境で投票を行うことになると

の見解を示した。 

 

「アレックス・サアブ氏の手記を書籍化」         

 

１１月４日 マドゥロ大統領はカボベルデから米国に

身柄を引き渡されたアレックス・サアブ氏が執筆したと

される手記を書籍化すると発表した。 

 

この手記はサアブ氏がカボベルデの刑務所に投獄され

ていた際に書かれたものだという。内容については後日

読んで紹介する価値がありそうであれば「ウィークリー

レポート」などで紹介したい。 

 

マドゥロ大統領は、「私とシリア（大統領夫人）は、こ

の本を読んで感動した。彼はベネズエラを救おうとした

だけだ。彼が行ったことは素晴らしい。彼の物事の捉え

方、書き方、言葉は素晴らしい。この本を全てのメディ

アに拡散するべきだ。」と述べた。 

 

 

（写真）Alex Saab 

 

経 済                       

「TOYOTA 社 ベネズエラに新型モデル投入」            

 

トヨタ社はベネズエラに新型モデルの自動車を投入す

ると発表した。 

 

新型モデルはセダンタイプ「COROLLA CROSS」。 

「COROLLA CROSS」は、これまでの車よりも少量の

ガソリンで長い距離を走行できるという。また、安全面

の装備が充実しており、７つのエアバック、後ろを見る

ためのカメラ、２年間・５万キロまでの保証などが付い

ている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “COROLLA CROSS” 

 

「炭化水素法改定で民間が石油産業参入」         

 

与党国会の「石油エネルギー常任委員会」のロドルフォ・

サンス副委員長は、経済妨害対策法と改定された炭化水

素法によって、外国の民間セクターがベネズエラの原油

採掘に参入することが可能になるとの見解を示した。 

 

サンス副委員長は 

「我々はこれまで石油産業を民営化することを考えた

ことは一度もない。ただし、ベネズエラは危機にある。

民営化をすることなく、外国から投資を呼び込むために

法律を改定する必要がある。」 

と言及した。 
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なお、サンス副委員長によると、現在ベネズエラのガソ

リン精製量は日量８万バレル。ディーゼル燃料は日量５

万バレルとなっているという。 

 

「稼働中の国内さとうきび業者４社のみ」         

 

「ベネズエラ全国さとうきび生産者団体（Fesoca）」の

ホセ・リカルド・アルバレス代表は、現在ベネズエラ国

内でさとうきびを生産している業者は４社しかないと

した。 

 

アルバレス代表によると、過去ベネズエラでは１２０万

トンのさとうきびを生産していたが、経済混乱の中２０

２０年には半分まで減少したという。 

 

また、２０２１年のさとうきび生産量は２０２０年より

も３０％ほど増える見通しだが、それでも国内の砂糖需

要の３３％しか賄うことが出来ていないとした。 

 

「COCA-COLA FEMSA 女性起業家を支援」         

 

清涼飲料会社「Coca-Cola FEMSA Venezuela」は、ソー

シャル・レスポンサビリティ事業として女性起業家を支

援するプログラム「Red de Empoderamiento Femenino

（REF）」を実施すると発表した。 

 

このプログラムは女性の小規模起業家を支援するもの。 

同プログラムの支援対象として「１月２３日地区」で

「Bodegon Patria」という会社を起業した Gelirys 

Cordoba 氏が選ばれた。 

 

「Coca-Cola FEMSA Venezuela」は、「Coca-Cola」の飲

料のパッキング、販売を行うメキシコ資本の会社。 

ラテンアメリカ地域ではメキシコ、ブラジル、グアテマ

ラ、コロンビア、アルゼンチン、コスタリカ、ニカラグ

ア、ウルグアイ、ベネズエラで活動を行っている。 

 

特にベネズエラについては「KOF Venezuela」という会

社を通じて運営しているという。 

 

社 会                       

「アビラ山 テレフェリコの稼働が再開」            

 

１１月５日からカラカス・アビラ山の「テレフェリコ（ロ

ープウェー）」が再稼働するという。テレフェリコはカ

ラカスのシンボル的な設備。 

 

アビラ山の峰に建つ「フンボルト・ホテル」には、この

テレフェリコに乗って行くのが一般的だ（「ウィークリ

ーレポート No.204」）。 

 

テレフェリコは、メンテナンスで数カ月間、稼働を停止

していた。ただし、稼働するのは正午１２時～１７時ま

でだという。 

 

 

（写真）La Patilla “テレフェリコ” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cc275aecba05609d99ca1e48a6ba4300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cc275aecba05609d99ca1e48a6ba4300.pdf

