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（写真）ベネズエラ社会主義統一党（PSUV） “Emtrasur の飛行機、乗組員の解放を求めてデモ行進” 

 

 

２０２２年８月８日（月曜） 

 

政 治                     

「元 SEBIN 長官 フローレス夫人発言を暴露 

～マドゥロ大統領 元 SEBIN 長官を非難～」 

「野党 近日中の与野党協議再開に期待」 

「マドゥロ大統領 Boeing７４７の返還要求」 

経 済                     

「Fedecamaras ８月１８日にペトロ大統領と協議 

～ドゥケ元大統領は米シンクタンクで活動～」 

「Bank of America ベネズエラ GDP１０％増」 

社 会                     

「検察庁 チャカオ市警の職権乱用を非難」 

２０２２年８月９日（火曜） 

 

政 治                    

「国会議長 対話再開には飛行機返還が必要 

～飛行機返還を求めるデモ行進を実施～」 

「国防相 コロンビアに軍事協力再開を要請」 

「クラサオ・ベネズエラ 国交回復は発表待ち」 

「カタールからミッション団訪問」 

経 済                    

「新大統領 現在のところ Monomeros 返還せず 

～Monomeros は事実上倒産している～」 

社 会                    

「Dacao ラム酒会社とチョコレート生産」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月８日～８月９日報道              No.７９１   ２０２２年８月１０日（水曜） 

2 / 7 

 

２０２２年８月８日（月曜）             

政 治                       

「元 SEBIN 長官 フローレス夫人発言を暴露     

 ～マドゥロ大統領 元 SEBIN 長官を非難～」        

 

マドゥロ政権に反旗を翻し、２０１９年に「大衆意思党

（VP）」のレオポルド・ロペス党首を自宅軟禁から解放

したクリストファー・フィゲロア元 SEBIN 長官が、２

０１８年に起きたマドゥロ大統領のドローン襲撃事件

について語った。 

 

（フィゲロア元 SEBIN 長官は、離反後米国に亡命し、

現在は米国政府の庇護の下で生活している。） 

 

フィゲロア元 SEBIN 長官は、ドローン襲撃事件に関与

したとして懲役刑を受けた件について、有罪判決を受け

た人の中には無実の罪の人もいると主張。 

 

シリア・フローレス大統領夫人は、無実の人もそのまま

犯罪者として扱うよう指示したと訴えた。 

 

なお、懲役刑を受けた人物については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.789」を参照されたい。 

 

フィゲロア元 SEBIN 長官は、無実だったとされる人物

について言及。 

 

Pérez Gámez,  

Hernández Da Costa,  

Juan Requesens  

Emirlendris Benítez. 

の４人の名前を挙げた。 

 

 

 

 

なお、Pérez Gámez 氏と Emirlendris Benítez 氏は懲役

３０年、Hernández Da Costa 氏は懲役１６年、Juan 

Requesens 氏は懲役８年の判決を受けている。 

 

フィゲロア元 SEBIN 長官によると、フローレス夫人の

発言について知っているのは、フィゲロア氏自身に加え

て、マドゥロ大統領、パドリーノ・ロペス国防相、大統

領府護衛長だったエルナンデス・ダラ将軍など数名だと

いう。 

 

フィゲロア元長官は、２０１８年当時、彼らに対して一

部の拘束者は今回の事件（ドローン襲撃事件）とは関係

ないと伝えたが、その時にシリア・フローレス大統領夫

人が「運が悪かったわね。そのままにしておいて、状況

を見守りましょう」と発言したという。 

 

マドゥロ大統領は、このフィゲロア元長官の発言につい

て虚偽と主張。 

 

フィゲロア元長官について２０１９年４月に起きたク

ーデターの主犯格の１人であり、正当な政府を崩壊させ

ようとした卑怯な裏切り者と非難。 

 

そして、フィゲロア元長官が米国政府に匿われている件

について、明確なクーデターを起こした犯罪者を擁護し

ており、国際法的、倫理的にあってはならないと訴えた。 

 

「野党 近日中の与野党協議再開に期待」                  

 

野党「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス議

員は、メキシコでの与野党協議が近づいているとの見解

を示した。 

 

「我々は近いうちに協議を再開する。ベネズエラ国民の

生活の質を向上させることを協議の中心に据える。 
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近いうちに対話が再開し、この対話を通じて問題の根底

を解決すると同時に自由で公平な選挙を実現できると

信じている。」と述べた。 

 

また「第一正義党（PJ）」のトマス・グアニパ議員は、 

「誠実で現実可能性の高い協議が実現する可能性が高

まっている。これはノルウェー政府をはじめ同伴国の努

力の賜物である。 

 

ベネズエラ国民のために総意を乗り越えて交渉テーブ

ルに着くことを望んでいる。合意はエゴやジレンマを克

服して国民のために交わされなければならない。」 

と述べた。 

 

「マドゥロ政権 Boeing７４７の返還要求」         

 

アルゼンチンで動けなくなっているベネズエラの国営

貨物航空会社「Emtrasur」について、米国政府はアルゼ

ンチンに対して飛行機「Boeing７４７」の差し押さえを

求めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.788」）。 

 

この動きを受けて、マドゥロ政権はこの２日間アルゼン

チンに対して同飛行機をベネズエラに戻すよう強く働

きかけている。 

 

同飛行機にはベネズエラ人１４名とイラン人５名の計

１９名が搭乗していたが、うち１２名は解放されたとい

う。 

 

８月８日 マドゥロ政権のナンバー２であるディオス

ダード・カベジョ PSUV 副党首は、アルゼンチンのフェ

ルナンデス政権について「誘拐犯」と批判。 

 

フェルナンデス大統領に対して、一刻も早く飛行機とパ

イロット全員をベネズエラに戻すよう求めた。 

 

 

また、カベジョ副党首は問題となっている飛行機につい

て「あの飛行機は武器を一切運んでおらず、誰にとって

の脅威にもならない。むしろ飛行機の給油を拒絶し、乗

組員の生命を危険にさらし、離陸を妨げた。」 

と訴えた。 

 

同日、マドゥロ大統領も国営放送の演説で飛行機の早期

返還を求めた。 

 

「アルゼンチンで誘拐された飛行機と乗組員について、

我々の持っている全ての社会・政治・通信ツールを用い

て戦う。 

 

パイロットたちはアルゼンチンに誘拐されて２カ月が

経過する。彼らはアルゼンチンでもどこの国でも一切の

犯罪をしていないにも関わらず誘拐されている。」 

と訴えた。 

 

また、ホルヘ・ロドリゲス国会議長に対して、 

「あなたは与野党協議の代表だ。野党のことをよく知っ

ている。野党に対して我々のスタンスを伝えなさい。 

 

これ以上米国が犯罪的な迫害行為を続けるのであれば、

我々は戦う。制裁も圧力も帝国主義国も一切恐れない。 

 

犯罪的な迫害と戦い、英国で誘拐された GOLD を取り

戻し、アルゼンチンで誘拐された Boeing７４７を取り

戻す。」と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
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経 済                        

「Fedecamaras １８日にペトロ大統領と協議       

  ～ドゥケ元大統領は米シンクタンクで活動～」           

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカルロス・フェ

ルナンデス代表は、８月１８日にコロンビアのペトロ大

統領を含むコロンビア政府関係者と協議をすると発表

した。 

 

協議の目的は、両国の商取引に関する合意を調整するた

めだという。 

 

また、協議の内容は商取引だけに留まらず、取引の際に

必要になる公的書類を発行するために必要な領事館の

再開についても議論するという。 

 

８月７日 コロンビアにペトロ新政権が発足した。 

 

ペトロ新政権は、マドゥロ政権と段階的に外交関係を正

常化すると述べており、既にマドゥロ政権のカルロス・

ファリア外相とも合意を交わしている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.786」）。 

 

なお、コロンビア大統領を務めたドゥケ元大統領だが、

米国シンクタンク「ウィルソン・センター」の名誉メン

バーに就任するという。 

 

「Bank of America ベネズエラ GDP１０％増」                  

 

「Bank of America」は、ベネズエラ経済について２０２

１年末から回復基調にあり、２０２２年の GDP 成長率

は前年比９～１２％増になるとの見通しを示した。 

 

経済が回復している主な理由は原油価格の高騰。 

 

 

 

ロシアによるウクライナ侵攻によりエネルギー需給が

混乱し、原油が高騰。これをきっかけにマドゥロ政権は

米国政府と石油産業の制裁緩和に向けて協議を行うこ

とが出来るようになったと指摘した。 

 

また、経済回復のもう１つの理由として、政府による経

済コントロールの緩和を挙げた。マドゥロ政権は経済の

ドル化を容認し、為替レートの固定相場制を放棄した。 

最低限の通貨政策を採ることで、インフレは以前と比べ

て落ち着いている。 

 

制裁を受けている国営企業の活動が制限される中、民間

企業の活動を促進するため経済分野のコントロールを

緩和。経済が一定の回復を示したと分析している。 

 

社 会                        

「ボーナス不払いなど理由に公務員が抗議運航」           

 

８月８日 国立大学や小中高の教員・公務員らがマドゥ

ロ政権に対して、未払いの給料やボーナスを支払うよう

求める抗議行動を実施した。 

 

抗議行動はカラカスのフランシスコ・ファハルド高速道

路で行われた。また、問題が解決しなければ８月１１日

に全国へ抗議行動の規模を拡大するという。 

 

 

（写真）Monitoreamos 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/742e22c5ced3f4c9704fabbc2c69937c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/742e22c5ced3f4c9704fabbc2c69937c.pdf
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２０２２年８月９日（火曜）              

政 治                       

「国会議長 対話再開には飛行機返還が必要      

   ～飛行機返還を求めるデモ行進を実施～」        

 

８月９日 与党国会は、全会一致で「米国政府によるア

ルゼンチンでの違法な飛行機と乗組員の誘拐行為を拒

絶する声明」を承認。 

 

米国政府に対して、飛行機と乗組員を即時解放するよう

求めた。 

 

また、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は与野党協議再開の

条件として、アルゼンチンで拘束されている飛行機と乗

組員の解放を求めた。 

 

「我々は対話にも交渉にも一切動かない。 

与野党協議の再開には米国で誘拐されているアレック

ス・サアブ氏の解放が必要なのと同様に、アルゼンチン

で誘拐された飛行機と我々の兄弟（乗組員）の返還が必

要だ。 

 

もし返還しないようであれば、我々は国際組織で戦う意

思がある。」と訴えた。 

 

また、同日 マドゥロ政権は英国にあるベネズエラ中央

銀行の GOLD およびアルゼンチンで拘束されている

「Emtrasur」の飛行機と乗組員の返還を求めるデモ行進

を召集。 

 

カラカスの公園「Plaza Morelos」を起点に国会議事堂ま

で行進を行った。 

 

なお、参加したのは国営航空会社「Conviasa」とその子

会社「Emtrasur」の関係者が大半だったという。 

 

 

 

（写真）デモ行進を行う与党関係者ら 

 

「国防相 コロンビアに軍事協力再開を要請」           

 

８月９日 パドリーノ・ロペス国防相は、「マドゥロ大

統領からコロンビア国防相とすぐに連絡を取り、軍事関

係の改善を行うよう指示を受けた」と発表した。 

 

ベネズエラとコロンビアは２，２１９キロの国境を接し

ているが、ドゥケ前政権とマドゥロ政権の関係は極めて

悪く、２０１９年２月に国交を断絶して以降、外交的な

話し合いは持たれなかった。 

 

ドゥケ前政権は、マドゥロ政権の庇護の下でベネズエラ

側の国境で FARC や ELN のゲリラが活動をしていると

指摘。 

 

一方、マドゥロ政権は、ドゥケ前政権の庇護の下、コロ

ンビア側の国境でベネズエラの離反軍人がクーデター

の準備を進めていると訴えている。 

 

両国の軍事関係が改善することでこれらの問題が前進

する可能性があるのかもしれない。 
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「クラサオ・ベネズエラ 国交回復は発表待ち」         

 

ベネズエラとオランダ領クラサオは、目と鼻の先にある

が、２０１９年に米国トランプ政権とグアイド暫定政権

が行った「人道支援物資搬入イベント」に協力し、ベネ

ズエラに支援物資を送ろうとしたことを受けて、国交は

断絶。 

 

Covid-１９やベネズエラ移民増加などもあり、この数年

間両国の移動は制限されている。 

 

しかし、数カ月前から両国が国交及び移動再開に向けて

協議をしており、近いうちに両国の移動が再開するとの

観測が高まっている。 

 

８月９日 本件について、クラサオ観光局ベネズエラ事

務所の Marco Leal 事務所長は 

「最終的な決定は、在ベネズエラ・オランダ大使館とベ

ネズエラ政府が発表する」として、オランダに最終判断

権があると述べた。 

 

ただし、オランダ政府は２０２１年に両国の移動につい

てゴーサインを出しており、その後ベネズエラ政府と何

度も協議を行ったと説明。 

 

移動再開について、いつ正式に発表されても不思議では

ないとの見解を示した。 

 

なお、同日在ベネズエラ・オランダ大使館はツイッター

にて 

「同日の朝にメディアが報じたカリブ海オランダ領と

ベネズエラの国境が閉鎖されている件について、正式な

決定は一切出されていない。正式な発表は公式ルートに

て行う。」 

と投稿した。 

 

 

「カタールからミッション団訪問予定」         

 

ベネズエラ外務省は、カタールのミッション団を受け入

れると発表した。 

 

外務省の発表によると、同ミッション団の訪問目的は、

石油・ガス分野での投資について検討するためだという。 

他に航空・観光・農業・商業の分野への投資についても

検討すると説明した。 

 

今年６月１４日～１６日にかけて、マドゥロ大統領はカ

タールを訪問。 

 

カタールでは今年１０月にサッカーワールドカップが

開催される予定で、マドゥロ大統領は１０月に直行便を

運航させると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.768」）。 

 

経 済                       

「新大統領 現在のところ Monomeros を返還せず          

    ～Monomeros は事実上倒産している～」            

 

８月９日 コロンビアのグスタボ・ペトロ新大統領は

「現時点でマドゥロ大統領と直接協議をする予定はな

い。」と言及。 

 

他方、「大統領に就任する以前から両国の関係改善に向

けて準備を進めており、接近はあった。」と補足した。 

 

「国交を正常化しない限り、大使を派遣することは出来

ない。現在のところ、Álvaro Leyva 外相がマドゥロ政権

にコンタクトを取り、国境開放手続きを進めている。 

今後２カ月のうちに重要な進展があるだろう。」 

と述べた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72ffe39ef28a5874218a72741b5cc5fe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72ffe39ef28a5874218a72741b5cc5fe.pdf
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また、ペトロ新大統領は、コロンビアにあるベネズエラ

国営化学公社「Pequiven」の子会社「Monomeros」につ

いても言及。 

 

「Monomeros」の問題について、「肥料というコロンビ

アの食料生産にとって大事な製品を製造している会社

で、最優先課題と考えている」と述べた。 

 

一方で、Monomeros について「複雑なテーマだ」と言

及。「制裁システムは現在も有効だ。Monomeros は事実

上、倒産の状況にある。会社は技術的・法的にも注視す

る必要がある。問題の解決は簡単なことではない。」と

述べた。 

 

社 会                       

「Dacao ラム酒会社とチョコレートを生産」            

 

ベネズエラはカカオの産地として有名で、多くのチョコ

レートメーカーが存在する。 

 

そんな中、４カ月ほど前に「Dacao」というブランドの

チョコレートが登場した。 

 

「ツリーto バー（カカオの木を育てるところからチョコ

レートを作るまで一貫して関わるチョコレートの作り

方）」のチョコレートとして人気を博しているという。 

 

 

 

この「Dacao」がベネズエラのラム酒メーカーとして知

名度の高い「Ron Carupano」と共同でチョコレートを

開発。 

 

２０２２年の「Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022」

で入賞した。カカオ含有量は７０％。キャラメルとドラ

イフルーツのような匂いが特徴だという。 

 

 

（写真）El estimulo 

 

以上 


