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２０２１年９月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラの麻薬取り締まり不足を非難」 

経 済                     

「グアイド政権 Monomeros の捜査を支持 

～透明性を確保するために必要～」 

「Monomeros 前社長 辞任の理由を説明」 

「国連ドーハン調査官 制裁の悪影響を指摘」 

「Fedecamaras IMF の資金使用の協議を要請」 

「チャベス政権以降 製造業１００００社減」 

社 会                     

「マドゥロ政権側スパイ CICPC に殺害される？」 

２０２１年９月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「国連 ベネズエラ司法の非中立性を非難 

～適切な司法プロセスを経ない殺人が横行～」 

「ドゥケ大統領 外国の制裁緩和を拒絶」 

経 済                    

「OFAC Crystallex の差し押さえ要請を拒否」 

「米国検察とアルカラ氏 裁判始める前に協議」 

「２１年１～８月 ベネズエラの輸出が倍増」 

「ロシアとの直通便開始 １年で６．５万人目標」 

社 会                    

「ロハス選手 マドゥロ大統領と面談」 

（写真）Bancaynegocios “Monomeros のエルナンデス前社長 インタビューで辞任理由について説明” 
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２０２１年９月１５日（水曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラの麻薬取り締まり不足を非難」       

 

９月１５日 米国政府は、「麻薬取引・栽培が多いブラ

ックリスト国」を更新。 

 

ラテンアメリカ、カリブ海諸国を中心とする２２カ国を

挙げた。 

 

具体的には 

アフガニスタン、バハマ、ベリーズ、ボリビア、ミャン

マー、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エク

アドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジ

ュラス、インド、ジャマイカ、ラオス、メキシコ、ニカ

ラグア、パキスタン、パナマ、ペルー、ベネズエラ 

の名前が挙がっている。 

 

なお、「このブラックリストに入っている国の政府が麻

薬の取り締まりに協力的ではないことを意味しない」 

と補足している。 

 

ただし、ベネズエラとボリビアについては、過去１２カ

月間国際的な麻薬取り締まり活動に協力的ではなかっ

たと指摘。２カ国を名指しで非難した。 

 

同日、ベネズエラ外務省はこの発表を非難する声明を公

表。 

 

米国の批判は、政治の独立性と司法権の平等の侵害であ

り、内政干渉に当たると反論。 

 

むしろ米国が世界の麻薬取引の中枢的な役割を担って

おり、麻薬による資金は米国に集中し、最も経済的な利

益を受けていると指摘した。 

 

また、南米で米国と最も関係の良いコロンビアは最大の

コカイン生産国であると指摘。コロンビアのコカイン生

産が米州全体に悪影響を及ぼしている事実を無視して

いると訴えた。 

 

経 済                        

「グアイド政権 Monomeros の捜査を支持       

      ～透明性を確保するために必要～」           

 

９月６日 コロンビア法人監督局は、ベネズエラ国営石

油化学公社「ペキベン」がコロンビアに持つ子会社

「Monomeros」を監視下に置くと発表（「ベネズエラ・

トゥデイ No.649」）。 

 

マドゥロ政権は、コロンビア政府の対応を強く非難して

いるが、グアイド政権は沈黙を続けていた。 

しかし、９月１４日にグアイド政権が本件に対する姿勢

を正式に表明した。 

 

「コロンビア政府が法人監督局を通じて講じた措置は、

「Monomeros」の将来的な安定を保証するための措置

である。 

 

国家にとって最も重要な資産の１つに対するベネズエ

ラ国民の疑念を晴らし、透明性を維持するため、グアイ

ド暫定政権は外部監査を行う全ての関係者を受け入れ

るよう命じた。」 

とのスタンスを表明。 

 

また、「Monomeros」の経営幹部について 

「我々は役員を再構築する検討に入った。 

カルメン・エリサ・エルナンデス氏は倫理観の高い、偉

大な専門家で、この数年間 会社で重要な役割を担って

きた」と９月１３日に辞任を表明したエルナンデス前社

長を擁護した（「ベネズエラ・トゥデイ No.652」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56c96c26a3a9b9bdbc831399791f0ae6.pdf
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「Monomeros 前社長 辞任の理由を説明」         

 

「ロイター通信」は、９月１３日に「Monomeros」社長

の辞任を表明したカルメン・エリサ・エルナンデス社長

のインタビュー記事を公表。 

 

エルナンデス前社長は辞任の理由について説明した。 

 

エルナンデス前社長によると、メキシコで与野党協議が

始まったことで、「Monomeros」は、マドゥロ政権が同

社のコントロールを回復する可能性が高まり、取引先が

前払いを求めるなど商品の供給に難色を示すようにな

ったという。 

 

また、コロンビアの銀行が融資を行うことに難色を示し

ており、会社の運営に著しい障害が起きたと説明した。 

 

仮にマドゥロ政権が「Monomeros」のコントロールを奪

還した場合、「Monomeros」は再び米国の制裁の対象に

入る恐れがある。 

 

そのため、銀行や取引先が「Monomeros」との取引に消

極的になっているということだろう。 

 

十分にあり得る話でこの指摘は事実だろう。 

 

このような状況下で「Monomeros」の運営が悪化してお

り、コロンビア法人監督局がマドゥロ政権のコントロー

ル回復を妨げ、取引先や銀行の懸念を緩和するため、行

政管理下に置いたという。 

 

なお、コロンビア法人監督局が「Monomeros」を行政管

理下に置くとの決定を発表した後、「Monomeros」経営

陣は、この決定に異議を唱え、法的措置を取ると発表し

た。 

 

 

エルナンデス前社長は、この経営陣のスタンスに同意で

きず辞任を発表したという。 

 

つまり、エルナンデス前社長はコロンビア政府の介入措

置を歓迎しているが、他の経営陣の中に介入に否定的な

グループが存在するということになる。 

 

なお、「Monomeros」の取引先、銀行が懸念しているの

はマドゥロ政権が企業のコントロールを取ることと言

うより、米国の制裁で資金が回収できなくなることだ。 

 

そもそも米国の制裁がなければ、このような問題は起き

ず、問題はマドゥロ政権なのか、米国の制裁なのかはよ

く考える必要があるだろう。 

 

「国連ドーハン調査官 制裁の悪影響を指摘」                  

 

９月１５日 第４８回国連人権理事会で、アレナ・ドー

ハン特別調査官は、一方的な経済制裁がベネズエラ国民

の生活にネガティブな影響を与えていると報告した。 

 

ドーハン調査官は、石油産業・鉱物産業など一部の経済

セクターに対して、一方的に科された制裁がベネズエラ

に悪影響を与えていると指摘。 

 

制裁前から存在していたベネズエラの経済問題を悪化

させたとの報告をした。 

 

また、制裁により Covid-１９のワクチン購入が妨げら

れたと指摘。電力、水道、医療、通信など公共インフラ

を維持するための取引も妨げられていると訴えた。 

 

現在のベネズエラ公務員の給料は、一カ月の食費の２％

程度であり、政府の社会開発プロジェクトの支援に依存

するようになり、移民を増加させていると説明した。 
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ドーハン調査官は、２１年２月１日～１２日にかけてベ

ネズエラを訪問。マドゥロ政権、グアイド政権関係者や

企業団体などと協議を行った。 

 

当時もミッション最終日に記者会見を実施。 

米国の一方的な制裁が国民生活に悪影響を与えている

との見解を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.561」）。 

 

なお、ドーハン調査員はベラルーシ出身の調査員で、欧

州最後の独裁者と言われるアレクサンドル・ルカシェン

コ大統領の差し金との指摘も散見される。 

 

「Fedecamaras IMF の資金使用の協議を要請」         

 

現地メディア「Tal Cual」は、９月３日に行われた与野

党協議について、「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」

が「国際通貨基金（IMF）」の融資枠を使用する手段を検

討してほしいとの要請状を提出していたと報じた。 

 

「Fedecamaras」が提出した要請状のあて先は、与野党

協議の仲裁を務めているノルウェー政府の仲介者 Dag 

Nylander 氏宛て。 

 

要請状には、与野党協議を通じて早期にベネズエラの紛

争が解決することを期待していると記載されている。 

 

また、ベネズエラの経済・政治・社会・衛生問題は同国

の歴史上最も危機的な状況にあり、ベネズエラ国民の人

権を侵害していると指摘。 

 

国内経済を立て直すために国際的な融資が必要と訴え、

IMF がベネズエラに割り当てた５０億ドルの「特別引

き出し権（SDR）」を使用する手段を検討するよう求め

たという。 

 

 

「チャベス政権以降 製造業１００００社減」         

 

「ベネズエラ製造業連合（Conindustria）」のファン・パ

ブロ・オラルキアガ元代表は、現在のベネズエラの製造

業の状況について説明した。 

 

チャベス政権が発足した１９９９年当時、ベネズエラに

は１２，７００社の製造業が存在したが、現在は２，０

００社程度まで減少したと指摘。 

 

つまり、この２２年間で１０，０００社の製造業が消滅

したと説明した。 

 

具体的に大きな影響を受けた業種として、自動車組み立

て産業を挙げた。自動車産業は「塗料」「座席シート」

「鉄」など裾野産業が広く、自動車産業が停滞したこと

で同国の製造業は著しい打撃を受けたと指摘した。 

 

これらの問題は、故チャベス政権、マドゥロ政権下で行

われた「接収」「価格統制」に責任があると訴えた。 

 

社 会                        

「マドゥロ政権側スパイ CICPC に殺害される？」           

 

現地メディア「La Patilla」は、マドゥロ政権が雇ってい

たスパイが、ミランダ州チャラジャベで死亡したと報じ

た。 

 

「La Patilla」によると、この死亡したスパイとされる人

物は、アレハンドロ・オリバレス・ゴンサレス氏（３１

歳）。 

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」から迫害を受けて死亡し

た可能性があるという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bdd85bfb5e22314bdd29aa34cff4bd92.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bdd85bfb5e22314bdd29aa34cff4bd92.pdf
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CICPC が、車で彼を追跡していた際にオリバレス氏の

車が道路枠に乗り上げ、横転、死亡したという。 

 

元々、オリバレス氏は、スリア州「特別機動部隊（FAES）」

に所属していたが、２０１２年に誘拐ほう助を理由に指

名手配されていた。 

 

しかし、オリバレス氏はコロンビアに移動し、その後は

マドゥロ政権側のスパイとして活動していたと報じら

れている。 

 

２０２１年９月１６日（木曜）              

政 治                       

「国連 ベネズエラ司法の非中立性を非難          

 ～適切な司法プロセスを経ない殺人が横行～」        

 

９月１６日 ２０１９年に国連の「人権理事会」が発足

した「国際独立ミッション」のマルタ・バリーニャス代

表は、ベネズエラの司法システムが著しい人権侵害に加

担していると非難した。 

 

「ベネズエラで起きている深刻な人権侵害について、司

法システムは独立性を欠いており、深刻な問題があると

認識している。 

 

我々の最新の調査によると、政治的な意図を持った迫害

が行われていると信じるに足る事象が起きており、裁判

官・検察はこれらの迫害に加担している。」 

との見解を示した。 

 

マルタ代表によると、元裁判官、元検察官、弁護士など

１７７人にインタビューを実施。他、過去ベネズエラの

司法当局が公表した決定などを分析したという。 

 

これらの調査の結果、２０１４年～２１年現在までに政

治的な理由で１８３件の逮捕があったとした。 

 

また、警察・軍などが行った５３件の適切なプロセスを

経ない殺害を捜査。同時に「正当防衛」との理由で警察・

軍が行った５，０９４件の殺人について、中には正当防

衛と認識できないものがあったとの見解を示した。 

 

９月２４日～２７日にかけて３回目の与野党協議が予

定されている。この協議では「司法制度」がテーマに上

がっており、今回の発表は協議を意識したものと思われ

る。 

 

野党「第一正義党（PJ）」のミゲル・ピサロ氏は、国連

の報告を取り上げ、マドゥロ政権は拷問により証言を引

き出したり、拘束後に逮捕令状を出すなど人権侵害が常

態化していると訴えた。 

 

「ドゥケ大統領 外国の制裁緩和を拒絶」           

 

メキシコでの与野党協議が始まって以降、コロンビア政

府は協議の進展に強い難色を示している。 

 

９月１５日、１６日とドゥケ大統領は、マドゥロ政権へ

の制裁を維持する必要性を主張した。 

 

ドゥケ大統領は、「国際社会はベネズエラの独裁政権に

圧力をかけ続ける必要がある」と改めて主張した。 

 

また、与野党協議について 

「私は民主的な対話で行われる外交的な圧力について

ポジティブにとらえている。 

 

では、私の懸念は何か？ 

私はこの協議の目的は透明で信頼できる選挙の実施で

なければいけないと考えている。もし、マドゥロ政権が

存続するのであればラテンアメリカの悲劇は深刻化す

る。 
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独裁政権を強固にするあらゆる合意は、大陸全体に悪影

響を与え、移民と悲惨な人々を増やす。 

 

暫定政権と独裁者が行う対話はベネズエラ国民の社会

正義のための対話でなければいけない。つまり、独裁政

権を自由で透明な大統領選を通じて終わらせることだ。」 

と訴えた。 

 

「米国検察とアルカラ氏 裁判始める前に協議」           

 

２０２０年５月に武力でマドゥロ政権の倒壊を計画し

た「Gedeon Operation」の首謀者とされるクリベル・ア

ルカラ氏は、現在麻薬取締犯として米国で拘束されてい

る（アルカラ氏拘束の背景については「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.424」「No.425」、「ウィークリーレポート

No.149」参照）。 

 

現地メディア「Maduradas」は、このアルカラ氏がマド

ゥロ大統領やカベジョ PSUV 副党首が麻薬取引に関与

しているとの捜査に協力することを条件に減刑を受け

るよう求めていると報じた。なお、アルカラ氏は麻薬取

引に関与したとの嫌疑について無実を主張している。 

 

本件について、４月１２日 Kyle Wirshba 検事総長は、

Alvin Hellerstein 判事に対して「アルカラ氏と検察は、

裁判を開始する前に合意ができることがあるか事前に

協議している」と説明している。 

 

つまり、検察が裁判所にアルカラ氏を訴える前に、どの

ような協力ができるのかを交渉していることを意味し

ており、拘束から１年が経過したが裁判が始まっていな

いことを意味している。 

 

また、専門家によると、「検察がアルカラ氏に対して、

自身の罪を認めるよう求めている」ことを意味している

という。 

 

経 済                       

「OFAC Crystallex の差し押さえ要請を拒否」            

 

９月１６日 「ロイター通信」は、米国の「外国資産管

理局（OFAC）」が、カナダの金開発会社「Crystallex」

宛てに通知した内容を報道。 

その内容は、少なくとも２０２２年までは「Crystallex」

による「PDV Holdings」の差し押さえ訴訟は認めない

との内容だった。 

 

「Crystallex」は、故チャベス政権に接収されたベネズエ

ラ金鉱山の賠償として１４億ドルを受け取る権利を得

ている。 

 

「Crystallex」は、この賠償金を「CITGO」の持ち株会

社である「PDV Holdings」の株式を売却することで回

収しようとしており、数年前から裁判が続いている。 

 

裁判は順調に進み、あと一歩のところまできたが、２０

１９年にグアイド政権が発足し、米国政府がグアイド政

権をベネズエラの暫定政権と認めてから風向きが一転。 

 

米国政府は「CITGO」を保護するようになった。 

米国裁判所は「Crystallex」が「PDV Holgins」の資産を

もって賠償金を回収すること自体は承認しているが、差

し押さえを実行するためには事前に OFAC の許可が必

要との要件を設けていた。 

 

この要件を満たすため「Crystallex」は「OFAC」に対し

て承認を求めたと思われる。 

 

「OFAC」が「Crystallex」に宛てて送った回答文による

と、「PDV Holgins」の株式売却は米国の外交政策の利

益にならないとしており、２０２２年前期に改めて要請

を再検討すると書かれていたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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「２１年１～８月 ベネズエラの輸出が倍増」         

 

ベネズエラ港湾公社「Bolipuerto」の Irwin Ascanio 社長

によると、２０２１年１月～８月の８カ月間でベネズエ

ラの国産品・一次産品の輸出が前年同期と比べて２倍に

増えたという。 

 

Ascanio 社長によると、８カ月間で「Bolipuerto」が扱っ

た輸出入商品の重量は合計で２２３万２，７５１トン。 

輸入品は１１５万５，４７７トン、輸出品は１０７万７，

２７４トンだったという。 

 

具体的な品目について、輸入品は「食料品」「タイヤ」

「衣類」「機械の部品」などを挙げた。 

 

また、輸出品について「鉄」「豆類」「木材」「エビ」「牛

皮」「カカオ豆」「ラム酒」などを挙げた。 

 

 

（写真）Irwin Ascanio「Bolipuerto」社長ツイッター 

 

「ロシアとの直通便開始 １年で６．５万人目標」         

 

９月１６日 モスクワ―ポルラマル間の運行が始まっ

た。ポルラマルは、ヌエバエスパルタ州のリゾート地。 

 

同路線を運航するのは「IKAR」というロシアの航空会

社。同日は４３９人のロシア人観光客がポルラマルに到

着したという。 

 

なお、アリ・パドロン観光相によると、航空業界の関係

者は全員ワクチン接種済みだという。 

 

ロシアとベネズエラは観光促進で協力協定を締結して

おり、１年間で６．５万人の観光客をロシアから受け入

れることになっている。 

 

 

（写真）ベネズエラ国家民間航空局（INAC） 
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社 会                       

「ロハス選手 マドゥロ大統領と面談」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.652」で、東京オリン

ピック女子三段跳びで世界記録を更新し、金メダルを獲

得したユリマル・ロハス選手がベネズエラに帰国したと

の記事を紹介した。 

 

帰国が遅れた理由は、マドゥロ大統領との面談を避ける

ためと想像していたが、実際は違ったのかもしれない。 

 

９月１６日 ロハス選手は、大統領府にてマドゥロ大統

領と面談した。面談中はマドゥロ大統領とダンスするよ

うな動きを見せるなど和やかな雰囲気で、映像を見る限

り政治的な距離感は感じなかった。 

 

２０２４年にパリで予定されているオリンピックでも

金メダルを獲得すると意欲を示した。 

 

なお、ロハス選手は、次のオリンピックでは三段跳びだ

けではなく、幅跳びの種目にも出場したいようで、幅跳

びの試合でも実績を上げると述べている。 

 

 

（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 ロハス選手と面談” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56c96c26a3a9b9bdbc831399791f0ae6.pdf

