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（写真）El Nacional “FARC 残党幹部 イバン・マルケス氏がベネズエラ国内で死亡” 

 

 

２０２２年７月１日（金曜） 

 

政 治                     

「米政府高官 米国人の解放ならず」 

「与党国会 ハッキング被害を受ける」 

「ロドリゲス国会議長 MONAL 副代表に就任」 

「アルーバ ベネズエラの物流再開について協議」 

経 済                     

「Telefonia 有料放送サービスを停止？」 

「TGI Fridays チャカオ店を閉鎖」 

「ララ州商工会 燃料不足で工場稼働できず」 

社 会                     

「美容整形利用者の９０％は手術のやり直し」 

22 年 7 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「FARC 幹部 イバン・マルケス氏死亡 

～FARC 残党 ベネズエラでの死亡相次ぐ～」 

「コロンビア マドゥロ大統領を招待せず」 

「独立野党 グアイド暫定政権非難」 

経 済                    

「アムアイ製油所 停電で稼働停止」 

「Conviasa カラカス―テヘランの航空券代」 

「Conviasa ７月から中国便の運航を開始」 

社 会                    

「Peaje de Tazon 高速道路 開通日決まらず」 
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２０２２年７月１日（金曜）             

政 治                       

「米政府高官 米国人の解放ならず」          

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.774」にて、バイデン

政権はベネズエラにロジャー・カーステンス氏（バイデ

ン政権の人質問題担当官）らを派遣し、マドゥロ政権高

官と意見交換を行った。 

 

カーステンス担当官らは６月３０日にベネズエラを離

れたという。 

 

米国国務省の報道官は、カーステンス担当官らのベネズ

エラ訪問について「訪問の目的は、不当にベネズエラで

拘束されている米国人の心身の安全を確認し、議論する

ためだった」と説明した。 

 

中でも２０２０年に拘束された米国元海軍兵のマシュ

ー・ヘルツ氏の状況確認で訪問したという。 

 

マシュー氏は拘束されて約２年が経過するが、数日前に

自殺を試みて軍人病院に搬送されていた。 

 

カーステンス担当官らは、軍人病院でマシュー氏の容態

を確認。マドゥロ政権側に米国の治療施設での治療のた

め解放を求めたが、解放には至らなかったという。 

 

なお、報道官は「米国政府はマシュー氏の身体的な状況

は引き続き危険な状況にあると認識している。」と語っ

た。 

 

 

 

 

 

 

「与党国会 ハッキング被害を受ける」         

 

７月１日 与党国会のポータルサイトがハッキング被

害を受けた。 

 

ハッキングを受けた後、国会のウェブサイトはオスカ

ル・ペレス氏の顔写真が掲載され、「我々が自由になる

時が来た。自由はあなた達だけが勝ち取ることが出来

る！」とのスローガンが描かれたページに切り替わった。 

 

なお、オスカル・ペレス氏は元「犯罪科学捜査班

（CICPC）」の捜査官で、２０１７年６月にマドゥロ政

権を離反し、軍のヘリコプターを強奪し、上空から最高

裁に対して手りゅう弾などを投下した人物。 

 

過激な行動のため、主要野党は大きく彼を支持していな

いが、急進野党などはオスカル・ペレス氏を英雄として

称賛している。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27d4950e540998ec21442ce1eb2271be.pdf
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「ロドリゲス国会議長 MONAL 副代表に就任」                  

 

「非同盟運動（MPNA/MONAL）」の議員により構成さ

れる「MPNA 議員ネットワーク」は、ホルヘ・ロドリゲ

ス議長が同団体の副議長に就任すると発表した。 

 

議長はアゼルバイジャンの Sahiba Gafarova 国会議長。 

 

副議長職は３名で、ロドリゲス議長以外にパレスチナの

Ali Faysal 国会議長、パキスタンの Fouzi Salim 国会議

長が就任した。 

 

なお、MPNA とは、第２次世界大戦後の冷戦時代にイ

ンドの提唱で発足した国際組織。西側（米国グループ）

にも東側（ロシアグループ）にも属さない中立国らによ

り構成された国際組織である。 

 

 

（写真）NAM 

 

 

 

 

「アルーバ ベネズエラの物流再開について協議」         

 

アルーバは、ベネズエラと非常に近い場所にあるオラン

ダ領の島。 

 

経済的にも密接なつながりがあったが、ベネズエラの経

済低迷を受けてベネズエラからの不法移民が急増。 

Covid-１９感染拡大防止もあり、両国の物・人の移動は

原則禁止されている。 

 

アルーバの Evelyn Wever-Croes 首相は、ベネズエラ政

府と国境の解放に向けて頻繁に協議を行っていると説

明した。 

 

Croes 首相によると、国境開放は段階的に行うとしてお

り、最初は海運の再開になるという。 

 

なお、アルーバ政府の発表によると、同島に住むベネズ

エラ人は１．７万人。しかし、「米州機構（OAS）」は同

国に住むベネズエラ移民は２．５万人とカウントしてい

る。 

 

経 済                        

「Telefonica 有料放送サービスを停止？」                  

 

７月１日 スペイン系の通信サービス会社「Telefonica」

は、２０２２年末で同社がベネズエラで提供している有

料放送サービス「MovistarTV」を終了すると発表した。 

 

２０２１年４月に Telefonica は有料放送サービスを継

続するために「Hispasat」と契約を更新。 

 

この契約より２０２２年末まではサービスが提供され

るが、それ以降の再更新をしないことを決めたという。 
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ただし、はっきりしないところとして 

「現在よりも効率的で深化したテクノロジーを使用す

る必要がある」 

と補足しており、何か別のテクノロジーを用いた有料放

送サービスを開始する可能性もありそうだ。 

 

「TGI Friday’s チャカオ・アルタミラ店を閉鎖」                  

 

７月１日 米国系レストラン「T.G.I Friday’s」は、カラ

カス・チャカオ市アルタミラ地区にある店舗を閉鎖する

と発表した。なお、この発表当日より店舗を閉鎖すると

いう。 

 

チャカオ市は日本人駐在員が多く集まる地域で、その中

でもアルタミラ地区は生活地域である。 

 

「T.G.I Friday’s」はアルタミラの大通りの交差点にあり、

同レストランを利用した駐在員は多いことだろう。 

 

メディアによると「T.G.I Friday’s」が同地域に店舗を構

えたのは２４年前だったという。 

 

 

（写真）Fridays 

 

 

 

 

「ララ州商工会 燃料不足で工場稼働できず」           

 

「ララ州工業商工会」のムハンマド・フセイン代表は、

同地域の製造業の見通しについて言及した。 

 

フセイン氏によると、現在ララ州では２０００の製造業

が存在しているが、稼働中の企業は２１０～２２０社程

度だという。 

 

工場の稼働率が低い最も大きな理由はディーゼル燃料

の不足。また、原材料の調達が困難であることも製造業

の稼働を妨げているという。 

 

最も影響が大きい業種は、石油化学品でプラスチック製

造業の稼働が低迷しているという。 

 

社 会                        

「美容整形利用者の９０％は手術のやり直し」           

 

美容整形外科医として２０年以上活動している Lino 

Linares 氏は、ベネズエラの美容整形事情について、 

「整形の相談に来る患者の９０％は、過去に自身が行っ

た美容整形手術の問題についての相談。」 

と指摘。 

 

つまり、過去の手術で起きた問題を治すために美容整形

をしていると説明した。 

 

しかし、Linares 氏によると手術を行うごとに肌は痛み、

修復が困難になるという。 

 

手術の失敗を治すため４回、５回と手術を行う人はいる

が、その多くは失敗に終わると指摘した。 
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２０２２年７月２日～３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「FARC 幹部 イバン・マルケス氏死亡         

 ～FARC 残党 ベネズエラでの死亡相次ぐ～」        

 

「コロンビア革命軍（FARC）」残党のリーダーであるル

シアノ・マリン・アランゴ氏（あだ名は、イバン・マル

ケス氏）が、ベネズエラで殺害されたと報じられた。 

 

この報道後、コロンビアのディエゴ・モラノ国防相は、

信頼できる情報筋からイバン・マルケス氏が亡くなった

との情報を得たと発表した。 

 

報道によると、FARC 内部の抗争で衝突が起こり、マル

ケス氏はその際に殺害されたという。 

 

２１年５月には FARC 残党のヘスス・サントリッチ氏

も抗争の末に殺害されており、FARC の主要ゲリラが亡

くなっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.601」）。 

 

また、２２年５月にも FARC 残党のヘンティル・ドゥア

ルテ氏が殺害されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.759」）。 

 

この２年程で主要な FARC 幹部らがベネズエラで相次

いで亡くなっていると言えそうだ。 

 

この騒動が理由か、マドゥロ大統領は軍人昇格式に出席

した際、ドゥケ大統領を非難。 

 

ドゥケ大統領がベネズエラを攻撃しており、ベネズエラ

の憎悪を拡大させようとしていると批判。 

 

テロ攻撃を仕掛けるために日々工作員をベネズエラに

送り込んでいると警鐘を鳴らした。 

 

 

「コロンビア マドゥロ大統領を招待せず」           

 

コロンビアの大統領は８月に交代する。 

 

現在のドゥケ大統領は、ベネズエラの政府について野党

のグアイド暫定大統領と認識しているが、新たに大統領

に就任する予定のグスタボ・ペトロ氏はマドゥロ政権を

ベネズエラ政府と認識する方針を示している。 

 

５月９日 コロンビアのドゥケ大統領は、大統領就任式

の招待国について、「自身が大統領である限り、マドゥ

ロにコロンビアの地を踏ませることはない」と明言。 

 

大統領就任式にもマドゥロ政権関係者を招待しない方

針を示した。 

 

「我が国はベネズエラの危機を思い、これまでに２００

万人のベネズエラ国民を受け入れた。しかし、ニコラス・

マドゥロは明らかに人権侵害の犯罪者であり、コロンビ

アに足を踏み入れることは許さない。 

 

現在、国際刑事裁判所が人道に対する罪の調査を行って

おり、米国政府はタレク・ウィリアム・サアブ（マドゥ

ロ政権の検事総長）や、ディオスダード・カベジョ（与

党 PSUV 副党首）らに麻薬犯として懸賞金をかけてい

る。」 

と非難した。 

 

「独立野党 グアイド暫定政権を非難」         

 

独立野党「隣人の力（FV）」のダビッド・ウスカテギ氏

は、グアイド暫定政権について「認めない」と宣言。 

 

グアイド暫定政権は国民の支持を得ておらず、陳腐な存

在だと指摘した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d44c36de2a3f84395ac25e9a464b7520.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf5e757280e379ad0b53726ce096509e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf5e757280e379ad0b53726ce096509e.pdf
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ウスカテギ氏は、２１年１０月の全国州知事選の際に、

主要野党が推薦したカルロス・オカリス氏を抑えて、ミ

ランダ州知事選の野党統一候補として出馬した人物。 

 

独立野党の中では知名度の高い政治家の１人である。 

 

また、グアイド議長について「今まで一度も会話を交わ

したことがない」と言及。 

 

主要野党は、独立野党を含めて自分たちの存在を脅かす

全てのグループにネガティブキャンペーンを仕掛けて

おり、彼らの指揮では統一はできないと訴えた。 

 

２０２４年の大統領選に向けて野党は予備選を実施し

統一候補を決める予定だが、主要野党（特にグアイド暫

定政権）と独立野党の対立は激しさを増しており、統一

候補決定がますます困難になっている印象だ。 

 

経 済                       

「アムアイ製油所 停電で稼働停止」            

 

７月２日 ファルコン州のアムアイ製油所が停電で稼

働を停止した。 

 

アムアイ製油所はベネズエラで最も大きな製油所で、関

係者によると、現在 供給されているガソリンの８０％

がアムアイ製油所で精製されているという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.774」で紹介した通り、

２番目に大きなカルドン製油所も機械の故障で稼働を

停止しており、１８～２１日ほどメンテナンスのため稼

働が止まると報じられている。 

 

アムアイ製油所は停電が稼働停止の原因のため、比較的

すぐに復旧する可能性はあるが、長引けばガソリン不足

が深刻化する懸念がある。 

 

「Conviasa カラカス―テヘランの航空券代」         

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は、６月中旬か

らイランのテヘラン行きの直行便の運航を始めた。 

 

現地メディアは、同チケットの金額について報道。 

 

価格は時期によって異なるが、例えば 

７月３０日にベネズエラ発、８月１６日にテヘラン発の

チケット価格は２，６６５．６９ドルになるという。 

 

また、ビジネスクラスもあり、ビジネスクラスの場合は

４，７２０．３４ドルになるという。 

 

 

（写真）Conviasa 

 

「Conviasa ７月から中国便の運航を開始」         

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は７月３０日か

ら中国（上海）行きの運航を開始すると発表した。 

 

ただし、直行便ではなく、イラン（テヘラン）経由で中

国（上海）に移動するようだ。 

 

現在 Conviasa は、メキシコ、ロシア、スペイン、パナ

マ、ボリビア、アルゼンチン、チリなど１５カ国の国際

線を運航している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27d4950e540998ec21442ce1eb2271be.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月１日～７月３日報道           No.７７５   ２０２２年７月４日（月曜） 

7 / 7 

 

 

（写真）Conviasa 

 

社 会                       

「Peaje de Tazon 高速道路 開通日決まらず」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.772」にて、アラグア州と

首都カラカスを結ぶ高速道路「Peaje de Tazon」が７月

１日から稼働するとの記事を紹介した。 

 

本件について、道路を作っている「Cobermex」は、７

月１日時点でまだ道路は試験段階で一般利用者が使用

することは出来ないと発表した。 

 

また、道路が使用できる予定日についても現時点では決

まっていないと補足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Cobremex 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d3f0ff7515b44a404594a61eddbbb6a1.pdf

