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（写真）野党統一プラットフォーム “統一プラットフォーム ２３年６月末に予備選挙実施か” 

 

 

２０２２年１０月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「亜裁判所 Emtrasur パイロット全員の解放承認 

～テロ構成員疑惑のあるイラン人も解放～」 

「マドゥロ政権 ラジオ局の放送ライセンス停止」 

経 済                     

「米国 PDVSA２０の検討に当たりベネ法は重要 

～PDVSA２０債の担保 CITGO 株は違憲？～」 

「Fedecamaras・Fenalco 協力協定を締結」 

社 会                     

「シモン・ボリバルの死亡確認書を発見」 

「PDVSA 汚職犯 米国に情報提供で罪軽減」 

22 年 10 月 15-16 日（土・日） 

 

政 治                    

「主要野党 ２３年６月末に予備選挙実施か」 

「米高官 アレックス・サアブ氏は外交官？」 

「米国 １８日からベネ人移民枠の受付開始」 

「サアブ検事総長 国連独立調査団の受入拒絶」 

経 済                    

「コロンビア 米国輸出の３割は CITGO 向け 

～Ecopetrol Castilla 原油を販売～」 

「トルコ航空 カラカスにオフィス開設」 

社 会                    

「ベネズエラ学生学力低下 ６７．７％は不合格」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月１４日～１０月１６日報道         No.８２０   ２０２２年１０月１７日（月曜） 

2 / 8 

 

２０２２年１０月１４日（金曜）             

政 治                       

「亜裁判所 Emtrasur パイロット全員の解放承認    

   ～テロ構成員疑惑のあるイラン人も解放～」       

 

１０月１４日 アルゼンチン裁判所は、２２年６月から

ア ル ゼ ン チ ン か ら の 出 国 禁 止 命 令 を 受 け て い る

「Emtrasur」の「Boing７４７」に搭乗していたパイロ

ット５名の国外移動を許可した。 

 

出国許可を受けたのは、Gholamreza Ghasemi 氏、 

Saeid Vali Zadeh 氏、Abdolbaset Mohamamadi 氏、 

Mario Arraga 氏、Víctor Pérez Gómez 氏。 

 

この中で Gholamreza Ghasemi 氏は「イラン革命防衛隊」

のコッズ部隊に所属していたとの疑惑がある人物。 

 

「イラン革命防衛隊」は米国がテロ組織と認定しており、

マドゥロ政権がテロリストの米州移動を支援していた

可能性が指摘されている。 

 

「Boeing７４７」には１９名の乗組員が搭乗していたが、

１４名は９月に出国が許可された。 

 

今回５人の出国が許可されたことで全員解放されるこ

とになる。 

 

出国を許可した Federico Villena 判事は、理由について

「彼らをアルゼンチンにとどめておくメリットがない。」

と説明。 

 

彼らは国外へ出国するが、彼らが無実であると結論付け

たわけではなく、捜査は続けるとしている。 

 

なお、本件の詳細・経緯については「ウィークリーレポ

ート No.259」を参照されたい。 

 

（写真）Maduradas 

“テロ組織構成員の疑惑がある Gholamreza Ghasemi 氏” 

 

「マドゥロ政権 ラジオ局の放送ライセンス停止」         

 

１０月１４日 「全国報道労働者連合（SNTP）」は、マ

ドゥロ政権が２つのラジオの放送ライセンスを停止し

たと訴えた。 

 

放送ライセンスを止められたのは１０５．３FM、９１．

５FM。 

 

この２放送は、カラボボ州のラジオ局「Union Radio」

の放送だった。 

 

他にも１０月上旬にヤラクイ州で３つの放送がライセ

ンス更新を拒否され、放送が停止されたという。 

 

なお、放送ライセンスは「国家通信委員会（Conatel）」

が管理している。 

 

SNTP は、マドゥロ政権が報道の自由を奪っていると非

難した。 
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経 済                        

「米国 PDVSA２０の検討に当たりベネ法は重要    

 ～PDVSA２０債の担保 CITGO 株は違憲？～」           

 

１０月１３日 米国裁判所は、PDVSA２０年満期の社

債（以下 PDVSA２０）について「PDVSA２０について

検討するにあたり、ベネズエラ国内の法律は重要」との

認識を示した。 

 

この認識が何を意味しているかを理解するには PDVSA

２０債について理解しなければならない。 

 

「PDVSA２０」は２０１６年に発行された債券。 

 

この債券は他の債券と異なり、CITGO の株式５０．１％

が担保に設定されている。 

 

仮にデフォルトに陥った場合は、CITGO 株５０．１％

を売却することで投資資金を回収できるという条件に

なっている。 

 

ただし、この社債が発行された２０１６年１０月当時、

ベネズエラの国会は野党が多数を占めていた。 

 

PDVSA は、特に野党多数の国会の承認を得ることなく

CITGO 株５０．１％を担保に社債を発行したが、グア

イド暫定政権は、「ベネズエラ憲法によると“国の運営に

関わる重要な決断は国会の承認を得る”と定められてお

り、CITGO の株式５０．１％を担保に設定することは

国の運営に関わる重要な決断に該当する」と主張。 

 

国会の承認を事前に得ていないため、憲法違反であり、

CITGO 株式５０．１％担保は無効と主張している。 

 

 

 

 

この状況に対して、米国裁判所は「PDVSA２０につい

て検討するにあたり、ベネズエラ国内の法律は重要」と

認識した。 

 

つまり、グアイド暫定政権側の主張を一定程度認めたこ

とになる。 

 

ただし、今回の米国裁判所の認識は 

「PDVSA が CITGO 株式５０．１％を担保に設定する

ことがベネズエラ憲法に照らし合わせて違憲」と判断し

たわけではない。 

 

今回の CITGO 株式５０．１％の担保が違憲かどうかは

今後の議論になることだろう。 

 

「Fedecamaras・Fenalco 協力協定を締結」                  

 

ベネズエラの経済団体「Fedecámaras」とコロンビアの

経済団体「Fenalco」は、両国の取引を促進するための協

力協定に署名した。 

 

促進対象となっている具体的な品目は、プラスチック、

タイヤ、農業機材、化学品、潤滑油、鉄製品、観光など。 

 

これらの品目について両国の取引を促進するために、

「Fedecámaras」と「Fenalco」は共同で、販促キャンペ

ーン、戦略の検討、見本市、その他イベントを開催する

という。 

 

１１月には両団体主催によるビジネスミッションが予

定されており、上記の販促対象分野に関わる企業家が両

国を訪問するという。 
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（写真）Bancaynegocios 

“協力協定に署名する「Fedecámaras」「Fenalco」代表” 

 

社 会                        

「シモン・ボリバルの死亡確認書を発見」           

 

南米解放の立役者の一人、シモン・ボリバル（ベネズエ

ラ人、本名 José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 

Palacios、ホセ・アントニオ・デ・ラ・サンティシマ・

トリニダッド・ボリバル・パラシオス）が亡くなって１

９０年が経過した。 

 

１０月１４日 コロンビアのサンタマルタ市の教会に

てシモン・ボリバルの死亡確認書が発見されたと報じら

れた。 

 

シモン・ボリバルの死亡確認書は、同教会の金庫に保管

されていたという。 

 

（写真）TELESUR 

 

「コロンビアでベネズエラマフィア団を拘束」                  

 

１０月１４日 コロンビア警察は、ベネズエラマフィア

団「Tren de Aragua」の複数のメンバーを逮捕したと発

表した。 

 

警察の発表によると、拘束したのは１９名。 

その中には、コロンビア警察官も含まれており、警察も

マフィアを支援していたという。 

 

Francisco Barbosa 検事総長によると、これらの人物は

拳銃２丁、銃弾数百発、マリファナを大量に所持してい

たことで逮捕されたという。 

 

麻薬密売の他にも商品詐欺・違法アルコール類の販売・

殺人などを犯していた疑いがあると指摘している。 

 

「Tren de Aragua」は、元々ベネズエラ発祥のマフィア

だが、現在はコロンビアに勢力を拡大しており、首都ボ

ゴタでも大きなマフィア団として暗躍している。 

 

Henry Sanabria コロンビア警察長によると、今年だけで

「Tren de Aragua」の構成員による殺人は２２件確認さ

れているという。 

 

（写真）コロンビア検察庁 
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２０２２年１０月１５日～１６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「主要野党 ２３年６月末に予備選挙実施か」        

 

ロイター通信は、主要野党を中心とする「統一プラット

フォーム」が２０２３年６月末に予備選を実施すること

で合意したと報じた。 

 

ベネズエラは２０２４年に大統領選が予定されている。 

野党は票の分散を防ぐため、統一候補を擁立する方針を

示しており、そのために事前に予備選を実施する。 

 

先週、野党関係者がパナマで会合を実施。 

同会合にて、予備選を２３年６月末に実施することで合

意したという。 

 

現時点では正式に発表されていないが、今週中には「統

一プラットフォーム」を通じて正式に発表するという。 

 

なお、２２年１２月末までに予備選に参加する各政党は

１人の推薦候補を擁立することになっている。 

 

主要４党の中で候補者がほぼ決まっているのは 

「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス・スリア

州知事。 

「行動民主党（AD）」のカルロス・プロスペリ氏。 

「大衆意思党（VP）」のファン・グアイド氏。 

 

「第一正義党（PJ）」のみ大筋の方向性も報じられてい

ないが、PJ については、ファン・パブロ・グアニパ氏

（野党国会の第１副議長）、エンリケ・カプリレス氏（元

ミランダ州知事で２０１２年、１３年の野党統一大統領

候補）、カルロス・オカリス氏（元スクレ市長）などが

候補に挙がっている。 

 

 

 

なお、マドゥロ政権は、２０２４年に実施される大統領

選の予定を前倒しすることも示唆している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.817」）。 

 

「米高官 アレックス・サアブ氏は外交官？」         

 

「AP 通信」の Joshua Goodman 記者は、自身のツイッ

ターにて、米国政府高官が行ったとされる電子メールの

やり取りを公開。 

 

その内容は「アレックス・サアブ氏をベネズエラ政府の

外交官と認識するかどうか」について議論する内容だっ

た。 

 

この電子メールはサアブ氏の裁判で提出された資料だ

という。この文章を読む限り、サアブ氏はベネズエラだ

けではなく、コロンビア、ドミニカ国、アンティグア・

バーブーダの外交パスポートを持っていた可能性があ

るという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf
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ただし、ベネズエラ政府の外交パスポートについて、当

時米国の国務長官を務めていたポンペオ元国務長官は

「ベネズエラの政府はグアイド暫定政権であり、違法な

マドゥロ政権が発効した外交パスポートは有効ではな

い」と考えていたという。 

 

アレックス・サアブ氏については、「ウィークリーレポ

ート No.222」を参照されたいが、簡単に説明するとサ

アブ氏はマドゥロ政権高官の蓄財に協力した人物とし

て、米国が拘束している。 

 

サアブ氏は２０２０年６月に、イランへ向かう途中に給

油のために立ち寄ったとされるカボベルデで拘束され

た。 

 

拘束後、マドゥロ政権は、「アレックス・サアブ氏はベ

ネズエラ政府の外交官」と主張。米国政府およびカボベ

ルデがウィーン条約で定められた外交官の不逮捕特権

を違反していると指摘。サアブ氏の身柄の即時解放を求

めており、現在もその方針は変わっていない。 

 

また、サアブ氏がカボベルデから米国に移送されたこと

を受けて、マドゥロ政権は「野党は協議の際にサアブ氏

の身柄を米国に送らないと約束した」と指摘。 

 

「約束を反故にする者と協議は出来ない」として、２０

２０年当時行われていた与野党協議から離脱。それから

２年が経過するが協議は再開していない。 

 

また、マドゥロ大統領は与野党協議再開の条件として

「協議が破談となった原因のサアブ氏の解放が条件」と

主張している。 

 

米国はグアイド暫定政権をベネズエラ政府と認識して

いるのかもしれないが、国連はマドゥロ政権をベネズエ

ラ政府と認識している。 

 

 

加えて、今でもグアイド暫定政権をベネズエラ政府と認

識している国は片手で数えられるくらいだろう。 

 

米国の個人的な認識だけで話を進めるのは国際的な規

律からみて正しくないのではないか。 

 

「米国 １８日からベネ人移民枠の受付開始」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.819」で紹介した通り、

米国政府はベネズエラ人の就労ビザ枠を新たに２．４万

人拡大した。このビザに受かることが出来れば２年間、

米国で就労することが可能となる。 

 

この就労ビザ枠への申請受け付けが１０月１８日から

始まるという。 

 

米国国家安全保障省の Blas Núñez-Neto 氏は、米国メデ

ィア「Voz de America」のインタビュー番組に出演。 

「今週火曜（１８日）の朝より申請プロセスを開始する」

と説明した。 

 

なお、申請の条件は「米国に生活を保障できる人がいる

こと」としている。 

 

また、Blas Núñez-Neto 氏は、昨今ベネズエラ不法移民

の流入が急増しており、今年だけで１８万人以上が確認

されていると言及した。 

 

これらの不法移民の多くはパナマ・メキシコ経由で入国

しており、拘束された者はメキシコに送還するとしてい

る。 

 

この対応についてマドゥロ政権からの反応はほとんど

ないが、野党関係者を中心に「非人道的」と抗議する声

が散見される。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d04782773401989920e7902fac9b812.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d04782773401989920e7902fac9b812.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c2906b04e4e3e7656ab1ac1ac5b3651.pdf
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「サアブ検事総長 国連独立調査団の受入拒絶」         

 

国連総会でマドゥロ政権の非人道的な対応を非難する

決議が採択された（「ベネズエラ・トゥデイ No.812」）。 

 

また、国連人権理事会は、ベネズエラの人権侵害を調査

する独立調査委員会の活動延長を決定した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.817」）。 

 

他、ベネズエラは国連人権理事会のメンバー更新を目指

したが、米州からはチリとコスタリカが選ばれ、ベネズ

エラは人権理事会のメンバーから抜けることとなった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.818」）。 

 

このようにマドゥロ政権は、人権問題で世界中から圧力

を受けている。 

 

本件について、ベネズエラのタレク・ウィリアム・サア

ブ検事総長は、ベネズエラの人権侵害についての世界の

圧力を拒絶。独立調査団の受け入れについても拒絶する

考えを示した。 

 

サアブ検事総長によると、調査団は独立したグループで

はなく、政治的な意思を持ったグループであり、同調査

団が発表した報告書も欧米メディアの記事のコピペの

域を出ないと指摘。ベネズエラの実態を反映したものに

なっていないと訴えた。 

 

経 済                       

「コロンビア 米国輸出の３割は CITGO 向け    

    ～Ecopetrol Castilla 原油を販売～」            

 

エネルギー専門誌「Petroguia」は、コロンビアの米国向

け原油輸出の３割は、PDVSA の米国子会社 CITGO 向

けの輸出と報じた。 

 

 

また、２０２２年のコロンビアの米国向け原油輸出は日

量８６．４万バレルと史上最も多い水準になったとした。 

 

なお、２２年７月のコロンビアの Ecopetrol は Castilla

原油日量２７．１万バレルを CITGO 向けに輸出。この

量は米国向け原油輸出の３１％を占めたという。 

 

CITGO は元々、PDVSA の原油（Merey）を輸入してい

たが２０１９年の制裁および CITGO の運営がグアイ

ド暫定政権に変ったことを受けてコロンビアからの原

油調達を増加させた。 

 

マドゥロ政権が CITGO をコントロールすることにな

ることは、コロンビアの米国向け原油輸出が減少するこ

とも意味している。コロンビアとしてはマドゥロ政権の

CITGO コントロールは歓迎できないのかもしれない。 

 

「トルコ航空 カラカスにオフィス開設」         

 

１０月１４日 Turkish Airlines（トルコ航空）はカラカ

ス支店を開設したと発表した。 

 

カラカス支店の支店長 Arif Tatoglu 氏は、「ベネズエラ

航空監督局（INAC）」の局長と会談。両国の運航便の増

加、カラカスをハブ空港としてカリブ海一帯に移動する

ルートの創設について意見交換をしたという。 

 

（写真）INAC 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a828b9dd1a13a79b4a64c6e6e4797210.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1146de44dc364f6736ca2b1ffc56f42b.pdf
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「ベネズエラ学生学力低下 ６７．７％は不合格」            

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学のハビエル・サラ

ス教育部門長は、ベネズエラ学生の学力調査結果を発表。 

 

６７．７％（つまりおよそ１０人に７人）の学生が不合

格に相当する点数だったと指摘。学力低下について警鐘

を鳴らした。 

 

右上のグラフは「算数（数学）Matematicas」、右下のグ

ラフは「国語（HabilidadVerbal）」のテスト結果。 

 

ベネズエラの義務教育制度は日本とは異なる。 

左から「Primaria」は日本で言う小学校１年～６年生。 

「Primer Ano」は日本で言う中学１年生、 

「Segundo Ano」は中学２年生と続き、 

「Quinto Ano」の高校２年生で卒業（中等教育終了）と

なる。そして、青色が「合格」、赤色が「不合格」。 

 

グラフの通り、この Primaria～Quinto Ano までの学生

を対象とした学力テストの結果、「Global（全学年の平

均）」は数学で６７．７％が不合格。国語で６０．９８％

が不合格との結果だったという。 

 

また、私立と国立によって点数が異なったという。 

算数について 

私立の学生の平均は２０点満点中９．８点。 

国立の学生の平均は２０点満点中７．８７点だった。 

 

国語については 

私立の学生の平均は２０点満点中１０．４８点。 

国立の学生の平均は２０点満点中８．２点だった。 

 

また、学年によって学力に違いがあり「Tercer ano（中

学３年生）」の結果が悪いことも確認できる。 

 

サラス教授は、学力を養う上で最も重要な時期にCovid-

１９を理由に勉強が出来なかったことが影響したと指

摘している。 

 

 

 

（写真） 

 

 

 

以上 


