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（写真）大統領府 “コロンビア・ベネズエラ 司法分野での協力を確認” 

 

 

２０２２年９月７日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア・ベネズエラ 司法協力で合意 

～コロンビア亡命中の野党政治家に危機？～」 

「在コロンビア・ベネズエラ代表大使が着任」 

「元 VP 幹部 VP・主要野党を批判」 

「ペトロ政権 コルドバ議員兄弟の引渡し合意」 

「サアブ氏の妻 与野党協議のメンバー入りか？」 

経 済                     

「Monomeros の経営権は法人監督局が決定？」 

社 会                     

「国際所有権ランキング １２９位で最下位」 

２０２２年９月８日（木曜） 

 

政 治                    

「国連人権高等弁務官事務所 新代表が就任」 

経 済                    

「レプソル エネルギー上流事業を２５％売却 

～ベネズエラについては事業を維持～」 

「ベネズエラ国際原油市場に復帰の可能性？ 

～ロシア 欧州へのエネルギー供給停止～」 

「コロンビア商業相 ベネズエラ訪問」 

社 会                    

「Emtrasur の飛行機返還を求めるアニメを公開」 

「１００ドル札の偽札流通に警鐘」 
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２０２２年９月７日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア・ベネズエラ 司法協力で合意       

  ～コロンビア亡命中の野党政治家に危機？～」       

 

９月７日  在ベネズエラ・コロンビア代表大使の

Armando Benedetti 氏は、自身のツイッターにてベネズ

エラとの司法協力を再開したと投稿した。 

 

発言自体は非常にシンプルで「ベネズエラとコロンビア

の司法協力が始まった（Ya está activada la cooperación 

judicial entre Venezuela y Colombia）」という一文のみ。 

 

そのため、この司法協力がどのようなものか定かではな

く、多くの憶測が飛び交っている。 

 

両国が司法面で抱えている問題はいくつかあるが、主だ

ったところでペトロ政権の関心事は、コロンビアの

Aida Merlano 元議員の身柄引き渡しだろう。 

 

Merlano 氏は、２０１４年～１８年までコロンビア下院

議員を務めていたが、選挙にて金銭を支払い、票を集め

たとして逮捕。有罪判決を受けた。 

 

しかし、２０１９年１０月に刑務所から病院へ搬送され

た際に脱走。そのままベネズエラへ逃亡し、２０２０年

にベネズエラで拘束されている。 

 

２０１９年当時、コロンビアのドゥケ政権（当時）とマ

ドゥロ政権は国交を断絶していたため、Merlano 元議員

の身柄引き渡しは行われることなく、現在もベネズエラ

に留まっている。 

 

司法協力が再開するのであれば、Merlano 元議員の身柄

がコロンビアに移送されることは考えられるだろう。 

 

他方、マドゥロ政権側の主な関心事はドゥケ政権下で大

量にコロンビアに流れた野党政治家の身柄拘束だ。 

 

マドゥロ政権は、米国政府に対して経済制裁を求めた野

党議員を犯罪者・経済テロリストと認識しており、彼ら

を逮捕する姿勢を示している。 

 

そのため、野党政治家らは政治的にマドゥロ政権と敵対

関係にあるコロンビアに移住し、ドゥケ政権の庇護の下

で政治活動を継続していた。 

 

コロンビアで活動する野党政治家は多いが、特にマドゥ

ロ政権が逮捕したいと考えているのは、「第一正義党

（PJ）」のフリオ・ボルヘス元幹事長だろう。 

 

ボルヘス元 PJ 幹事長は２０１７年の野党国会議長。 

当時ボルヘス氏を代表とし、与野党協議が行われ、交渉

は破談。その後、ボルヘス氏は米国に経済制裁を求めた。

つまり、ベネズエラが経済制裁を受ける最初のきっかけ

を作った人物と言える。 

 

加えて、２０１８年に起きたマドゥロ大統領へのドロー

ン襲撃事件にもボルヘス元幹事長が関与していると指

摘しており、マドゥロ政権は、ボルヘス氏を最重要犯罪

者と認識している。 

 

次にマドゥロ政権が目の敵にしているコロンビア在住

政治家は、ルイサ・オルテガ元検事総長。 

 

オルテガ元検事総長は２０１７年までマドゥロ政権側

の検事総長として活動していたが、同年にマドゥロ政権

に反旗を翻した。 

 

彼女が反旗を翻したことをきっかけに激しい抗議行動

が始まり、与野党協議の破断を経て、経済制裁を受ける

流れになった。 
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マドゥロ政権は、「オルテガ検事総長の離反」→「激し

い抗議行動」→「経済制裁」の一連の出来事は米国のト

ランプ政権が仕組んだことだと指摘。 

 

オルテガ元検事総長は、自身が犯した汚職の罪を免れる

ために、トランプ政権に組みした裏切り者と訴えている。 

 

彼らはスペインか米国に亡命することになるだろう。 

 

「在コロンビア・ベネズエラ代表大使が着任」         

 

コロンビアにペトロ政権が発足し、Armando Benedetti

氏が在ベネズエラ・コロンビア代表大使に就任。 

 

着任以降、マドゥロ政権関係者と面談し、いくつかの政

治的な進展が確認されている。 

 

マドゥロ政権も在コロンビア・ベネズエラ大使としてフ

ェリックス・プラセンシア元外相を任命していたが、９

月７日、プラセンシア新大使の着任式が行われた。 

 

プラセンシア新大使はペトロ大統領と面談。直接、信任

状を渡している。 

 

 

（写真）ベネズエラ通信相ツイッター 

“プラセンシア氏 ペトロ大統領へ信任状を手交” 

 

 

「元 VP 幹部 VP・主要野党を批判」                  

 

主要野党の一角でグアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」の創設者の一人、Fabiola Colmenarez 氏は、

YouTube 番組に出演。現在の VP について批判した。 

 

Colmenarez 氏は、VP 幹部を務めたこともあった。しか

し、数年前から家族と共に米国に移住し、政治から離れ、

女優として活動している。 

 

「私は VP のイデオロギーに共感し、VP の一員として

活動していた。選挙を通じて、全国執行幹部にも就任し

たことがある。しかし、VP は変ってしまい、裏切られ、

離婚したような気持になっている。 

 

全国幹部は交代した。今回は幹部を決めるための選挙も

行われなかった。民主主義の基本的な原則も行われなか

った。」と訴えた。 

 

また、主要野党（VP、「行動民主党（AD）」「第一正義党

（PJ）」「新時代党（UNT）」）について、「これら政党が

国内外のベネズエラ人の声を代表したようなそぶりを

している」との見解を示した。 

 

 

（写真）Maduradas 
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「ペトロ政権 コルドバ議員兄弟の引渡し合意」         

 

９月７日 コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、

Piedad Córdoba 上院議員の兄弟の Álvaro Córdoba Ruiz

氏について、麻薬密売を理由に米国へ引き渡すことを承

認した。 

 

コロンビア紙「El Tiempo」によると、２０２２年２月、

Álvaro Córdoba Ruiz 氏は FARC の構成員らとともにコ

ロンビアのメデジンで逮捕された。 

 

警察の発表によると、彼らは麻薬密売に関与していたと

いう。 

 

そして、３月２３日 米国ニューヨーク南部裁判所はコ

ロンビア政府に対して、Álvaro Córdoba Ruiz 氏の米国

への身柄引き渡しを申請していた。 

 

Piedad Córdoba 上院議員は、左派系の重鎮政治家でペ

トロ大統領との関係もあり、どのような判断を下すか注

目が集まっていた。 

 

なお、Álvaro Córdoba Ruiz 氏は、この決定に異議を申

し立てることは可能なので、申し立てがあった場合、引

き渡しはもう少し先になるようだ。 

 

「サアブ氏の妻 与野党協議のメンバー入りか？」                  

 

米国メディア「Bloomberg」は、アレックス・サアブ氏

の妻カミラ・ファブリ・サアブ氏が与野党協議の与党メ

ンバーに加わると報じた。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権高官の資産隠し

に協力した人物として、米国で拘束されている。 

 

 

 

マドゥロ政権は、「サアブ氏はベネズエラ政府の外交官

であり、外交官の不逮捕特権の国際条約に抵触している」

と訴えているが、問題が解決していない。 

 

同時にマドゥロ政権は、与野党協議のメンバーにサアブ

氏を加えるよう求めており、与野党協議再開の条件とし

てサアブ氏の解放を求めていた。 

 

ファブリ氏が協議メンバーに加わるという報道が事実

であれば、サアブ氏が拘束されたままでも協議を行うこ

とにマドゥロ政権が合意したと考えることができる。 

 

 

（写真）Camilla Fabri Saab 氏 Twitter 

 

経 済                        

「Monomeros の経営権は法人監督局が決定？」           

 

これまで「Monomeros」の経営権がグアイド暫定政権か

らマドゥロ政権に代わるとの記事を紹介してきた。 

 

直近では、マドゥロ政権が「Monomeros」の新経営陣に

ついてバランキージャ商工会議所に申請していると報

じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.802」）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eceb79d92c85093598096c7b2bc3150.pdf
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本件について、エネルギーメディア「Petroguia」は、コ

ロンビア法人監督局が「Monomeros」の経営陣について、

どちらが正当な経営陣が決めると報じた。 

 

なお、グアイド暫定政権が任命した Monomeros の代表

は Guillermo Rodríguez Laprea 氏（ただし、汚職容疑が

かけられている）。 

 

他方、マドゥロ政権は Iván Sánchez Hernández 氏を社

長にしているという。 

 

「Petroguia」によると、マドゥロ政権側の申請した社長

が Monomeros の経営権を握る可能性が高いようだが、

法人監督局は米国の制裁がどのようになるかを懸念し

ているという。 

 

社 会                        

「国際所有権ランキング １２９位で最下位」           

 

９月７日 「Property Right Alliance」は、世界の所有権

ランキングを公表した。 

 

調査対象の国は１２９カ国。結果、ベネズエラは１２９

位だった。 

 

ベネズエラの所有権保護がしっかりしているとはお世

辞にも言えず、世界的にも悪い方だとは思うが、１２９

カ国中最下位になるほど悪いかと聞かれると疑問を感

じる。 

 

同調査は「Cedice」というベネズエラの非営利団体が調

査しており、政治的に中立的な組織ではない。若干政治

バイアスがかかっている印象は否めない。 

 

 

 

 

なお、過去の順位は下画像の通り。 

 

２０２１年は１２９カ国中１２８位。 

２０２０年は１２９カ国中１２５位。 

２０１９年は１２９カ国中１２７位だった。 

 

 

（写真）Cedice Libertad 

 

２０２２年９月８日（木曜）              

政 治                       

「国連人権高等弁務官事務所 新代表が就任」        

 

９月８日 国連のアントニオ・グティエレス事務局長は、

人権高等弁務官事務所の代表に Volker Turk が就任した

と発表した。 

 

マドゥロ政権は、人権侵害を理由に人権高等弁務官から

改善命令を受けており、マドゥロ政権と最もコンタクト

が多い国連組織の１つと言える。 
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８月末でバチェレ弁務官が４年の任期満了で代表職を

降りた。Volker Turk 弁務官は２０２６年８月末まで代

表を務めることになる。 

 

 

（写真）国連 

 

経 済                       

「レプソル エネルギー上流事業を２５％売却       

     ～ベネズエラについては事業を維持～」            

 

スペインのエネルギー会社「Repsol」は、クリーンエネ

ルギーの事業拡大を進めており、既存の事業整理を進め

ている。 

 

その中で米国の「EIG」という投資会社と「Repsol」が

持っている２５％の上流事業（採掘など）を売却するこ

とで合意したという。 

 

ただし、南米・アフリカ北部（アルジェリア・リビア）

で行っている事業は維持すると発表。 

 

南米ではブラジル・ペルー・ベネズエラなどの上流事業

は維持するとしており、「Repsol」は今後もベネズエラ

に関与することになりそうだ。 

 

 

 

「Repsol」はクリーンエネルギー事業を拡大する方針を

示しており、２０２０年末には今後５年間にクリーンエ

ネルギー事業に１８１．３億ドルを投資すると発表。 

 

２０５０年にはゼロエミッション企業を目指すとして

いる。 

 

「ベネズエラ国際原油市場に復帰の可能性？       

  ～ロシア 欧州へのエネルギー供給停止～」         

 

「 Gas Energy Latin America 」 の 国 際 ア ナ リ ス ト

Mariana Vargas Carballo 氏は、ベネズエラの原油が国際

市場に復帰する可能性が高まったとの見解を示した。 

 

その理由は、ロシアの対欧州政策。 

 

ロシアは欧州に天然ガスを送る海底パイプラインを再

開未定で停止している。 

 

ロシアとの関係が悪化の一途をたどる中、欧州は代替の

エネルギー調達先を早急に探す必要があり、経済的な利

害を受けて欧州がベネズエラに接近する可能性が高ま

っていると指摘した。 

 

「コロンビア商業相 ベネズエラ訪問」         

 

９月８日 コロンビアの Germán Umaña 商工業・観光

相がベネズエラを訪問。Rander Ramirez 南米・カリブ

海担当外務次官と面談した。 

 

主な協議内容は、国境での商取引の再開。 

 

８月１８日 Umaña 商工業・観光相はベネズエラとの

国境での商取引再開について「短期的に実現するが、そ

の前に制度・保安・外交回復など解決するべき課題がい

くつかある」と述べていた。 
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（写真）Rander Ramirez 南米・カリブ海担当外務次官 

 

社 会                       

「Emtrasur の飛行機返還を求めるアニメを公開」            

 

９月８日 ベネズエラ国営放送局「VTV」は、６月から

アルゼンチンで差し押さえられているベネズエラ国営

航空会社「Emtrasur」の飛行機 Boieng７４７の返還を

求めるアニメを公開した。 

 

このアニメでは、今回の一件について、マドゥロ政権の

視点から見ることができる。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

 

Boeing７４７は、元々イランの「Mahan Air」の飛行機

で、米国政府は同飛行機を制裁対象としていた。 

 

そのため、米国政府はアルゼンチンに対して同飛行機を

引き渡すよう要請しており、アルゼンチン裁判所は米国

の申請を承認。アルゼンチン政府がどうするかの対応待

ちの状態にある。 

もちろん同飛行機を米国へ引き渡せばアルゼンチン政

府とマドゥロ政権との外交問題に発展することだろう。 

 

「１００ドル札の偽札流通に警鐘」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.803」で５０ドル札の

偽札に関する記事を紹介したが、次は１００ドルの偽札

被害が出ていると報じられた。 

 

写真の通り見た目はかなり精巧だが、右下の「１００」

という数字が本物と異なる。また、ホログラムの付いた

中央の縦のラインは、プラスチックで本物と大きく異な

るという。ただし、よく調べない限り偽物か見分けるの

は容易ではないと補足。注意を促している。 

 

 

（写真）@Caraota Digital 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/052571f8691fb64f713bed892c616c07.pdf

