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（写真）与党国会 “マドゥロ政権 大衆意思党と麻薬密売人との関与を訴え” 

 

 

２０２２年３月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「ロドリゲス議長 大衆意思党との協議を拒絶 

～組織ぐるみの麻薬密売関与を指摘～」 

「野党関係者 麻薬密売との関与を否定」 

「国連 人権侵害に対する政府高官の関与を調査」 

経 済                     

「公務員の給料表 月額３０ドル～９０ドル」 

「制裁緩和されれば政府コントロールは減る」 

社 会                     

「ベネズエラ幸福度指数 １４６カ国中１０８位」 

「アルバン市議拷問死させた職員 釈放される」 

22 年 3 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「ノルウェー政府 与野党協議仲裁意思を表明 

～露はマドゥロ政権の同伴国になれるか～」 

「コロンビア大統領選 左派候補がリード？」 

経 済                    

「Sambil １４年経てオーナーに所有権が戻る」 

「ベネズエラ 築古戸建の不動産投資が好調」 

社 会                    

「Insight Crime 収容所看守の人権侵害を告発」 

「２０１９年から全国で４４．２万回の停電」 

「オカリス氏運転手 金銭問題に巻き込まれ死亡」 
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２０２２年３月１８日（金曜）             

政 治                       

「ロドリゲス議長 大衆意思党との協議を拒絶     

    ～組織ぐるみの麻薬密売関与を指摘～」       

 

３月１８日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス国会議長は

記者会見を実施。グアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」との協議は行わないと宣言した。 

 

同発表は、コロンビアのカルタヘナでイタリア系ベネズ

エラ人 Biagio Garofalo という人物が麻薬密売容疑で拘

束されたことが原因。 

 

ロドリゲス国会議長によると、Garofalo 氏は VP のアン

ソアテギ州 Anaco 地区の VP 統括であり、VP の資金供

給者だったという。その証拠として、Garofalo 氏を VP

の Anaco 支部代表とする旨が記載されたグアイド議長

の署名入りの書類を公開した。 

 

 

（写真）国営報道局 

 

また、ロドリゲス議長は、Garofalo 氏の自宅とされる場

所で、グアイド議長、マルコ・アウレリオ・キニョネス

元議員（VP 所属）、カルロス・パパローニ元議員（第一

正義党（PJ）所属）、バレット・シラ前アンソアテギ州

知事（行動民主党（AD）所属）らがパーティーを行っ

ていた動画を公開。 

 

この動画は２０１９年に撮影されたもののようで、「経

済制裁を科し、国民を苦しめている最中、麻薬犯罪者た

ちはパーティーに興じていた」と VP を非難した。 

 

更にロドリゲス議長は、キニョネス元議員とフランコ・

カセジャ元議員（VP 所属）の両名が Garofalo 氏の麻薬

密売に深く関与していると指摘。両名と麻薬密売人の

Whatsupp でのやり取りを公開。 

やり取りの内容は、麻薬密売人が両名に写真を送り付け、

VP と麻薬密売組織との関係を告発すると脅したとされ、

その対応について協議しているもの。 

 

その後、両名はグアイド議長にメッセージを送り、対応

について相談をしたと告発した。 

 

 

（写真）国営報道局 

 

これらの証拠を理由に、VP は組織的に犯罪行為に加担

しており、犯罪者と協議を行うことはないと主張した。 

 

なお、ロドリゲス議長の話の流れからすると VP が協議

に参加することを拒否しているようで、他の主要野党

（PJ、AD、UNT）との協議は十分に考えられそうだ。 

 

ちなみに、筆者の理解ではロドリゲス議長が記者会見で

公表した内容は深刻な告発であり、一蹴できるようなも

のではない。 
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しかし、現地メディアでの同告発の扱いは小さい。 

ロドリゲス議長が公表した証拠や Whatapp のやり取り

などを公開する記事はほとんどなく、「ロドリゲス議長

のおとぎ話」というタイトルで冗談として報じるメディ

アが多い。 

 

マドゥロ政権が麻薬密売に関与していることは事実だ

と思うが、同様にグアイド政権（主要野党）が麻薬密売

に関与している可能性もかなり高いと思われる。 

 

「野党関係者 麻薬密売との関与を否定」         

 

ロドリゲス議長の告発の中で、Garofalo 氏と特に強い関

係があると指摘されているキニョネス元議員は、ツイッ

ターで、 

 

「アンソアテギ州の有権者らに通知する。昨日、コロン

ビアで Biagio Carofalo 氏が逮捕されたとの情報が入っ

た。我々は適切な捜査が行われたうえで、本件の真相を

明らかにし、正義の判決が下されることを望む。」 

と投稿。 

 

また、Garofalo 氏が VP に所属していたのは２０１９年

までで、VP は Garofalo 氏が麻薬密売に関与していたで

あろうことは知らなかったと釈明している。 

 

一方、２０１９年に Garofalo 氏の自宅とされるマンシ

ョンで行われたパーティーに参加していた PJ のカルロ

ス・パパローニ氏も関与を否定。 

 

アンソアテギ州に最後に行ったのは２０１６年で、

Anaco には行ったこともないと主張した。 

 

 

 

 

 

「国連 人権侵害に対する政府高官の関与を調査」                  

 

国連人権理事会の独立人権調査団の代表を務める

Marta Valinas 氏は、ベネズエラ政府高官による人権侵

害の関与について捜査を行うと発表した。 

 

Valinas 代表によると、ベネズエラについて、様々な国

から人権侵害の訴えを受けており、いくつかの事象は限

度を超えていると指摘。 

 

従って、政府高官の関与の可能性を含めてベネズエラで

の人権侵害について調査を実施するという。 

 

同調査は９月に行われる国連人権理事会で発表される

ようだ。 

 

経 済                        

「公務員の給料表 月額３０ドル～９０ドル」           

 

３月１５日から最低賃金が月額 BsD.１３０（ドル建て

で約３０ドル）に改定された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.729」）。 

これを受けて、公務員の給料表が以下の通り変更された。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb071786cc2d54a96b81e301c2a01bab.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb071786cc2d54a96b81e301c2a01bab.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年３月１８日～３月２０日報道            No.７３０   ２０２２年３月２１日（月曜） 

4 / 7 

 

公務員の給料は、仕事内容・学歴と職責に応じて前ペー

ジの表のように給料が決まっており、最も低い給料で月

額 BsD.１３０（ドルに換算すると約３０ドル）。最も高

い給料（大卒の専門職）で月額 BsD.３９５．２１（同

約９０ドル）になる。 

 

「制裁緩和されれば政府コントロールは減る」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

バイデン政権とマドゥロ政権の与野党協議について見

解を表明した。 

 

レオン社長によると、両政府の交渉には３つの目的があ

るという。 

 

１つ目は、原油市場の扱い、 

２つ目は、民間による原油増産を如何に達成するか、 

３つ目は、世界で最も原油埋蔵量が多いベネズエラの原

油を如何に西側諸国が確保するか、だという。 

 

レオン社長は、制裁緩和をすることは民間セクターの採

掘を増やすことであり（増産）、マドゥロ政権の石油産

業の介入が弱くなることを意味すると指摘。 

 

制裁緩和がベネズエラ経済にプラスの影響を与えると

し、両政府の交渉を歓迎した。 

 

また、両政府が制裁緩和を拒否する過激派グループの声

に惑わされないことを望むと指摘。 

 

過激派の利害はベネズエラ全体の利害ではなく、自身と

周りの人の利益にあると主張した。 

 

また、米国政府は今後も水面下の非公式な形でマドゥロ

政権との協議を続けることになるだろうとの見通しを

示した。 

 

社 会                        

「ベネズエラ幸福度指数 １４６カ国中１０８位」           

 

３月１８日 国連が世界幸福度報告を発表した。 

 

国連は「平均寿命」「人生の選択の自由度」「寛容さ」「社

会面での腐敗」などの要素で各国の幸福度をランキング

化している。 

 

同調査によると、ベネズエラは１４６カ国中１０８位。 

同報告書では、ベネズエラについて「世界的に特に幸福

度が大きく下がった国の１つ」としている。 

 

なお、ラテンアメリカ地域で最も順位が高かったのはコ

スタリカで２３位、次いでウルグアイが３０位、ブラジ

ルが３９位と続く。 

 

最も幸福度が高い国（１位）に選ばれたのはフィンラン

ドで５年連続の１位となった。１～１０位までの国は以

下の通り。 

 

1 位 フィンランド 

2 位 デンマーク 

3 位 アイスランド 

4 位 スイス 

5 位 オランダ 

6 位 ルクセンブルク 

7 位 スウェーデン 

8 位 ノルウェー 

9 位 イスラエル 

10 位 ニュージーランド 

 

なお、日本は５４位となっている。 
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「アルバン市議拷問死させた職員 釈放される」         

 

２０１８年 「第一正義党（PJ）」に所属していたリベ

ルタドール市議のフェルナンド・アルバン氏が、SEBIN

に拘束され、拘束中に死亡した。 

 

当初、検察庁は「アルバン市議が SEBIN 職員の監視の

隙をついて１０階の窓から飛び降り自殺をした」と説明

していたが、２１年５月に当時の発表を撤回。アルバン

市議は、拷問により死亡したと発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.594」）。 

 

これを受けて、関与した元職員に対して２１年１２月に

懲役５年１０カ月が求刑されたと報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.692」）。 

 

しかし、３月１８日 グアイド議長は、「拷問に関与し

有罪判決を受けた SEBIN 元職員２名が罪を軽減され釈

放された」と投稿。 

 

国連人権委員会に対して適切な調査を求めた。 

彼らの罪が軽減した理由は何なのか、そもそも具グアイ

ド議長の訴え自体が事実かどうかも含めて、現在のとこ

ろよく分かっていない。 

 

２０２２年３月１９日～２０日（土曜～日曜）              

政 治                       

「ノルウェー政府 与野党協議仲裁意思を表明     

 ～ロシアはマドゥロ政権の同伴国になれるか～」        

 

３月５日にバイデン政権の政府関係者らがマドゥロ大

統領らと会談して以降、与野党協議の機運が高まってい

る。 

 

 

 

３月２０日 ２０２１年の与野党協議で仲裁役を務め

ていたノルウェーの Jonas Gahr Store 首相は、ベネズエ

ラ与野党の協議を仲裁する意思があると表明した。 

 

Store 首相は 

「ベネズエラでの対話は様々な要因によって停止した。

これは起きてしまったことだ。我々は対話を再開するチ

ャンスを得た。私からのメッセージは、ノルウェーとし

てこの対話の仲裁者になる用意があるということだ。」 

と説明した。 

 

また「詳しい話の言及は避けるが、ベネズエラ国民は内

部紛争を理由に極めて苦しんでいると理解している。 

 

ベネズエラ国民は偉大で、大きな潜在性を秘めており、

ラテンアメリカ地域の安定にとって極めて重要な国だ。 

 

我々の目的は利害関係者の共通の利益を見つけ出し、ベ

ネズエラ国民に裨益するような紛争解決に向けて前進

することだ。」と述べた。 

 

個人的には、与野党協議は近いうちに再開すると考えて

いるが、懸念材料がある。 

 

それはロシアの処遇だ。 

 

２０２１年に行われた与野党協議では、与党側、野党側

が夫々に外国の同伴者を付けていた。マドゥロ政権側は

ロシアがその同伴国だった。 

 

しかし、ウクライナ侵攻を受けて欧米政府がロシアの同

席する協議に参加するか懸念がある。あるいはベネズエ

ラの仲裁の水面下で欧米がロシアと協議する可能性も

あるのかもしれない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a58ac6e7e423672a00f923ed3a7a7e91.pdf
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「コロンビア大統領選 左派候補がリード？」           

 

５月２９日にコロンビアで大統領選が行われる。 

 

コロンビアはベネズエラの隣国であり、政治・経済的に

非常に強い結びつきがある。米国に次いでベネズエラに

影響を与える国と言っても過言ではないだろう。 

 

現在のドゥケ政権はマドゥロ政権と犬猿の仲で、グアイ

ド暫定政権にコロンビアにあるベネズエラ国営企業

「Monomeros」のコントロールを与えている。 

しかし、新たな大統領が誰になるかによっては、コロン

ビアの対ベネズエラ方針が大きく転換する。 

 

コロンビアの世論調査団体「Centro Nacional de 

Consultoría」が３月１８～１９日にかけて全国４５市の

２，１４３名の有権者に調査を行ったところ、左派政党

「Pacto Historico」から出馬を予定しているグスタボ・

ペトロ候補の支持が３２％と最も高いとの結果が出た。 

 

次いで右派政党「Movimiento Creemos」のフェデリコ・

グティエレス候補が２３％となっている。 

 

この世論調査では、ペトロ候補が１位となっているが、

ベネズエラの記事を読む限り、ペトロ氏が当選する可能

性はそこまで高くないように見える。 

 

現在、右派政党がバラバラに候補を擁立しているため、

結果的にペトロ氏の支持が高くなっており、右派政党が

適切な統一候補を擁立した場合、ペトロ候補が当選する

可能性は下がるという。 

 

また、仮に５月２９日の大統領選で右派政党がバラバラ

で候補を擁立したとしても同日の選挙では当選者が決

まらず、得票率１位と２位候補の間で決選投票が行われ

るとの見方が強い。 

 

決選投票にもつれ込むと、敗北した候補がどちらの候補

を支持するかを表明し、たいていの場合は右派系の候補

の支持が増えるのでペトロ候補の当選は難しいとの認

識が多いようだ。 

 

経 済                       

「Sambil １４年経てオーナーに所有権が戻る」            

 

カラカス・カンデラリア地区にあるベネズエラの大型シ

ョッピングセンター「Sambil」が１４年を経て元のオー

ナーに返還された。 

 

２００８年１２月、故チャベス元大統領はカンデラリア

の Sambil を接収すると宣言。強制的に国有資産にした。 

これにより当時 Sambil に入っていたテナントが強制的

に退去させられるなど大きな問題になった。 

 

接収後、カンデラリア地区の Sambil は、ショッピング

センターではなく、貧困層の住居として使用されていた。 

 

Sambil の返却を受けたオーナーは、同施設を改修し、商

業施設としての活動を再開すると述べている。 

 

 

（写真）La Patilla 
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「ベネズエラ 築古戸建の不動産投資が好調」         

 

長引く経済混乱の中、多くのベネズエラ人が外国に移住

した。そして、経済低迷が底を打ち、回復の兆しが見え

る中ベネズエラに帰国する人も増え始めている。 

 

これをチャンスと捉える投資家が不動産投資を行い好

調だという。 

 

現地メディア「El Estimulo」によると、オーナーがいな

くなり安く売却されている築古物件を改修し、転売する

投資家が増えているという。 

 

「ベネズエラ建設業商工会（CVC）」のエンリケ・マド

ゥレリ代表は、２０２１年からこの種の投資が活発にな

っており、アパートの改修工事は前年比４００％増えた

と説明。これらの改修工事の大部分が転売を目的とした

ものだという。 

 

具体的には３万～４万ドル程度で物件を購入し、１万～

１．５万ドルの投資を行い、８～９万ドルで売却すると

いう。税金支払いや諸経費はかかるだろうが、相当に高

い利回りで回りそうだ。 

 

社 会                       

「Insight Crime 収容所看守の人権侵害を告発」            

 

治安問題に関わる非政府系団体「Insight Crime」は、ベ

ネズエラの収容所看守による人権侵害を訴えた。 

 

収容施設は問題を起こした人物が一時的に拘留される

場所で、特に問題がないと判断されれば解放される。 

 

解放されるには裁判所の判断が必要だが、収容所の看守

が拘束されている人の家族に対して裁判所に搬送する

代わりに賄賂の支払いを求めてくるという。 

 

賄賂は必ずしもお金とは限らず、ある家族の証言ではガ

ソリンを要求されたという。また、「ガソリンは持って

いない」と回答したところ５～１０ドルを要求されたと

いう。 

 

「２０１９年から全国で４４．２万回の停電」         

 

「ベネズエラ停電被害委員会」は、１９年３月から２２

年２月までに全国で４４．２万回の停電が起きたと発表

した。つまり、単純計算する（４４．２万を３６カ月で

割る）と１カ月に全国で約１２，２７８回の停電が起き

ていたことになる。 

 

２０２２年に入ってからは停電の回数は減っているよ

うで、２２年１～２月には５０００回の停電が起きたと

いう。 

 

現在ベネズエラで最も深刻とされている社会インフラ

は「水」とされている。詳細は「ウィークリーレポート

No.242」を参照されたい。 

 

「オカリス氏運転手 金銭問題に巻き込まれ死亡」         

 

３月１１日 「第一正義党（PJ）」の主要政治家の一人

でスクレ市長を務めたカルロス・オカリス氏の運転手

Luis Mendible 氏が殺害されたと報じられた。 

 

理由は金銭問題に巻き込まれたため。 

Mendible 氏は知人の Javier Esquivez 氏から「車を買う

ので一緒に来てほしい」と頼まれ承諾。 

 

しかし、実際は１０００ドルの債務を返済するためだっ

たようで、そこで口論になりお金を貸していた人が

Mendible 氏と Esquivez 氏を殺害したという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ed1a2873054f7a626da1d5790548209.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ed1a2873054f7a626da1d5790548209.pdf

