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（写真）ノルウェー外務省 “与野党協議の再開に向けて覚書締結？（写真は過去の与野党協議写真）” 

 

 

２０２２年１１月２日（水曜） 

 

政 治                     

「VOA １１月中に与野党協議再開？ 

～最初の協議事項は緊急基金～」 

「ペトロ大統領とマドゥロ大統領の面談内容は」 

「メキシコ ベネズエラ不法移民の仮設施設建設」 

経 済                     

「ベネズエラ・コロンビア便 １１月７日に再開」 

「Sambil Candelaria １１月３０日オープン」 

「１０月の原油輸出 日量５３．４万バレル」 

社 会                     

「ベネズエラ音楽ガイタ ギネス記録に挑戦」 

２０２２年１１月３日（木曜） 

 

政 治                    

「ロイター通信 与野党協議 再開の覚書締結」 

「仏パリ平和フォーラムで与野党代表が同席？」 

「与党 大統領選前倒しを準備」 

経 済                    

「CENDA 公共料金１２カ月で２１３％増 

～９月の基礎食糧費は月額３５８ドル～」 

「Propilven 工場の稼働再開」 

社 会                    

「２２年４月から豪雨により１．４万戸が被害」 

「カラカス市民 水質問題でクレーム」 
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２０２２年１１月２日（水曜）             

政 治                       

「VOA １１月中に与野党協議再開？          

       ～最初の協議事項は緊急基金～」       

 

「ラ・ボス・デ・アメリカ（VOA）」は、内部関係者か

らの情報として、今月（１１月）中に与野党協議が再開

する可能性があると報じた。 

 

２０２１年８月、与野党協議が行われた。 

協議は何度か行われたが、２１年１０月に米国がアレッ

クス・サアブ氏の身柄をカボベルデから米国へ移送した

ことを受けてマドゥロ政権は協議停止を宣言。 

 

それから１年以上、協議が再開されないまま現在に至っ

ている。 

 

仮に協議が再開する場合、協議はノルウェー政府を仲裁

者とし、「自由な大統領選」「政治犯の解放」「米国の経

済制裁」「人道問題を解決するための合意」「国連を通じ

た３０億ドルの資金の使用」などがテーマに挙がってい

るという。 

 

匿名関係者によると「最初に議論される内容は、緊急的

な人道支援対応のために国連組織が管理する３０億ド

ル近くの基金の使用について」だという。 

 

これはベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロドリゲス

氏が提唱している「人道支援基金」のようなスキームと

思われる。 

 

外国にあるベネズエラ政府の凍結資産、あるいは

PDVSA が輸出した資金が PDVSA ではなく国連の「ベ

ネズエラ人道支援基金」に送られる。 

 

 

「ベネズエラ人道支援基金」は、国連管理の上でベネズ

エラの状況改善のため緊急的に必要な案件に支出され

るというもの。 

 

この仕組みはロドリゲス氏が提唱したものではあるが、

実際にイランが米国に経済制裁を受けてから数年後に

実現した仕組みである（詳細は「ウィークリーレポート

No.87」参照）。 

 

イランの場合は、イランが輸出した原油の資金を国連が

管理し、フセイン政権の要請に応じて国連基金が支出す

るというもの。「石油食料交換プログラム」と呼ばれて

いる。 

 

ただし、この「石油食料交換プログラム」は国連最大の

汚点と呼ばれており、国連職員が汚職に加担し、大問題

に発展したプログラムでもあった。 

 

イランの場合だが、「石油食料交換プログラム」を管理

する国連職員の弱みをフセイン政権幹部がつかみ、ある

いは工作行為を働き意図的に弱みを作り、国連職員を操

り人形のような状態にしたと言われている。 

 

国連がベネズエラ資金を適切に管理・支出できるかどう

かは懸念点だろう。 

 

「ペトロ大統領とマドゥロ大統領の面談内容は」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.827」で紹介した通り、

コロンビアのペトロ大統領がカラカスを訪問し、マドゥ

ロ大統領と面談を行った。 

 

広大な国境を接する隣国でありながら、両国の大統領の

面談は２０１６年以来、６年ぶりとなる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6afe747743a5ba19c80f82cc27a09d2.pdf
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面談後に、今回の協議内容について報じられており、改

めて面談内容について紹介したい。 

 

面談自体は昼食で１時間、面談で１時間の約２時間だっ

たという。 

 

マドゥロ大統領はペトロ大統領に対してシモン・ボリバ

ルの肖像画を贈呈、ペトロ大統領はマドゥロ大統領に対

してハンモックを贈ったという。 

 

また、マドゥロ大統領はシモン・ボリバルが愛用してい

たとされる剣（本物）をペトロ大統領に見せて、剣の歴

史や装飾について説明したという。 

 

具体的な協議内容について、ペトロ大統領が重点を置い

たテーマは国境問題の解決。ペトロ大統領はマドゥロ大

統領に対して「国境はマフィアに支配されている」と伝

え、国境の正常化に向けて協力をすることを求めた。 

 

マドゥロ大統領は経済分野に重点を置いており、取引の

再開、PDVSA、Pequiven、Monomeros の扱いなどにつ

いて話し合いの時間が割かれたという。 

 

また、ペトロ大統領はマドゥロ大統領に対して、２０１

３年にベネズエラが脱退した米州人権システムへの再

加入を要請。マドゥロ大統領より好意的な回答があった

という。 

 

他、「アンデス共同体（CAN）」のベネズエラ再加入につ

いても議論され、こちらも好意的な回答があったという。 

 

また、国際組織「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体

（CELAC）」を更に発展させることで合意したという。 

 

面談後に公表された合意内容は以下の通り。 

 

 

 

 

 

（写真）グスタボ・ペトロ大統領 
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内容を簡単に説明すると以下の通りとなっている。 

１．ベネズエラとコロンビアの外交関係の再開 

２．平和と統合のための協力発展 

３．両国の国境問題解決に向けた協力 

４．陸・空・海の移動問題の解決 

５．エネルギー・鉱物分野で共同の検討委員会を発足 

６．国境保護メカニズムの創設 

７．農工業・畜産・農業・石油化学分野の取引発展 

８．融和と協力の意思を前提とした協力分野の検討 

９．両国に住む自国民のための領事任命 

 

「メキシコ ベネズエラ不法移民の仮設施設建設」                  

 

１１月２日 メキシコの Tijuana に、米国から追放され

たベネズエラ不法移民を対象とした仮設避難所が設置

された。 

 

最初に同仮設避難所に入ったのは３家族（子供含む１０

名）。米国カリフォルニア州から追放されたという。 

 

Tijuana のエンリケ・ルセロ移民対応庁は、「屋外で寝る

ことのないように屋根を提供する」と説明。収容可能人

数は３００人。１２月１日までは医師や精神科医などが

待機するようだ。 

 

 

（写真）エンリケ・ルセロ移民対応庁“Tijuana 仮設施設” 

 

経 済                        

「ベネズエラ・コロンビア便 １１月７日に再開」           

 

Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロンビア大使は、

自身のソーシャルメディアアカウントにて、１１月７日

にコロンビア―ベネズエラ便が再開すると投稿した。 

 

具体的に運航について言及されたのは「Satena」と

「Turpial」。ともにカラカスーボゴタ間を運航するとい

う。 

 

この投稿の前日には、ペトロ大統領とマドゥロ大統領が

面談。空路の再開についても議論に挙がっており、今回

の合意について話し合いがもたれたものと思われる。 

 

本来であれ９月から両国空路が再開する予定だったが、

米国の経済制裁を理由にコロンビアがベネズエラ国営

航空会社「Conviasa」のコロンビア入国を不許可。 

 

これを受けてマドゥロ政権もコロンビア便の運航許可

を取り消し、現在に至っていた。 

 

なお、１０月にコロンビアは「Conviasa」のコロンビア

入国を許可しており、マドゥロ政権にとっての懸念事項

は解決されたということだろう。 

 

「Sambil Candelaria １１月３０日オープン」         

 

大型ショッピングセンター「Sambil」を建設・運営する

「Constructora Sambil」のフレディ・コーヘン社長は、

カンデラリアの「Sambil」の改装状況について既に９

５％は準備が完了していると説明。 

 

１１月３０日にオープンすると発表した。 

約１００～１３０店舗が店を構え、様々な商品を販売す

るという。 
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なお、同ショッピングセンター自体は３３５店舗が入居

可能なので、３分の２くらいは空きスペースがあるとい

うことになる。 

 

ただし、１１月３０日はプレオープンのようで、正式な

オープンは２０２３年５月２８日になるという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「１０月の原油輸出 日量５３．４万バレル」         

 

「ロイター通信」は、２２年１０月のベネズエラ原油輸

出について先月比２５％減の日量５３万３，９６８バレ

ルと報じた。 

 

また、１０月の原油輸出が減少した理由について、９月

の産油量が少なかったためと報じた。 

 

ロイターが確認した PDVSA 内部資料によると、１０月

は原油・石油製品を乗せた２５隻の船がベネズエラを出

航したという。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ音楽ガイタ ギネス記録に挑戦」           

 

１１月８日 ベネズエラのスリア州の州都マラカイボ

市で、５００人のガイタミュージシャンが一斉に音楽を

奏でるギネス記録に挑戦するという。 

 

これは市が主導するイベントで、マラカイボ市のラファ

エル・ラミレス市長は、ギネス記録を達成するために必

要な支援を行うと意欲を示している。 

 

ガイタとは、スリア州やコロンビアのカルタヘナ地域を

発祥とする音楽。アフロ要素の強いパーカッションをベ

ースとするカーニバル音楽で、クリスマスの定番ソング

として知られている。 

 

興味のある方は以下の YouTube 動画で視聴可能。 

「 2020 TOP GAITAS VENEZOLANAS - LAS 

MEJORES - DjFelixAvila - YouTube」 

 

 

（写真）El Cooperante 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lnfym3_TxPI
https://www.youtube.com/watch?v=Lnfym3_TxPI
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２０２２年１１月３日（木曜）              

政 治                       

「ロイター通信 与野党協議 再開の覚書締結」        

 

「VOA １１月中に与野党協議再開？」でも紹介した

が、ロイター通信も同様に与野党協議再開が現実的な段

階に入っていると報じている。 

 

ロイター通信の内容は VOA の記事よりも踏み込んだ内

容で、与野党の協議代表が協議再開に向けた覚書を締結

したという。 

 

ロイター通信が情報を入手した匿名関係者も、VOA と

同様に１１月中に協議が再開する方向で話を進めてい

るとコメントしているという。 

 

協議はメキシコで実施され、協議のテーマは政治犯の解

放や条件変更（自宅軟禁への変更など）、制裁緩和、国

連が管理する３０億ドルの人道支援基金の運用につい

てとしており、VOA が報じた内容と概ね同じと言える。 

 

「仏パリ平和フォーラムで与野党代表が同席？」           

 

来週、フランスで「パリ平和フォーラム」が開催される

という。 

 

このフォーラムで与野党の協議代表が面談する可能性

があると報じられた。 

 

なお、同協議にはコロンビアのペトロ大統領、欧州連合

のボレル外交政策委員長なども同席する可能性がある

という。 

 

個人的には、マドゥロ政権がフランスのフォーラムに出

席するかは懐疑的だ。 

 

 

フランスは英国ほどではないにしても積極的にグアイ

ド暫定政権を支援していた。恐らく EU の中では最もグ

アイド政権を支援していた国だろう。 

 

また、ボレル EU 外交政策委員長も「与野党協議を再開

させるために EU は圧力を行使するべき」と発言してお

り、マドゥロ政権から拒絶の声が出ている。 

 

マドゥロ政権がフランスで協議を行うのは、グアイド暫

定政権がボリビア（マドゥロ政権の協力国）で協議を行

うのと同じようなイメージと認識して良いだろう。 

 

「与党 大統領選前倒しを準備」             

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、ベネズエラ与党

関係者から与党内での大統領選に向けた検討状況につ

いてヒアリングを行った。 

 

与党関係者によると、方針が完全に固まったわけではな

いが、与党陣営は引き続き大統領選の前倒しを検討して

いるという。 

 

ただし、２０２３年中に実施ということは無く、２０２

４年第１四半期頃というシナリオが候補に挙がってい

るようだ。 

 

与党ナンバー２のディオスダード・カベジョ副党首は引

き続き大統領選の予定を早めるよう求めており、「２３

年３月でも大統領選を行う準備が整っている」と発言し

ている。 

 

ただし、「選挙管理委員会（CNE）」のエンリケ・マルケ

ス副代表（野党系役員）は、「政治的な合意がない限り、

２０２４年終盤に大統領選を実施する」と発言しており、

選挙スケジュールを変える意思は原則ないとしている。 
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経 済                       

「CENDA 公共料金１２カ月で２１３％増      

 ～２２年９月の基礎食糧費は月額３５８ドル～」           

 

物価調査を行っている非政府系団体「CENDA」は、２

０２２年９月の公共料金について、１２カ月前（２１年

９月）と比べて２１２．８８％上がったと発表した。 

 

CENDA によると、５人家族が支出する公共サービスの

利用料金は、２２年９月は平均で４１９．２３ボリバル。 

 

１２カ月前の２１年９月は１７５ボリバルだったので、

２１２．８８％増えたという。 

 

なお、２２年９月の基礎食糧費（５人家族が最低限の食

事を取るために必要な金額）は、月額２，８７９．３６

ボリバル。ドルに換算すると３５７．６８ドルだったと

いう。 

 

２１年９月の基礎食糧費が月額１，８７０．０５ボリバ

ルだったので、１２カ月で１８５．２８％増ということ

になる。 

 

 

（写真）CENDA 

 

 

 

 

「Propilven 工場の稼働再開」                 

 

１１月３日 「Pequiven」の Pedro Tellechea 社長は、

「Ana María Campos コンプレックス」で「ポリプロピ

リーノ・デ・ベネズエラ（Propilven）」の生産が再開す

ると発表。 

 

同工場が生産を再開することでプラスチック製品を生

産するための材料を１００％供給することが出来ると

の見解を示した。 

 

この発表にはマドゥロ大統領、タレク・エル・アイサミ

PDVSA 総裁も同席。 

 

アイサミ PDVSA 総裁は 

「我々は石油化学の分野で新しい奇跡に遭遇している。 

１１月３日、Propilven の工場が１００％稼働した。 

全ての樹脂需要にこたえることが出来るようになる。」 

と述べた。 

 

また、マドゥロ大統領は Monomeros が奪われていたこ

とを非難。 

「我々は Monomeros を誘拐から救出した。Monomeros

を回復できたことは素晴らしいことである。グアイドと

レオポルド・ロペスと４０人の盗賊は Monomeros を略

奪し、深刻な被害を与えた。」 

と訴えた。 

 

また、マドゥロ大統領は、ベネズエラが「アンデス共同

体（CAN）」に再加盟すると発言。外国に向けて市場が

開放されると主張した。 
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社 会                       

「２２年４月から豪雨により１．４万戸が被害」            

 

１０月に入って連日のように豪雨に関する記事を紹介

している。 

 

マドゥロ政権は、これまでに起きた豪雨被害の状況を発

表した。 

 

マドゥロ政権によると、１０月中に確認された豪雨によ

る死者数は５４名だという。ほとんどがアラグア州 Las 

Tejerias で起きた豪雨被害による死者。 

 

Las Tejerias を支援するために３００トンの食糧支援を

行ったと説明した。 

 

また、２２年４月１日からこれまでに少なくとも１．４

万戸の住宅が豪雨により被害を受け、２．６万世帯の生

活に影響を与えたという。また、７か月間で確認された

豪雨による死者数は８２名となっている。 

 

「カラカス市民 水質問題でクレーム」           

 

ベネズエラの公共サービスは問題が多いが、カラカス市

民が最も困っている問題は水だと言われている。 

 

１１月３日 カラカスの住民が水道から出てくる水に

ついてのクレーム動画を投稿。この動画が拡散されてい

る。 

 

実際の水が右上のもの。 

茶色く濁っており、飲むのはもちろんのこと、生ものを

洗えるような水質ではない。このような問題は、カラカ

スの Baruta、La Vega、Catia、Coche、Guarenas、La 

Candelaria、El Cigarral、El Hatillo、El Paraiso、San 

Bernardino、Catedral などで確認されている。 

 

筆者がカラカスに住んでいた時も断水後はこのような

泥水が水道から出ていた。同地で暮らすのであれば浄水

器は必要最低限の設備と言えるだろう。 

 

 

（写真）Runrun 

 

以上 

 

 

 

 

 


