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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 コロンビアのペトロ政権と ELN の和平協議の仲介役になると発表” 

 

 

２０２２年９月１２日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア外相 CPI へのベネズエラ提訴取消 

～ドゥケ政権の外交は間違いだった～」 

経 済                     

「イラン自動車４モデルを国内製造・販売」 

「２０２２年の輸入額は７０億ドル以下か」 

「Nacho Turpial Airline の株式５０％を購入」 

「中央銀行 ２２年８月のインフレ率８．２％」 

社 会                     

「２００３年から３３２の国内メディアが閉鎖」 

「月額１００ドル以下の労働者が５６％」 

２０２２年９月１３日（火曜） 

 

政 治                    

「コロンビア ELN との和平協議を開始 

～ペトロ大統領 マドゥロ政権に仲裁依頼～」 

「プロスペリ氏が AD の予備選推薦候補に決定」 

「POLAR メンドーサ氏の大統領選出馬を否定」 

「亜裁判所 Emtrasur のパイロット１２名解放」 

経 済                    

「Avianca ９月２６日から国際線運航開始か」 

「Fedecamaras 元代表が逝去」 

社 会                    

「私立学校 ９月２６日から新学期を開始」 
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２０２２年９月１２日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア外相 CPI へのベネズエラ提訴取消    

    ～ドゥケ政権の外交は間違いだった～」       

 

２０１８年、コロンビアのドゥケ政権（当時）が中心と

なり、アルゼンチン、チリ、ペルー、パラグアイ、カナ

ダの６カ国が「人道に対する犯罪」を理由に「国際刑事

裁判所（CPI）」にマドゥロ政権を訴えた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.195」）。 

 

６カ国が訴えを起こした理由は、２０１７年にベネズエ

ラで起きた抗議行動に対するマドゥロ政権の対応が非

人道的であったというもの。 

 

しかし、コロンビアのペトロ政権がこの訴えの取り下げ

を検討しているとの記事を紹介した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.801」）。 

 

９月１２日 コロンビアの Álvaro Leyva 外相は、コロ

ンビア系メディア「Wradio」のインタビューに対応。 

 

コロンビアのドゥケ政権が CPI に対して行ったマドゥ

ロ政権への訴えを取り消す意向を示した。 

 

「我々はベネズエラとの外交関係の再構築を進めてい

る。そして、我々が誤って取った決断を見直そうとして

いる。 

 

ペトロ大統領が約束した両国の平和的な関係を構築す

るためだ。ドゥケ政権はベネズエラについて極めて野蛮

な対応をしていた。」 

との見解を示した。 

 

 

 

このような流れの中、CPI のベネズエラに対する捜査は

２２年４月から進展していないという。 

 

９月１２日 非政府系団体「ベネズエラ刑務所観測所」

は、CPI に対してベネズエラの人権侵害捜査を早急に再

開するよう要請した。 

 

２２年４月、捜査が暗礁に乗り上げた際に、ベネズエラ

問題の捜査を担当している Karin Khan 判事は捜査を続

行するよう CPI に対して要請していた。 

 

経 済                        

「イラン自動車４モデルを国内製造・販売」           

 

ラモン・ベラスケス国土交通相は、イランの技術を用い

た自動車４モデルを販売すると発表した。 

 

また、ベラスケス国土交通相によると、これらの自動車

は「Veneirauto」がベネズエラ国内で製造するという。 

この４モデルがどのような自動車なのかは確認できて

いない。 

 

「Veneirauto」は、２００６年にベネズエラとイラン企

業が共同で設立した自動車メーカー。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.805」でも紹介したが、９

月１４日～１８日にかけて、イラン・ベネズエラ科学技

術展がカラカスの大展示場「Poliedro de Caracas」で開

催される。 

 

同イベントには８４社のイラン企業が出展。３００社以

上のベネズエラ企業が出展する予定だという。 

 

加えて、１０月にはイラン―ベネズエラ共同委員会の会

合がテヘランで開催される予定だという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/04c972280d6cacc6248517b62dc56989.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d15899198333c05c75ab0729da9c7c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d15899198333c05c75ab0729da9c7c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b31bb4d5893eb5758553df4ab3e37acd.pdf
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「２０２２年の輸入額は７０億ドル以下か」         

 

ベネズエラ人は９割がカトリック教徒とされており、ク

リスマスは多くの人にとって１年で最も重要なイベン

トになる。 

 

そのためクリスマスシーズンはずいぶん早くから始ま

る。マドゥロ政権は「クリスマスシーズンは１０月１日

から始まる」と述べており、あと１カ月ほどすればクリ

スマスムードが漂い始めることだろう。 

 

「工業通関商工会」の Rusvel Gutiérrez 代表は、クリス

マスシーズンの到来を歓迎。クリスマスシーズンが早く

到来することで一般商店は商品を早い段階から輸入す

ることになるとの見解を示した。 

 

ただし、輸入額は以前と比べて大きく減少していると指

摘。２０１２年当時、ベネズエラの輸入額は６６０億ド

ルだったが、２０２２年は７０億ドルを超えない可能性

があるとの見通しを示した。 

 

「Nacho Turpial Airline の株式５０％を購入」         

 

９月１２日 ベネズエラ人歌手 Nacho は、ベネズエラ

バレンシア（カラボボ州）を拠点とする民間航空会社

「Turpial Airline」の株式５０％を購入したと発表した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.803」でも紹介したが、

Nacho 氏は９月２４日にヌエバエスパルタ州のマルガ

リータ島で無料のライブ・コンサートを実施する予定。 

 

Nacho 氏は、自身のフォロワーが「Turpial Airline」を

利用し、マルガリータ島まで行く場合の渡航費をディス

カウントすると発表。３７ドルで行くことができるとい

う（差額は Nacho 氏が負担すると説明している）。 

 

 

 

（写真）Nacho 氏インスタグラム / Turpial Airline 

 

「中央銀行 ２２年８月のインフレ率８．２％」                  

 

９月１２日 ベネズエラ中央銀行は、２２年８月のイン

フレ率を公表した。 

 

中央銀行によると、８月のインフレ率は８．２％。 

 

７月は７．５％だったので、ややインフレ速度が加速し

たことになる。なお、８月下旬に為替レートが大きくボ

リバル安に動き、一時は１ドル９．３ボリバルまで上昇

したが、その後レートは安定している。 

 

９月１３日時点の「Dolar Today」の並行レートは１ド

ル８．２５ボリバル。公定レート（両替テーブル）は１

ドル８．０ボリバルとなっている。 

 

２０２２年に入ってからの累積インフレ率は６０．５

２％になる。 

 

２０２１年９月～２２年８月までの１２か月分のイン

フレ率は１１４．１３％となっている。 

 

 

 

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

「２００３年から３３２の国内メディアが閉鎖」           

 

「全国記者協会（CNP）」は、２００３年から現在まで

に少なくとも３３２のメディアが閉鎖を余儀なくされ

たと発表。 

 

マドゥロ政権によるメディアへの圧力を非難した。 

 

非政府系団体「Espacio Publico」の Marysabel Rodriguez

氏は、 

「マドゥロ政権はメディアに対して罰則を科すが、罰則

の定義や透明性は明確ではない。本来メディアの閉鎖は

行政命令ではなく、司法判断であるべきだが、この原則

が守られていない。」 

と訴えた。 

 

「月額１００ドル以下の労働者が５６％」         

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロス氏は、現在のベネズエラの賃金事情について説明。 

 

オリベロス氏によると、５６％のベネズエラ人従業員の

月額給料は１００ドル以下という。 

 

また、月額１００～３００ドルの給料を受け取っている

人の割合は３２．９％。 

 

月額３００～６００ドルの給料を受け取っている人の

割合は３．８％との調査結果を公表した。 

 

また、給料の５６．２％は「食料」の購入のために使用

され、１３．５％は「医薬品」の購入で使用されるとい

う。 

 

 

 

なお、「ベネズエラ金融観測所（OVF）」と民間調査会社

「ANOVA」が共同で実施した給料調査の結果は「ウィ

ークリーレポート No.263」を参照されたい。 

 

２０２２年９月１３日（火曜）              

政 治                       

「コロンビア ELN との和平協議を開始        

  ～ペトロ大統領 マドゥロ政権に仲裁依頼～」        

 

コロンビア系メディア「El Tiempo」は、グスタボ・ペ

トロ大統領が近日中にコロンビア系ゲリラ「国民解放戦

線（ELN）」との和平協議を再開すると報道。 

 

マドゥロ政権に対して、交渉の仲裁役を務めるよう求め

たという。 

 

本件について、９月１３日にマドゥロ大統領は、「昨日、

ペトロ大統領からベネズエラに対してコロンビア政府

と ELN の協議仲裁を求める趣旨の公文書を受け取った」

と説明。マドゥロ政権は仲裁に協力する意思があると発

表した。 

 

「神に誓ってコロンビアの平和のために我々は最善を

尽くす意志を表明する。これはベネズエラ国民の総意で

ありベネズエラに住む６２０万人のコロンビア人の意

志でもある。」とした。 

 

ELN のゲリラは、コロンビアとベネズエラの国境付近

に潜伏し、活動を続けており、一部地域ではベネズエラ

国軍と ELN は協力体制にあると言われている。 

 

つまり、コロンビア政府と ELN との和平交渉はマドゥ

ロ政権の協力なくして成り立たないだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7edae64fd232ca205f95b51cf1c17a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7edae64fd232ca205f95b51cf1c17a4.pdf
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（写真）大統領府 

 

ELN のトップでキューバに潜伏している Pablo Beltran

氏は、ペトロ政権との協議開始に楽観的な見通しを示し

ている。 

 

コロンビア政府と ELN の交渉は、２０１２年・２０１

６年とキューバで開催されたが暗礁に乗り上げている。 

 

「プロスペリ氏が AD の予備選推薦候補に決定」           

 

９月１３日 主要野党の一角「行動民主党（AD）」のヘ

ンリー・ラモス・アジュップ幹事長は、AD の第８１回

創立式に出席。 

 

カルロス・プロスペリ氏を AD の予備選出馬候補にする

と発表した。 

 

 

少し前からプロスペリ氏が AD の予備選出馬候補にな

ると言われていたが、アジュップ氏が発表したことで正

式なものになったと理解できる。 

 

プロスペリ氏は、アジュップ氏の右腕と言われていた人

物。 

 

アジュップ氏は高齢で病気も患っている。 

年齢的に予備選を勝ち上がったのちに大統領選、大統領

職務を遂行するのが困難との判断があったのかもしれ

ない。 

 

 

（写真）@ADOrg_Laraof 

 

「POLAR メンドーサ氏の大統領選出馬を否定」         

 

ベネズエラの民間食品大手「POLAR」は、同社のロレ

ンソ・メンドーサ社長が大統領選に出馬することはない

と発表した。 

 

メンドーサ社長はカリスマ性が高い人物で、アンケート

調査を行った場合、最も大統領になってほしい人物とし

て毎回名前が挙がる。 

 

２０２４年の大統領選でもメンドーサ氏の出馬を望む

声は大きい。 
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そんな中「全国同盟プラットフォーム（PAN）」という

団体がメンドーサ社長を大統領選の候補者にするとの

噂が流れており、今回の「POLAR」の発表は、この噂

を否定するものだった。 

 

「政治関係者が民意を混乱さ せようとしている。

POLAR の社長と PAN という政治団体には一切の関係

はない。 

 

POLAR は民意を混乱させるような報道を拒絶すると

同時に政治活動に我が社のロゴを使用することを禁止

する。」と発表した。 

 

なお、マドゥロ政権はメンドーサ社長の動きに強く警戒

しており、仮にメンドーサ社長が大統領選に出馬するよ

うなことになれば POLAR を攻撃する可能性が高い。 

 

そうなることを恐れて早めに大統領選に参加する意思

がないことを表明したのかもしれない。 

 

「亜裁判所 Emtrasur のパイロット１２名解放」         

 

２０２２年６月からベネズエラ国営航空会社「Emtrasur」

の Boeing７４７がアルゼンチンで差し押さえを受けて

いる。 

 

経緯詳細については「ウィークリーレポート No.259」

を確認されたいが、飛行機に搭乗していたベネズエラ人

１５名、イラン人４名の計１９名も国外への出国を禁止

する命令を受けていた。 

 

本件について、９月１３日 アルゼンチン裁判所はベネ

ズエラ人乗組員１２人をベネズエラへ帰還させること

を承認した。 

 

 

 

「イスラム革命軍」コッズ部隊に所属しているとされる

Gholamrez Ghasemi 氏、Mohammad Khosraviaragh 氏、 

Saeid Vali Zadeh 氏、Abdolbaset Mohamamadi 氏の４名

は引き続き出国禁止となっている。 

 

また、ベネズエラ国籍の Mario Arraga 氏、Víctor Pérez 

Gómez 氏、José García Contreras 氏の３名も引き続き

出国禁止となっている。 

 

８月下旬、「Emtrasur」の乗組員数名がベネズエラに帰

還したと理解していたが、実際は家族がアルゼンチンに

渡航し、乗組員と再開していただけだったようだ（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.798」）。 

 

経 済                       

「Avianca ９月２６日から国際線運航開始か」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.803」で、９月２６日

からベネズエラとコロンビアの国際線が再開する可能

性について紹介したが、やはり同日に国際線が再開する

方向で議論が進んでいるようだ。 

 

まだ正式な決定ではないもののコロンビアの航空会社

「Avianca」が９月２６日からベネズエラ行きを再開す

る方向で調整を進めているという。 

 

両国の国際線移動は、Covid-１９感染が確認された２０

２０年３月から停止。その後も外交関係が極めて悪かっ

たことから協議が進まず広大な土地を接する隣国であ

りながら現在まで国際線が運航していなかった。 

 

国際線再開後、「Avianca」は毎日ベネズエラ―コロンビ

ア路線を運航する予定だという。 

 

金額は公表されていないものの、往復３００～５００ド

ル程度になる見通しと報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d7796f1a1f9c62e056a2b0491d3714c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fdcb324e143703400a6472f32ad95818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fdcb324e143703400a6472f32ad95818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/052571f8691fb64f713bed892c616c07.pdf
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「Fedecamaras 元代表が逝去」             

 

９月１３日 １９８３年～８５年にかけてベネズエラ

経団連「Fedecamaras」の代表を務めた Adán Celis 

González 氏が亡くなった。 

 

Celis 氏は工業系の経済団体「Conindustria」の副代表も

務めていた。 

 

他、チャベス政権前の経済界の重鎮でベネズエラ中央銀

行の主席部長、「ベネズエラセメント」の役員、「Venepal」

「Promolca」「Molanca」の社長などを務めた。 

 

故チャベス政権とは関係が悪く、政治的対立もありパナ

マで過ごし、パナマで亡くなった。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                       

「私立学校 ９月２６日から新学期を開始」            

 

ベネズエラは前期・後期の２学期制。 

 

またベネズエラの場合、新学期は秋となっている。 

 

「民間教育団体」の Fausto Romeo Monte 代表は、私立

学校の新学期開始は９月２６日にすると発表した。 

 

ベネズエラでは通常新学期の開始は９月１５日以降の

月曜日が通常。 

 

つまり、今年は本来であれば９月１９日（月曜）に始ま

るようだが、教員の準備や講習などで少し遅れて新学期

が始まるという。 

 

以上 


