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（写真）Avianca “９月２６日からベネズエラ・コロンビア 国際線再開の可能性” 

 

 

２０２２年９月９日（金曜） 

 

政 治                     

「PDVSA 元財務担当役員 汚職疑惑を証言 

～イタリアに対して身柄引き渡しを要請～」 

「米政府 マドゥロ政権に米国人の解放を要求」 

経 済                     

「コロンビア・ベネズエラ 国際線再開か？ 

～９月２６日から陸路・空路の開放の見通し～」 

「CVG Bauxilum 焼成アルミナが飛散」 

「経済自由度ランキング １６５カ国中最下位」 

社 会                     

「２２年８月の停電 前年同期比４１．７％増」 

22 年 9 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 米国人拘束は正当と反論」 

経 済                    

「商工会議所 Monomeros 役員の交代を認識？ 

～グアイド政権の Monomeros 役員が異議～」 

「イラン・ベネズエラ 科学技術展を開催」 

「ウガンダと観光分野の協力で合意」 

社 会                    

「９月１１日はアレパの日」 

「ミスユニバース 売却先見つかる」 

「８月 労働争議は全国で４４６回」 
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２０２２年９月９日（金曜）             

政 治                       

「PDVSA 元財務担当役員 汚職疑惑を証言     

  ～イタリアに対して身柄引き渡しを要請～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.801」にて、マドゥロ政権

がラミレス元 PDVSA 総裁の汚職を訴えた記事を紹介

した。 

 

同時に２０１１年～１４年にかけて PDVSA の財務担

当役員を務めていたビクトル・アウラル氏が逮捕されて

おり、アウラル氏はラミレス氏の PDVSA 総裁在任中の

汚職について証言していた。 

 

こ の 時 に ア ウ ラ ル 氏 が 証 言 し て い た 汚 職 は

「Administracion Atlantic」という会社との融資契約に

関する汚職の証言だったが、今回新たな証言が公開され

た。 

 

アウラル氏によると、イタリアのエネルギー会社「Eni」

は石油省（ラミレス氏は当時、石油相も兼任していた）

と多くの契約を交わし、オリノコ川流域の炭化水素事業

に参画していたという。 

 

この参画企業の入札は石油省が管轄しており、当時石油

相を務めていたラミレス氏は事前にどの企業に落札さ

せるかを実質的に決めていたという。 

 

その中で特に Eni はラミレス氏のお気に入りの会社で

優先的に契約を受注していたという。 

 

この Eni の契約については Baldo Sanzo という人物が仲

介者として間に入っており、ラミレス氏と Eni との間を

つないでいたという。 

 

 

なお、Sanzo 氏は Eni の職員でも PDVSA 職員でも石油

省の職員でもなく、ラミレス氏の親戚関係にある人物だ

という。 

 

Eni に限らず Chevron、Repsol なども、Sanzo 氏を仲介

者としてラミレス氏との交渉の間を取り持っていたと

いう。 

 

また、９月９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長

は、ラミレス氏およびネルビス・ビジャロボス元石油エ

ネルギー次官が数十億の横領を行ったとして、正式に身

柄引き渡しの申請手続きを開始したと発表した。 

 

ラミレス氏はイタリアに滞在しているとされており、身

柄引き渡しの申請先はイタリアということになる。 

 

 

（写真）@AgenciaVN 

“イタリアのエネルギー会社「Eni」とラミレス元

PDVSA 総裁の関係を証言” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d15899198333c05c75ab0729da9c7c.pdf
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「米政府 マドゥロ政権に米国人の解放を要求」         

 

９月９日 米国政府は、ベネズエラで拘束されている米

国人 Matthew Heath 氏について、マドゥロ政権が無実

の米国人を不当に拘束したと主張。Heath 氏を即時・無

条件で解放するよう要請した。 

 

Heath 氏は、２０２０年９月にテロリストとしてベネズ

エラで拘束された。逮捕された当時、Heath 氏はベネズ

エラへ不法入国しており、ベネズエラ軍によると、

Heath 氏はロケットランチャーを含む複数の武器を所

持していたという。 

 

Heath 氏は、元米国軍海兵で退官後、「MVM, Inc」とい

う民間セキュリティ会社で働いていた。 

 

Heath 氏の主張によると、２０２０年３月からニカラグ

アとコロンビアで「Purple Dream」という名前のミッシ

ョンを行っていたが、コロンビアでゲリラに拘束された

という。 

 

しかし、ゲリラの拘束から逃れることに成功。ベネズエ

ラへ逃亡したところで今度はベネズエラ軍に拘束され

たと主張している。 

 

（写真）Maduradas 

“ベネズエラで拘束されている Matthew Heath 氏” 

 

ベネズエラには１１名の米国人が拘束されているが、

Heath 氏は２０２２年６月に、自殺を図っており、米

国政府が特に強く解放を求めている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.773」）。 

 

経 済                        

「コロンビア・ベネズエラ 国際線再開か？       

 ～９月２６日から陸路・空路の開放の見通し～」           

 

９月９日 Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロンビ

ア代表大使は、自身のツイッターにて「Avianca、Latam、

Ultra、Wingo らとベネズエラーコロンビア間の国際線

再開に向けた協議を行っている」と投稿。 

 

「ベネズエラでは既に Avior が路線再開について許可

を受けており、Laser Airline が決定の見直し段階にある」

と補足した。 

 

また同日にマドゥロ大統領も、自身のアカウントにて 

「９月２６日からベネズエラとコロンビアの国境移動

が再開する。加えて、カラカス―ボゴタ、バレンシア―

ボゴタの国際線も再開する。両国の協力と取引は順調に

進んでいる。」と投稿している。 

 

マドゥロ大統領の発言を見る限りでは、９月２６日に陸

路も空路も再開されるように思えるが、投稿内容がぼん

やりしており現時点では確定情報ではない。 

 

なお、両国の国境開放の際には、マドゥロ大統領とペト

ロ大統領が直接面談すると言われている。 

 

ペトロ政権発足以降、コロンビアとベネズエラの外交関

係は前進しており、両大統領の面談も十分に考えられる

だろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf
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「CVG Bauxilum 焼成アルミナが飛散」                  

 

ボリバル州プエルト・オルダスの「Matanzas 工業地帯」

にあるボーキサイト生産公社「CVG Bauxilum」から大

量の粉が飛散しており、同市の住民がその粉を吸ってい

ることが問題になっている。 

 

「CVG Bauxilum」も工場から粉が飛散していることを

認めている。 

 

説明によると、飛散しているのは「 焼成アルミナ

（alúmina calcinada）」という物質。この状況がいつまで

続くかについては明言を避けている。 

 

なお、報道によると、「焼成アルミナ」を吸うと肺に付

着するようで健康被害が懸念されている。 

 

地元住民もそうだが、工場の従業員も十分な安全対策が

施されておらず、現地では大きな問題になっているとい

う。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

 

 

 

 

「経済自由度ランキング １６５カ国中最下位」         

 

「Fraser Institute」は、世界の経済自由度をランキング

化する「Economic Freedom of the World 2022」を公表。 

 

ベネズエラは調査対象国１６５カ国中最下位となった。 

 

なお、同調査は１０点満点。 

 

１６４位はスーダンで４．２１ポイント。 

１６５位のベネズエラは３．３２ポイントと１つ前の順

位と１ポイント近い差を開けて圧倒的な最下位となっ

ている。 

 

なお、この調査は各国の調査団体が評価しており、ベネ

ズエラの場合は「Cedice Libertad」。「ベネズエラ・トゥ

デイ No.804」の国際所有権ランキングでも触れたが、

政治的な理由で意図的に順位を下げている印象はある。 
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なお、「経済自由度ランキング」の上位は以下の通り。 

 

１位は香港、２位はシンガポール、３位はスイスと続く。 

日本については、リトアニアと並び１２位で７．８２ポ

イントとなっている。 

 

 

（写真）Economic Freedom of the World 2022 

 

社 会                        

「２２年８月の停電 前年同期比４１．７％増」             

 

非政府系団体「停電被害者委員会」は、２２年８月にベ

ネズエラで起きた停電の件数が２５，６０３回だったと

発表。 

 

２１年８月の１８，０６８回から４１．７％増えたとし

た。 

 

最も停電が多かったのは、スリア州で３，９２２回。 

次いで、タチラ州が２，５８７回。カラボボ州が２，５

６５回。メリダ州が１，９０８回、ミランダ州が１，６

７８回。トゥルヒージョ州が１，１２３回と続く。 

 

タチラ州、スリア州、メリダ州はコロンビアに近い地域

でコロンビア国境付近の州で停電の頻度が特に多い印

象だ。 

 

２０２２年９月１０日～１１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 米国人拘束は正当と反論」        

 

本稿「米政府 マドゥロ政権に米国人の解放を要求」で

紹介した通り、米国政府はマドゥロ政権に対して不当に

逮捕された Matthew Heath 氏を解放するよう要求した。 

 

９月１０日 この要請を受けて、ベネズエラ外務省は声

明を発表。Heath 氏の拘束は正当なものであり、米国国

務省の発表を拒絶するとの見解を示した。 

 

「ベネズエラ政府は米国国務省の声明を拒絶する。米国

人が犯した重大な犯罪行為に対する正当な拘束につい

ては拘束に値する証言と事実確認が取れている。 

 

ベネズエラは民主国家、社会権と正義を重視する国とし

て、拘束者の権利を保証しながら、犯罪の捜査を行い、

適切な処罰を下す。 

 

これは国籍と関係なく行われ、米国民も例外ではない。 

 

米国政府は国家原則を無視し、遺憾にも無条件の解放を

求めてきた。ベネズエラ政府は国内法と民主主義的な組

織制度を重視し行動する。米国政府との協議と相互理解

の門戸を常に開放している。」 

と反論した。 
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経 済                       

「商工会議所 Monomeros 役員の交代を認識？     

 ～グアイド政権の Monomeros 役員が異議～」            

 

米国メディア「El Heraldo」によると、グアイド暫定政

権が任命した「Monomeros」の代表、ロドリゲス・ギジ

ェルモ・ラプレア氏が、バランキージャ商工会議所に対

して、新役員の認定について異議申し立てを行ったとい

う。 

 

「Monomeros」は、コロンビアのバランキージャにある

ベネズエラの政府系企業。 

 

８月にコロンビアで発足したペトロ政権は、マドゥロ政

権をベネズエラ政府と認識しており、グアイド暫定政権

は存在しないと認識している。 

 

そのため、グアイド暫定政権が任命した「Monomeros」

の役員は無効として、マドゥロ政権が任命した役員を正

当な役員にする姿勢を示している。 

 

この流れを受けて、マドゥロ政権は既にバランキージャ

商工会議所に新役員の任命を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」）。 

 

今回、ラプレア氏が異議申し立てを行ったということは、

バランキージャ商工会議所が、マドゥロ政権側の役員を

認識したということなのかもしれない。 

 

「イラン・ベネズエラ 科学技術工業展を開催」         

 

９月１０日 フレディ・ニュネス情報通信相は、９月１

４日～１８日にかけて、イランとベネズエラの科学技術

工業展をカラカスの大型展示場「Poliedro de Caracas」

で開催すると発表した。 

 

 

６月中旬、マドゥロ大統領はイランを訪問し、ライース

ィー大統領と会談。ライースィー大統領と共にテヘラン

で開催された「イラン・エクスポ」に参加。 

 

両国の科学技術関係の一層の強化について合意してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.766」）。 

 

「ウガンダと観光分野の協力で合意」             

 

９月１０日 ベネズエラ外務省アフリカ担当次官の

Yuri Pimentel 氏は、ウガンダ観光省の Samuel Kakula-

Khirome 次官と会談。 

 

観光分野で両国の関係を強化することで合意した。 

 

この合意に基づき１１月２４日～２７日にかけてアン

ソアテギ州プエルト・ラ・クルスで開催される「ベネズ

エラ国際観光展示会（Fitven）」にウガンダが参加するこ

とが決まったという。 

 

他にも文化・美術館・交通などの面でも意見交換を行う

ことで合意したという。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eceb79d92c85093598096c7b2bc3150.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b4badc36303b6c1b788c291621e68e2.pdf
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社 会                       

「９月１１日はアレパの日」              

 

９月１１日は「アレパの日」と言われている。 

 

アレパはベネズエラ人の国民食で、日本人にとっての

「お米」に近い存在だ。 

 

アレパ自体はトウモロコシ粉に水・塩・油などを混ぜて

練り、焼いたもの。 

 

下写真の白い生地の部分がアレパだ。 

そしてアレパの中央をナイフなどで切り、その中に好み

の食材を入れて食べる。 

 

非政府系団体「ONG Alimenta la Solidaridad」と民間大

手食品メーカー「Polar」は共同でアレパイベントを開催。 

 

ペタレ地区の子供のために４００個のアレパを作り、配

ったという。 

 

 

（写真）Shutterstock 

 

 

 

 

 

「ミスユニバース 売却先見つかる」         

 

世界的に有名な美女コンクール「ミスユニバース」が経

営不振で売却先を探していると報じられていた。 

 

この売却先が決まったようだが、購入者はまだ発表され

ていない。 

 

ただし、関係者の情報によると、所有者が代わることで

「ミスユニバース」の評価基準は変るとしており、運営

アドバイザーには１９５２年に「ミスベネズエラ」を創

設、運営していたオスメル・ソウサ氏が関与する可能性

があると報じられた（現在は引退している）。 

 

「８月 労働争議は全国で４４６回」         

 

９月１１日 「労働者調査研究所（Inaesin）」は、８月

中にベネズエラで４４６回の労働争議が起きたと発表

した。 

 

特に労働争議が多かった分野は教育セクターで、４４６

回のうち４４．６２％。次いで医療セクターが１５．９

２％を占めた。 

 

抗議のテーマで最も多かったのは「給料」で５５．５％。 

次いで「適正な賃金の引上げ」が２２．１％。つまり、

約８割の抗議が給料に関連する話だった。 

 

「集団労働契約の順守」が１４．３％、「労働環境の改

善」が４．６％、「不当解雇」が１．７％だったという。 

抗議行動の９５．３％は公務員によるものだったという。 

 

州別で最も抗議行動が多かったのは、ボリバル州（１８．

１％）、次いでファルコン州（７．６％）、スクレ州（６．

７％）、アラグア州（５．９％）と続いた。 

以上 


