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（写真）CELAC “ラテンアメリカ・カリブ共同体（CELAC）首脳会議開催、マドゥロ大統領オンライン演説” 

 

 

２０２３年１月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 CELAC 首脳会議に出席せず 

～極右グループからの攻撃回避のため～」 

「ロサレス UNT 党首 制裁緩和を支持」 

「カプリレス元知事 米国に基金運用開始を要請」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 ラ米の統一通貨構想を支持」 

「副大統領 ２２年のインフレ率は２３４％」 

社 会                     

「賃金改定を求める大規模抗議行動を実施」 

「ラウル・モロド元西大使 ベネ関連汚職で裁判」 

２０２３年１月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「西政府 トーレス元内務司法相を受け入れ」 

「CELAC 出席国家主席 ベネズエラに言及 

～伯・亜マドゥロ擁護、智・パラグアイ反対～」 

「ペトロ政権 ベネにコロ元議員の引渡要請か」 

経 済                    

「野党 民間セクターの給料調査を公表 

～平均給料は月額１３８．５ドル～」 

「BNC 銀行吸収合併で民間金融機関トップに」 

社 会                    

「米国裁 虐待でマドゥロ政権へ賠償金を命令」 
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２０２３年１月２３日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 CELAC 首脳会議に出席せず    

   ～極右グループからの攻撃回避のため～」       

 

１月２４日にアルゼンチンにて「ラテンアメリカ・カリ

ブ共同体（CELAC）」の首脳会議が開催された。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.860」で紹介した通り、

同会議にマドゥロ大統領が出席し、ブラジルのルラ大統

領ら各国首相と会談すると報じられていたが、結局マド

ゥロ大統領は CELAC への出席を見合わせた。 

 

１月２３日 ベネズエラ外務省は声明を発表。マドゥロ

大統領が CELAC に出席しない理由について、「極右グ

ループがマドゥロ大統領をはじめ我が国の外交団に危

害を加える計画を企てている」と説明した。 

 

また、CELAC 首脳会議にはマドゥロ大統領の代行とし

てイバン・ヒル外相が出席すると発表した。 

 

アルゼンチンではマドゥロ大統領の訪問を拒絶する趣

旨の抗議行動が行われており、１月２４日当日もベネズ

エラ外交団の訪問を拒絶する集会が実施された。 

 

 

（写真）@Gbastidas 

ただ、マドゥロ大統領は首脳会議への出席自体は見合わ

せたものの、オンラインで出席。CELAC 加盟国に対し

て、介入主義国や制裁を拒絶するよう求めた。 

 

「私はこれまでに我々がしてきたように直接、首脳会議

へ参加したかった。しかし、我々は野蛮なグループによ

る迫害と絶え間ない脅威を受けており、やむを得ず訪問

を回避した。私は彼らの罠にはまらない正しい決断をし

たと考えている。」との見解を示した。 

 

なお、外務省の声明の前にマドゥロ大統領が CELAC 訪

問のキャンセルを指示したとされる音声が流出してい

る。 

 

「私は（CELAC 首脳会議へ）行かないことを決めた。

非常にデリケートな情報があるためだ。（アルゼンチン

で行われるのは）ただの抗議行動だけではない。米国大

使館はネズミ軍団ともっと野蛮なことを計画している

ようだ。この事実を確認した。」と発言している。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 twitter 

“CELAC 首脳会議 オンラインで演説を行ったマドゥ

ロ大統領” 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8692c9468eb6cdac03c28a7c18d55ae0.pdf
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「ロサレス UNT 党首 制裁緩和を支持」         

 

１月２３日 「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサ

レス党首（スリア州知事）は、スリア州の州都マラカイ

ボ市のイベントにて演説。 

 

「制裁が国民を窒息させている」と指摘。ベネズエラに

対する制裁を終わらせるよう要請した。 

 

「ベネズエラへの国際的な制裁を終わらせる時期だ。制

裁は国民を窒息させている。そして、制裁は良い結果を

生み出さず、政治的な解決にもならない。」と述べた。 

 

また「私は一年前に米国とベネズエラは外国の石油事業

者がベネズエラで活動を再開できるよう調整しなけれ

ばいけないと推奨した。これは実現した。私はこの考え

を今でも変えていない。この流れはスリア州民にとって

良いことだ。この流れを私は強く支援する。」と発言。 

 

米国エネルギー会社「Chevron」がベネズエラで事業を

再開したことを歓迎。スリア州の国民生活にプラスの影

響を与えるとの見解を示した。 

「Chevron」は特にスリア州のマラカイボ湖周辺の原油

採掘に注力すると報じられており、「Chevron」がスリア

州へ与える経済効果は小さくないだろう。 

 

 

（写真）Al Navio 

 

「カプリレス元知事 米国に基金運用開始を要請」                  

 

１月２２日 「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリ

レス元ミランダ州知事は、スペイン系メディア「El Pais」

のインタビューに対応。 

 

グアイド暫定政権の方針について「完全な失敗だった」

との見解を表明。 

 

また、来週、再来週でベネズエラの今後６年間を左右す

る動きがあるとの見解を示した。 

 

加えて、マドゥロ政権が求めている人道基金の創設につ

いて、野党は米国政府に対して人道基金の運用のための

プロセスを早急に進めるよう求めたことを明らかにし

た。 

 

質問 

「米国大使館に対してベネズエラ政府資金の凍結解除

を早急に行うよう要請しましたか？」 

 

回答 

「はい。ただし、人道基金は与野党協議の核心ではない。

協議の核心は民主的な選挙を実施することだ。マドゥロ

は自身の政権を維持するため、掴めるものは何でも掴も

うとする。 

しかし、（政権を維持するためには）正当性と国際的な

認識が必要であることも理解している。政治力を回復し、

国民の支持を取り戻さなければいけない。そのために経

済回復を必要としている。 

マドゥロはそのため（経済を回復させるため）に交渉プ

ロセスに参加する意思を示している。」とコメントした。 

 

ロサレス氏とカプリレス氏は、現在の主要野党の２大リ

ーダー。彼らの発言から両者の思想が近いことが伺える

だろう。 
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経 済                        

「マドゥロ大統領 ラ米の統一通貨構想を支持」           

 

１月２３日 マドゥロ大統領は、与党支持者らを集めて、

大統領府のバルコニーにて演説。 

ブラジルのルラ大統領、アルゼンチンのフェルナンデス

大統領らが進めようとしているラテンアメリカ・カリブ

海地域の統一通貨構想を支持すると発言した。 

 

「ベネズエラはラテンアメリカ・カリブ諸国の統一通貨

に関するイニシアティブを支援し、参加する用意がある。 

 

私は統一通貨がいつか実現すると考えており、その必要

性を感じている。なぜなら時に各国はドルを得ることが

困難になるためだ。各国中央銀行が為替レートを定めて、

統一通貨に関する合意を交わすことが出来る。 

 

ブラジル・アルゼンチンの統一通貨がどのようなものに

なるかは知らない。米州地域でどのように機能するかも

知らない。 

 

しかし、私は外国通貨に依存する国の経済がどのような

リスクにさらされているかを理解している。」 

と発言した。 

 

「副大統領 ２２年のインフレ率は２３４％」         

 

１月２３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、トルコ

から来た６０社の企業ミッション団の前で演説。 

 

２０２２年のベネズエラのインフレ率は年率２３４％

で、過去７年で最も低い水準だったと説明した。 

 

ロドリゲス副大統領は、２２年は下旬に物価の上昇がみ

られたものの、経済成長を受けて、問題は解消するだろ

うとの見解を示した。 

 

なお、以下はロドリゲス副大統領が説明の際に使用した

スライド。 

 

２０１２年のインフレ率は、年率２１．０７％。 

２０１３年は４０．６４％。 

２０１４年は６２．１７％。 

２０１５年は１２１．７４％。 

２０１６年は２７４％。 

２０１７年は８６３％。 

２０１８年は１３万６０％。 

２０１９年は９，５８５％。 

２０２０年は２，９６０％。 

２０２１年は６８６％。 

２０２２年は２３４％となっている。 

 

 

（写真）副大統領府 

 

社 会                        

「賃金改定を求める大規模抗議行動を実施」           

 

１月２３日は、CELACのマドゥロ大統領不参加の発表、

ロサレスUNT党首やカプリレス元知事の発言など政治

的なニュースが比較的多い一日だったが、筆者の理解で

は、ベネズエラ国内で最も多く報じられた記事は「教員

らを中心とした労働者の抗議行動」である。 

 

この抗議行動を主導したのは、「大衆意思党（VP）」のグ

アイド元暫定大統領。 
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１月２３日 グアイド元野党国会議長は、支持者らに対

して教員らの抗議行動に参加するよう呼びかけ、抗議の

声を上げて未来を変えることを求めた。 

 

以下は、当日の抗議行動の様子。抗議参加者は、ベネズ

エラ中央大学から検察庁までデモ行進を行った。抗議行

動の目的は賃金改定。ここ１カ月ほど、教員を中心に労

働待遇の改善を求める抗議行動が活発化している。 

 

なお、治安当局との目立った衝突は報じられていない。 

 

この動きに対して、マドゥロ政権も与党支持者に対して

政治集会への参加を呼びかけた。「マドゥロ大統領 ラ

米の統一通貨構想を支持」の通り、与党支持者らが大統

領府前に集まり、マドゥロ大統領が演説を行った。 

 

 

（写真）Stefany Carvajal / La Patilla 

 

「ラウル・モロド元西大使 ベネ関連汚職で裁判」         

 

スペイン裁判所は、２００４年～０７年まで在ベネズエ

ラ・スペイン代表大使を務めていたラウル・モロド氏お

よびその息子（Alejo）、息子の嫁（Ana Catalina）の汚職

に関する裁判プロセスを進めることを決定した。 

 

容疑は２０１３年、１４年、１７年に行われた原油取引

で不当な着服を行ったためだという。 

 

捜査によりモロド元西大使らは PDVSA の取引に関連

して４５０万ドルを不正に受け取った可能性が明らか

になっている。 

 

なお、モロド氏が在ベネズエラ代表大使だった当時、ス

ペインの首相はマドゥロ政権と懇意な関係にあるロド

リゲス・サパテロ元首相だった。 

 

２０２３年１月２４日（火曜）              

政 治                       

「西政府 トーレス元内務司法相を受け入れ」        

 

１月２４日 スペインのホセ・マニュエル・アルバレス

外相は記者会見を実施。 

 

１月２２日にベネズエラのミゲル・ロドリゲス・トーレ

ス元内務司法相がスペインに到着し、スペインが同氏に

在留資格を与えたことを明らかにした。 

 

トーレス氏の滞在ステータスは政治亡命ではなく、現在

多くのベネズエラ人がスペインに滞在する際に適用さ

れている「人道的な観点からの受け入れ」というステー

タスになるという。 

 

また、アルバレス外相によると、現在スペインに居住し

ているベネズエラ人の数は合計で約７万人。 

 

そのうちトーレス氏と同じ「人道的な観点からの受け入

れ」というステータスでスペインに滞在しているベネズ

エラ人は２万５８０人いると補足した。 

 

また、今回のトーレス氏の釈放にはロドリゲス・サパテ

ロ元西首相が深く関与している。 

 

この件について「彼は人道的な理由から仲裁を行った」

と説明した。 
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「CELAC 出席国家主席 ベネズエラに言及       

 ～伯・亜マドゥロ擁護、智・パラグアイ反対～」          

 

１月２４日 「ラテンアメリカ・カリブ共同体（CELAC）」

の首脳会議が開催された。 

 

前述の通り、マドゥロ大統領不在での開催となった。加

盟国国家元首の多くがベネズエラ問題について言及し

ている。 

 

以下は筆者が報道で確認できた範囲での各国国家元首

のベネズエラに関するコメントである。 

 

最初にマドゥロ政権に共感的なグループとして、ブラジ

ル、アルゼンチン、ボリビアが挙げられる。 

 

ブラジルのルラ大統領は、グアイド元暫定大統領を批判。 

「私は多くの人からマドゥロの会議出席を拒絶する声

を聞いた。これらの人々は民主主義に対する蛮行を忘れ、

大統領ではない人物、ファン・グアイドを暫定大統領と

して認識した。 

 

あの人物は、度々、大統領ではないにもかかわらず大統

領として発言をした。そして、英国銀行に保管されてい

るベネズエラの GOLD を自身の物にした。私はみんな

に誰が国庫を奪ったのかを質問したい。 

 

２つのことを考えなければいけない。１つ目は、他国の

決断を尊重することだ。私はロシアのウクライナ侵攻に

反対している。同様に外国の介入にも反対している。ベ

ネズエラで起きている介入にも反対している。」と指摘

した。 

 

これに対して、グアイド議長はソーシャルメディアにて

反論を投稿。 

 

 

「蛮行とは、教員の給料を月額６ドルにすることだ。彼

らがそうする理由は、ベネズエラに民主主義がないから

だ。そして、Odebrecht らと結託し、ベネズエラの原油

を略奪したからだ。 

 

偽善者は民主主義について語る。彼（ルラ）は政治イデ

オロギーを理由にマドゥロや経済について語らない。」 

と応酬した。 

 

アルゼンチンのフェルナンデス大統領は、米国および各

国に対してベネズエラ、キューバへの経済制裁を解除す

るよう要請した。 

 

「我々は世界で最も不平等な大陸で生きている。平等と

社会正義へのプロセスを歩まなければいけない。 

私はこの機会に全ての国に対して、ラテンアメリカで苦

しんでいる国へのブロック（制裁）を終わらせるよう求

める。」との見解を示した。 

 

他、ボリビアからはマドゥロ大統領の盟友エボ・モラレ

ス元大統領が出席。「ベネズエラは絶えず米国の謀略の

被害を受けている」と米国の姿勢を強く訴えた。 

 

逆にマドゥロ政権に否定的な国として挙げられるのは、

パラグアイとチリ。ただし、特にパラグアイの発言自体

はこれまでよりも緩やかなものになっている印象だ。 

 

パラグアイのマリオ・ベニテス大統領は、「我々は、７

００万人超のベネズエラ国民が自国を離れ、難民申請を

している状況に目を背けてはいけない。」 

「ベネズエラの問題は忘れることは出来ず、解決を模索

するためにむしろ取り上げるべきだ。」と主張。誠実な

対話を進めることを求めた。 

 

他、チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、ベネズエラ・

ニカラグアの野党政治犯を解放するよう要請した。 
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同時に米国の制裁についても否定的な見解を示した。 

「排他的な政治は結果を生み出さず、長期的にも成立し

ない。これはラテンアメリカ・カリブ海地域の歴史が証

明していることだ。これは米国のキューバに対する妨害

行為である、直近ではベネズエラに対する妨害行為のこ

とだ。」と述べた。 

 

「ペトロ政権 ベネにコロ元議員の引渡要請か」         

 

ベネズエラとコロンビアの間には解決するべき複数の

政治問題があるが、その中の１つに「コロンビアの元国

会議員、アイダ・メルラノ氏の処遇」がある。 

 

メルラノ元国会議員は、２０１４年～１８年にかけてコ

ロンビアの下院議員を務めた人物。 

 

２０１８年には上院議員選に出馬し、当選したが、この

選挙で有権者に約１４ドルを支払うことで自身に投票

するよう求める賄賂の支払いが確認され、逮捕され、懲

役１５年の判決を受けた。 

 

しかし、２０１９年に病院への移動中に脱走。ベネズエ

ラに亡命をした。 

 

当時、マドゥロ政権とコロンビアのドゥケ政権は極めて

仲が悪く、メルラノ氏はコロンビアに引き渡されること

なく現在に至っている。 

 

しかし、ペトロ政権に代わり状況が変化。 

メルラノ元議員は、ペトロ政権に対して、「コロンビア

に戻り裁判を行いたい」と要請している。 

 

本件について、ペトロ大統領が自身の見解を表明。 

マドゥロ政権に対してメルラノ元議員の引き渡しを要

請する意思があると述べた。 

 

 

 

（写真）Maduradas “アイダ・メルラノ元国会議員” 

 

経 済                       

「野党 民間セクターの給料調査を公表         

     ～平均給料は月額１３８．５ドル～」            

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２０２２年１２

月時点のカラカス首都区に住む民間セクターの労働者

賃金の調査結果を公表。 

 

平均給料は月額１３８．５ドルで、２０２１年１２月の

調査からは４９％増加したという。 

 

なお、役職別では 

「管理職」が月額３０７．５ドル 

「専門家」が月額１９８．２ドル 

「労働者」が月額１２６．８ドル 

だったという。 

 

なお、多くの公務員は最低賃金＋現金給付くらいの賃金

しか受け取っておらず、５００万人ほどの給料が月額１

４ドルだという。 

 

他、カラカス首都区での支払いについての調査も実施。 

５４．５％の取引はボリバル建て、４５．５％がドル建

てで支払われているとした。 
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（写真）OVF 

 

「BNC 銀行吸収合併で民間金融機関トップに」         

 

「Banco Nacoinal de Credito（BNC 銀行）」は、ベネズ

エラの民間金融機関の中で最も勢いがある金融機関だ

ろう。 

 

２０２２年 BNC 銀行は「Citibank Venezuela」と「BOD

銀行」を吸収した。これにより、民間金融機関としては

最も大きな金融機関になり、国営銀行「Banco de 

Venezuela」の次に大きな金融機関になった。 

 

 

 

現地金融コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」によると、BNC 銀行の融資額は約１６．４

億ボリバル。融資額は前年比１，２４４．７％増であり、

上位５行の中で最も融資額の増加が大きい銀行だった

という。 

 

また、２０２２年に民間金融機関で最も預金額が増えた

銀行も BNC 銀行だという。 

 

なお、２２年時点の同行の預金額は約５０．１億ボリバ

ルで、国内で２番目に多い。２０２１年は４番目だった

ので、１年で２行を抜いたことになるとした。 

 

社 会                       

「米国裁 虐待でマドゥロ政権へ賠償金を命令」            

 

米国マイアミ連邦裁判所は、ベネズエラ政府、「コロン

ビア解放戦線（FARC）」らに対して、ベネズエラ人弁護

士の不当な拘束と虐待を理由に１億５，３００万ドルの

賠償金支払いを命じた。 

 

この訴訟は、拘束されたベネズエラ人弁護士カルロス・

マロン氏とその家族が起こしたもの。マロン氏らは、マ

ドゥロ政権が FARC の関係者という扱いでこの訴訟を

起こしていた。 

「FARC」はテロ組織として、制裁による資産差し押さ

えがされていたとしても、差し押さえ資金から賠償金を

回収することが出来る。マドゥロ政権の凍結資産から賠

償金を回収することを目的としている。 

 

報道によると、マロン氏は米国に住んでいたが、２０１

８年にベネズエラに一時帰国。そこで並行レートの参照

サイト運営に関与したとの罪で拘束。その後、８７８日

間拘束され、マドゥロ政権から拷問を受けたとしている。 

 

以上 


