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（写真）@sumariuminfo “ELN 和平交渉団 ベネズエラ入り、コロンビア政府と交渉開始” 

 

 

２０２２年１０月３日（月曜） 

 

政 治                     

「ELN 交渉団 ベネズエラに到着 

～コロンビア外相 マドゥロ大統領と会談～」 

「カプリレス元知事 囚人交換について私見 

～第一正義党 囚人交換との関与を否定～」 

「CITGO 元役員５名 米国に帰国」 

経 済                     

「米ドルの偽札はコロンビアから」 

社 会                     

「１０月３日から学校再開、出席率低い」 

「チャカオ市で火災発生」 

２０２２年１０月４日（火曜） 

 

政 治                    

「WP マドゥロ政権の人権侵害を批判」 

経 済                    

「露からマルガリータへチャーター便が到着」 

「Movistar ベネズエラでの投資倍増」 

「ロンサンタテレサ 経済危機でコスト削減」 

「未完成公共事業の損失は３１６０億ドル」 

社 会                    

「大学の学費は半期で最低賃金４０か月分」 

「世論調査 ５１％は生活水準が悪化」 

「マリア・レオンサ像 マドゥロ政権が窃盗？」 
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２０２２年１０月３日（月曜）             

政 治                       

「ELN 交渉団 ベネズエラに到着           

  ～コロンビア外相 マドゥロ大統領と会談～」       

 

１０月２日 コロンビアのゲリラ組織「国民解放戦線

（ELN）」は声明を発表。ELN の和平交渉団がベネズエ

ラ入りしたことを明らかにした。 

 

「本日、同伴国に到着した。キューバ、ノルウェー、ベ

ネズエラが安全で保障ある対話に引き戻した」 

と発表した。 

 

ELN は、２０１７年２月にキトでコロンビア政府と交

渉を開始したが、イバン・ドゥケ前政権（２０１８年～

２２年）との関係が悪化。２０１９年１月にボゴタ警察

学校を攻撃し、２３名の死者が出る大きな事件を起こし

たことが決定打となり和平交渉が中断。ELN 幹部らは

キューバに亡命していた。 

 

なお、和平交渉が中断している間に ELN は勢力を拡大

しており、報道によると２０１９年当時、ELN の構成

員は１８００人だったが、現在は２５００人になってい

るという。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、今回の交渉団到着を

歓迎。自身のツイッターで 

「ペトロ政権と ELN との間で合意した内容に則り交渉

団が到着したことを歓迎する。キューバに滞在していた

交渉団に対して安全な帰還を保証する。 

 

ベネズエラは交渉の同伴国として、コロンビアと米州大

陸の平和に貢献する。」 

と投稿した。 

 

 

なお、ELN はコロンビア系ゲリラではあるが、ベネズ

エラとの関係は強い。 

 

非営利団体「InSinght Crime」の Jeremy McDermott 氏

によると、ELN 構成員の４０％はベネズエラに潜伏し

ているという。 

特にベネズエラの８州４０都市に ELN メンバーが集中

しており、同地域を実質的に支配しているという（具体

的な州名・市名は言及していない）。 

 

また、ベネズエラを起点にブラジル・ガイアナにも勢力

を拡大していると警鐘を鳴らした。 

 

１０月４日にはコロンビアの Álvaro Leyva 外相がベネ

ズエラを訪問。マドゥロ大統領およびシリア・フローレ

ス大統領夫人と会談した（下写真）。 

 

国営放送によると、Leyva 外相のベネズエラ訪問理由は

「両国の関係強化のため」のようだが、ELN との和平

交渉についての意見交換も行われたと報じられている。 

 

 

（写真）大統領府 
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「カプリレス元知事 囚人交換について私見         

  ～第一正義党 囚人交換との関与を否定～」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.814」にて、米国政府

とマドゥロ政権がそれぞれ拘束中の囚人を交換したと

の記事を紹介した。 

 

本件について、主要野党の一角「第一正義党（PJ）」の

エンリケ・カプリレス元知事はツイッターで見解を表明。

米国の対応に否定的なコメントを投稿した。 

 

「（米国とベネズエラの囚人交換に関して）米国政府は

常に自身の利害を守っている。そしてマドゥロは自身と

自身の取り巻きの利害を守っている。 

 

我々は取り残されている。数百万人のベネズエラ人は自

国の利害のために戦わなければいけない。特に忘れられ

た弱者のために戦わなければならない。」 

との見解を示した。 

 

つまり「米国政府の対応は、これまでも常に自国のため

に行ってきたことで、ベネズエラ人のことを考えた行動

ではない」という指摘だろう。 

 

主要野党の中でも「大衆意思党（VP）」は米国と歩調を

合わす方針だが「第一正義党（PJ）」はやや米国と距離

を置いている印象がある。 

 

１０月３日 「第一正義党（PJ）」は、声明文を発表。 

 

囚人の解放について「知らなかった」と表明した。 

 

また対話を通じて２０２４年の自由選挙を実現するべ

く注力するとした。 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「CITGO 元役員５名 米国に帰国」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.814」の通り、１０月１日

にマドゥロ政権は拘束していた米国人７名を解放した。 

 

７名のうちの５名は、２０１７年に拘束した CITGO 元

役員である。 

 

EFE 通信は関係者からの情報として、CITGO 元役員５

名が既に米国に戻ってきていると報じた。 

 

ブリンケン国務長官は、７名の解放を祝福。 

「ベネズエラで不当に拘束された６名の米国人 Jorge 

Toledo 氏、Tomeu Vadell 氏、José Luis Zambrano 氏、

Alirio Zambrano 氏、Matthew Heath 氏、Osman Khan

氏が解放されたことを歓迎する。同様に米国の永住権を

有する José Pereira 氏が解放されたことを歓迎する。」 

と述べた。 

 

本来、拘束されていた元 CITGO 役員はベネズエラ人だ

ったが、内密に米国籍を取得していたと言われている。 

とはいえ、まだ正式な米国籍が取れていない役員が複数

名いると報じられていたが、José Pereira 氏はまだ正式

には米国籍を取得していなかったようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0743557baf3f4b3dd8cd412cf46a8e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0743557baf3f4b3dd8cd412cf46a8e1.pdf
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経 済                        

「米ドルの偽札はコロンビアから？」           

 

ベネズエラで米ドルの偽札流通が拡大している。 

 

犯罪調査専門家の Luis Godoy 氏は、この偽札について

コロンビアとペルーから流れていると指摘した。 

 

「コロンビアの偽札製造は４０年の歴史がある。米ドル

札に限らず、様々な偽札を製造している。これらの偽札

はベネズエラ、エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、メ

キシコなどに流れている。」 

 

「ベネズエラではボリバル紙幣の偽札が製造されてい

る。なぜなら紙の調達が容易で、米ドル札と比べて高度

な技術が施されていないからだ。 

逆を言うと、ベネズエラ国内で米ドルの偽札は製造され

ていないと考えている。コロンビアには偽札を作る技術

も歴史もある。」と指摘した。 

 

社 会                        

「１０月３日から学校再開、出席率低い」           

 

１０月３日から新学期（２０２２年～２３年）が始まる。 

 

Yelitze Santaella 教育相によると、８００万人の学生が

新学期を迎えるという。 

 

ただし、学校に通う人はかなり少ないようだ。 

 

１０月４日 「学校労組」の Raquel Figueroa 氏は、学

校に来た学生は２０％程度にとどまったと発表した。 

 

また、給食が出ない学校は全体の８５％とほとんどの学

校で給食が出なかったと指摘した。 

 

 

また、教員の出席率も低く、学校に来た教員は全体の５

７％。つまり、４３％の教師が学校に来なかったとした。 

 

「チャカオ市で火災発生」                  

 

１０月３日午前 チャカオ市で火災が発生した。 

 

チャカオ市のドゥケ市長によると、火事は Páez 通りで

起きたという。 

 

位置的には「サン・イグナシオ・ショッピングセンター」

からまっすぐ降りて「フランシスコ・ミランダ通り」に

当たる地点で起きたようだ。 

 

ドゥケ市長によると、消防隊・チャカオ警察らが駆け付

け数分で消火に成功。死者は出ておらず、建物などへの

被害しか報告されていないという。 

 

 

（写真）ドゥケ・チャカオ市長ツイッター 
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２０２２年１０月４日（火曜）              

政 治                       

「WP マドゥロ政権の人権侵害を批判」        

 

米国紙「ワシントンポスト」は、９月２６日に国連の独

立調査団が公表したマドゥロ政権および政府関係者に

よる人権侵害に関するレポートについて記事を投稿し

た。 

 

「チャベス政権およびマドゥロ政権下でのベネズエラ

人の苦しみは明白である。長年の深刻な経済停滞、民主

主義の亀裂、大量の移民など悲劇が起きている。 

これらの問題を沈黙させるためマドゥロ政権と暴力的

な治安維持組織が抑圧を行っている。」 

 

「マドゥロ政権の犯罪行為を見過ごしてはいけない。」 

と訴えた。 

 

ただし、この指摘は正確なものとは言えないだろう。 

 

「マドゥロ政権が抗議を抑圧すること」と「経済が停滞

し、人々が苦しむこと」のリンクが不明瞭である。 

 

チャベス政権時代の方が強引だったと思うが、経済は回

っていたし、移民問題は起きなかった。 

 

実際のところ、「経済が停滞し、人々が苦しむこと」と

強くリンクしているのは「米国の経済制裁」である。こ

れは経済指標をみれば明確。 

 

そして「大量の移民」は「マドゥロ政権が抗議を抑圧す

ること」が理由ではなく「経済が停滞し、人々が苦しむ

こと」が理由である。 

 

 

 

 

たしかにマドゥロ政権が人権侵害と言える行為を行っ

ているという事実はあるが、現在のベネズエラが直面し

ている一番の問題は経済低迷であり、それを引き起こし

ているのは米国の経済制裁だろう。 

 

「ワシントンポスト」は、この事実を理解した上で、正

義の言葉を用いて事実を隠しているように見える。 

 

経 済                       

「露からマルガリータへチャーター便が到着」         

 

欧米を中心に世界中から非難されているロシアだが、マ

ドゥロ政権は引き続き良好な関係を維持している。 

 

１０月４日 ロシアのチャーター便がベネズエラのヌ

エバエスパルタ州マルガリータ島に到着したと報じら

れた。マドゥロ政権はロシアと観光分野での関係強化を

求めており、その一環となる。 

 

Leticia Gómez 観光省次官によると、チャーター便には

４１７名のロシア人観光客が乗っているという。 

またキューバからの観光客も来るとしており、政治的な

同盟国との関係を強化する意思を示した。 

 

 

（写真）観光省 
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「Movistar ベネズエラでの投資を倍増」         

 

携帯サービス会社「Movistar」の José Luis Rodríguez 

Zarco 社長は、今後２年間でベネズエラでの投資を倍増

すると発表した。 

 

「Movistar」によると、現在４G+が利用できる地域は

ベネズエラでは５７都市だが、対象都市を増やすとした。 

 

また、新たに「Movistar Plus 4GB」および「Movistar Plus 

10GB」のサービスも追加するとした。 

 

これらの目標を達成するため、今後２年間でベネズエラ

に２．７億ドルを投資し、現在の通信システムを改良・

メンテナンスするとした。 

 

「ロンサンタテレサ 経済危機でコスト削減」         

 

経済的に厳しい状況が続くベネズエラだが、老舗ラム酒

メーカー「ロンサンタテレサ」は原料の多くを国内で調

達できることもあり、この状況でも業績は比較的堅調。

同社のラム酒は日本へも輸出されている。 

 

「ロンサンタテレサ」の Alberto Vollmer 社長（外国投

資促進委員会（Conapri）の代表も兼任）は、過去数年

の会社の状況について 

「我が国を襲った金融危機は非常に厳しいもので、我が

社はコスト削減を行った。これにより結果的にロンサン

タテレサは成長した。」とコメントした。 

 

Alberto Vollmer 社長はラグビーが好きで、受刑者をラ

グビーチームに入れて更生させるという「アルカトラ

ズ・プロジェクト」でも有名な人物である。 

 

ベネズエラのラム酒産業については「ウィークリーレポ

ート No.118」を参照されたい。 

 

「未完成公共事業の損失は３１６０億ドル」         

 

汚 職 調 査 な ど を 行 う 非 政 府 系 団 体 「 Transparencia 

Venezuela」は、故チャベス政権からマドゥロ政権まで

に行われてきた公共事業の完了状況に関する調査を公

表した。 

 

「Transparencia Venezuela」によると、２４６件の公共

事業が完了しておらず、そのうち１５３件は完全に止ま

っているという。 

 

これらの公共事業が該当する分野は「道路建設（３５件）」

「交通システム整備（２７件）」「住居（２３件）」「医療

（２２件）」「教育（２２件）」「食料（２１件）」など多

岐にわたる。 

 

未完了の公共事業が最も多い州はララ州で６６件、次い

でバリナス州が４５件、スリア州が２２件、ボリバル州

が２１件だという。 

 

これらの公共事業に対して支出した金額は合計で３，１

６０億ドルと指摘。これらの金額は汚職資金として消え

たとしている。 

 

 

（写真）Globovision 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf
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社 会                       

「大学の学費は半期で最低賃金４０か月分」            

 

現地メディア「La Prensa de Lara」は、ベネズエラの私

立大学の学費について、半期で最低賃金４０か月分かか

ると報じた。 

 

ララ州の「Fermin Torres 大学」の調査によると、入学

費として１２０ドル、学費が半期で７００ドルだという。 

 

現在の最低賃金は月額１６．２５ドルなので、４３カ月

分に相当するとした。 

 

別の「Yacambu 大学」の場合、半期の学費は合計で６３

６ドル。３９カ月分に相当する。 

 

日本からすると異常に安いが、ベネズエラの賃金レベル

で見ると高額になるということだろう。 

 

「世論調査 ５１％は生活水準が悪化」           

 

コンサルタント会社「More Consulting」の調査による

と、少なくとも５１％のベネズエラ人は現在の経済状況

について前年よりも悪化したと認識しているという。 

 

調査は全国１２００人を対象にしたもので、「自身の経

済状況が前年からどのように変わったか」を質問したも

の。 

 

同調査によると 

「とても悪化した」の回答は２６．９５％ 

「やや悪化した」は１４．３％ 

「同じあるいはやや悪化した」は９．７％だった。 

 

 

 

 

また、経済状況が悪化した理由について 

「マドゥロ政権の政策運営」との回答は４８．６％。 

「並行レート」が２７％という結果だったという。 

 

「マリア・レオンサ像 マドゥロ政権が窃盗？」         

 

シモンボリバル空港からカラカスに向かう途中で裸体

で骨盤の骨を掲げ、バクに乗る「マリア・レオンサ像」

という像を目にする。マリア・レオンサはベネズエラ先

住民の女性で、ベネズエラの美の象徴と言われている。 

 

このマリア・レオンサ像を修繕のため「カラカス都市大

学」の倉庫で保管していたようだが、この間にマドゥロ

政権がマリア・レオンサ像を保護するために持ち去った

という。 

 

マドゥロ政権のエルネスト・ビジェガス文化相は、マリ

ア・レオンサ像は良好な状態でマドゥロ政権が保管して

いると発表したが、「カラカス都市大学」はマリア・レ

オンサ像の所有権は同大学にあり、マドゥロ政権の対応

は窃盗にあたると指摘している。 

 

 

（写真）En el Tapete 

 

以上 


