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（写真）@Venezolano “１８年８月の大統領ドローン攻撃事件 関係者１７名に懲役刑”
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「イランへの１００万 Ha の農地提供を非難」

～基礎食糧費は月額３９２ドル～」

「ベナルム職員 労働スト参加で拘束？」

「PDVSA コロンビアへガス輸出を検討」
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「トーレ・ダビッドに武装集団が侵入」
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「自殺者 ２０１７年と比べて１５０％増」
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「ペトロ新政権は、マドゥロ政権と政治テーマについて

２０２２年８月３日（水曜）
政

２０２２年８月５日（金曜）

協議することになるが、ベネズエラ野党との関係を率先

治

して切り離すようなこともないだろう。ただし、ペトロ

「ペトロ新政権 グアイド政権にも一定の配慮？」

新政権の運営は、ドゥケ政権と同じものにはならない。」
と言及した。

８月７日にコロンビアでグスタボ・ペトロ政権が発足す
る。

「独立野党 予備選挙への参加意思を表明」

コロンビア史上初の左派政権ということで、ベネズエラ
との外交関係が大きく変化すると考えられている。

チャカオ市のグスタボ・ドゥケ市長（独立野党「隣人の
力（FV）
」党首）は、予備選挙（２０２４年に実施予定

実際に７月末には、ペトロ新大統領が任命した外相がベ
ネズエラを訪問。ベネズエラ外相と面談し、外交関係の
改善について意欲を示すなど、ペトロ新政権の動向に注
目が集まっている（
「ベネズエラ・トゥデイ No.786」
）。
ベネズエラ中央大学の国際政治専門家のフェリックス・
アレジャノ氏は、ペトロ新政権の外交方針について、段
階的にベネズエラとの外交関係を正常化させることを
目指しており、大使の派遣・領事館の再開、国境の解放
などが最初のテーマになるだろうと指摘。

の大統領選に向けて、野党が統一候補を決めるための選
挙）に参加する意思を表明。
主要野党に対して、他の政党を排除するようなやり方を
しないよう求めた。
ドゥケ市長は
「野党が一部のグループの所有物のように思わせるわ
けにはいかない。」
と主要野党に警鐘を鳴らし、
「予備選挙へ参加するための扉が閉ざされたと感じた

グアイド暫定政権とのつながりをすぐに壊すようなこ
とはないのではないかとの見解を示した。

ようであれば、そう感じたグループは、その扉とは別の
扉で出馬する。
排他的な方針やエゴを捨てて、野党は昔のように団結し

グアイド議長はペトロ新大統領の当選を受けて
「グスタボ・ペトロ新大統領はベネズエラ国民の生活を
保護し、民主主義を取り戻すためのベネズエラの戦いを
支援してくれると考えている。ベネズエラとコロンビア
は歴史と人種を同じくする兄弟国である。
」
と投稿している。

なければならない。分裂すれば、最終的にはマドゥロ政
権が勝利する。隣人の力は、野党が統一候補を擁立する
ためにあらゆる努力をする」
との見解を示した。
主要野党の支持率が著しく落ちている中で、独立野党の

この投稿について、アレジャノ氏は「グアイド政権はペ
トロ新政権との関係を維持しようとする意思がある」と

リーダーであるドゥケ市長は、２０２４年の大統領選の
野党候統一補の有力者の１人でもある。

指摘。
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２０２２年８月５日（金曜）

融資不足の理由は、インフレ抑制のためマドゥロ政権の

「FAO ラ米地域の飢餓問題について警鐘」

通貨当局が預金準備率を大幅に引き上げ、銀行の融資能
「国連食糧機関（FAO）
」のラテンアメリカ地域を担当

力を制限しているためなので、矛盾した主張ではある。

している Mario Lubetkin 氏は、現在のラテンアメリカ
地域の食料事情について

また、マドゥロ大統領は１２月のクリスマスシーズンに

「ラテンアメリカ地域の現在の状況は歓迎できるもの

向けた準備を８月から開始すると宣言。１０月１日から

ではない。同地域は飢餓対策についてもっと重点を置く

正式にクリスマスシーズンに入ると発言し、企業家に対

必要がある。

して、経済成長をより強固なものにするためクリスマス
に向けて準備を始めるよう呼び掛けた。

同地域の飢餓問題に対する状況を信号で表すのであれ
ば、強い黄色信号だ。状況は悪化している。」とコメン

なお、マドゥロ政権は企業家の登録サイトを作っている。

トした。

マドゥロ大統領によると、現在の登録者数は３１８，１
９８人。６０％は女性、４０％は男性だという。

Lubetkin 氏は、食料事情が悪化している理由について

年齢は６０％が２５～４５歳、２１％が４６～５５歳、

Covid-１９、ウクライナ戦争、世界的なインフレ傾向、

１２．５％が５６歳以上だという。

気候変動などを挙げた。
また、２２年６月時点で融資額が多い銀行は以下の通り。
ラテンアメリカ地域の飢餓について、特に深刻な国とし
てハイチ（４７．２％）
、ベネズエラ（２２．９％）
、ニ

最も融資額が多いのは国営銀行「Banco de Venezuela」

カラグア（１８．６％）の３カ国を挙げた。

全融資額の２６．３％にあたる７億７８００万ボリバル。
次いで「BBVA Provincial」銀行が１９．１％の５億６，

逆に飢餓の問題が小さい国としてチリ（２．５％以下）、

５４１万ボリバル。

ウルグアイ（２．６％）を挙げた。
民間セクターの融資は全融資額の６９．９％を占める。

経

済

「マドゥロ大統領 金融機関に融資拡大求める
～融資の多い金融機関リスト～」
８月３日 マドゥロ大統領は、
「Motor Emprendedores」
という起業家を支援する趣旨の政府イベントに出演。
民間金融機関に対して、企業への融資を積極的に行うよ
う求めた。
多くの民間企業が活動再開の阻害要因として融資不足

（写真）Bancaynegocios

を挙げている。
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２０２２年８月５日（金曜）

アギレラ弁護士によると、ゴンサレス氏がどのような理

「イランへの１００万 Ha の農地提供を非難」

由で拘束されたのかは不明だという。また、「彼の家族
前号「ベネズエラ・トゥデイ No.788」で、マドゥロ政

がゴンサレス氏とのビデオカンファレンスができるよ

権がイランに対して農地１００万 Ha を提供したとの記

う当局に求めているところ」と説明した。

事を紹介した。
昨今ベネズエラでは給料改善に関する抗議デモが増加
本件について、ベネズエラの土地をイランに渡したとし

している。

て否定的な見解が多い。

社 会
民間団体「Gente del Petroleo」の Mohsen Kushki Tabar

「トーレ・ダビッドに武装集団が侵入」

氏は、同協定についてイランがこの土地を使って行うこ
とが不明瞭と懸念を表明した。

８月３日早朝

武器を所持したグループがカラカスの

「Torre de David」に押し入ったが、内務司法省・住居
「イランに１００万 Ha の肥沃な土地を渡すことはラテ

省・国軍らが対応し、同日中に問題は解決したようだ。

ンアメリカ地域の安定に強い懸念を生む。マドゥロ政権
の決定を強く拒絶する」と表明。

「Torre de David（トーレ・ダビッド）」はカラカスの象
徴的なタワーで、この機会にトーレ・ダビッドについて

「我が国の領土を他国との衝突に巻き込むべきではな

紹介したい。

い。
」と主張した。
「Centro Financiero Confinanzas」とも呼ばれ、元々は
また、この決定は「国民の利害にかかわる重要な事項」

金融企業の集まるビルとして１９９０年に着工した。

に定義される内容であり、憲法の規則では国民の判断を
仰ぐ国民投票に付すべき事案だとの見解を示した。

しかし、１９９４年の金融危機によりビルの建設は停止。
政府の管理下に置かれ、メンテナンスや取り壊しもされ

「ベナルム職員 労働スト参加で拘束？」

ないまま現在まで建設中の状態が続いている。

ヘスス・アギレラ弁護士は、８月２日に「CVG industria

そのうちに同ビルに不法侵入者が住むようになり、現在

Venezuelano de Aluminio CA（以下、 ベナルム）
」労働

では世界で最も高いスラムマンションとして知られて

組合のドグラス・ゴンサレス氏がカラカスに滞在中に拘

いる。

束されたと発表した。
YouTuber の Luis Hugas 氏が、Torre de David の屋上
ゴンサレス氏は、他の労働組合員らとともにカラカスで

からドローンで塔を写す動画を投稿しており、報道でも

給料や待遇改善に関する抗議行動に参加していたとい

報じられているので、紹介したい。

う。
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２０２２年８月５日（金曜）

この事件から４年が経過した２０２２年８月４日、最高
裁判所は、この事件に関与した１７名に対して有罪判決
を下し、以下の通り懲役刑に処した。
【懲役３０年】
Juan Carlos Monasterios
Argenis Valera
José Miguel Estrada
Oswaldo Castillo
Alberto Bracho
Brayan Oropeza
Henribert Rivas
Yolmer Escalona
Emirlendri Benítez
Yanin Pernia
Alejandro Pérez Gamez
Pedro Zambrano
（写真）Luis Hugas 氏

【懲役２４年】
Angela Expósito

２０２２年８月４日（木曜）
政

【懲役２０年】

治

José Eloy Rivas

「大統領暗殺未遂事件の関係者に判決下す
【懲役１６年】

～有罪１７名、最大で懲役３０年～」

Héctor Hernández Da Costa
２０１８年８月４日

マドゥロ大統領およびフローレ

ス大統領夫人らは、軍事イベントに参加。演説中にドロ

【懲役８年】

ーンが飛来し、空爆を受ける事件が起きた（
「ベネズエ

Juan Carlos Requesens

ラ・トゥデイ No.172」
）
。
【懲役５年】
マドゥロ政権は、この事件について、コロンビアにいる

Wilder Vásquez

反マドゥロ政権グループと一部野党が共謀したものと
主張。複数の逮捕者が出ているものの、判決は下されて

中でも最もメディアで報じられているのは、「第一正義

いなかった。

党（PJ）」のファン・レケセンス氏。野党側はレケセン
ス氏の判決について事実無根と主張。

5 / 8

VENEZUELA TODAY
２０２２年８月３日～８月４日報道

No.７８９

マドゥロ政権による政治的な迫害と主張している。

２０２２年８月５日（金曜）

「急進野党系記者アンゴラ氏を指名手配」

レケセンス氏は、この事件を実行したグループの国境移

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、ベネズエラ人

動を手伝ったとして１８年８月７日に拘束され、移動を

記者のカルラ・アンゴラ氏を捜査対象にすると発表。指

支援したことを認める証言が公開されている（
「ベネズ

名手配をかけた。

エラ・トゥデイ No.173」
「No.175」
）
。
アンゴラ氏は米国マイアミ在住の急進野党系の記者で、
ただし、移動を手伝ったのは PJ のフリオ・ボルヘス幹

マドゥロ政権を強く非難する記者の１人としてベネズ

事長の指示によるもので、自身は移動するグループの目

エラでは有名な人物である。

的は知らなかったと証言している。
８月２日 米国政府は、アフガニスタンの武装勢力アル
野党側はこの証言は、マドゥロ政権に強要されたものと

カイダ指導者のアイマン・アルザワヒリ氏をドローン攻

して無効と認識している。レケセンス氏自身は本件につ

撃で殺害したと発表した。

いては無言を貫いており、両者の意見が食い違ったまま
現在に至っている。

アンゴラ氏はマイアミのテレビ番組「EVTV」にて、ア
ルカイダ指導者の殺害について言及。

それから約２年が経過した２０２０年８月には自宅軟

米国政府は、どうしてマドゥロについても同様の理由か

禁措置に変更され、現在は自宅で拘束されている（「ベ

らドローン攻撃で殺害しないのか？とコメントした。

ネズエラ・トゥデイ No.491」
）
。
このコメントについて、検事総長は、殺害を教唆する行
為であり、憎悪を招く発言を公共の電波を通じて流した
と訴えている。

（写真）Bancaynegocios
“カルラ・アンゴラ記者”
（写真）第一正義党（PJ）
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２０２２年８月５日（金曜）

また、基礎食料費は月額３９２ドルで、先月から１２ド

「国会議長 コロンビアに犯罪者引き渡し要請」

ル、前年から８９ドル増えたと指摘。OVF が生活費に
８月４日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、コロ

関する観測を始めてから最も高かったとした。

ンビア政府に対して、主要野党の一角「第一正義党（PJ）
」
のフリオ・ボルヘス元幹事長を引き渡すよう要請した。
本件は本稿「大統領暗殺未遂事件の関係者に判決下す」
に関連したもの。
先の記事でも触れた通り、懲役８年の判決を受けたレケ
センス氏は、フリオ・ボルヘス氏に頼まれてテログルー
プのベネズエラ入国を手伝ったと証言している。
この証言が事実であれば、ボルヘス氏は１８年に起きた
ドローン攻撃に深く関与した人物ということになる。
正確な背景を知らなければ一蹴してしまいそうな訴え
だが、２０２０年５月に起きた「Gedeon Operation」で
は、コロンビアにいる離反軍人と野党が共闘していた事
実が確定している。
１８年のドローン攻撃に野党が関与していない方が不
自然な印象はある。

経

済

「OVF ７月のインフレ率は先月比５．３％増
～基礎食糧費は月額３９２ドル～」
８月４日 「ベネズエラ金融観測所（OVF）
」は、７月
のインフレ率が先月比５．３％増だったと発表した。
２１年８月～２２年７月までの１２カ月の累計インフ

（写真）OVF

レ率は１３９％、２２年１月～７月までの７か月間だと
６２％ということになる。
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「PDVSA

No.７８９

コロンビアへガス輸出を検討」

２０２２年８月５日（金曜）

社 会
「自殺者 ２０１７年と比べて１５０％増」

コロンビアがペトロ新政権に代わり、両国の経済関係が
正常化に向かう可能性が高くなっている。

「ベネズエラ暴力観測所（OVV）
」は、２０２２年１月
～５月の自殺者数が１３７名だったと発表。２０１７年

この状況を受けて、PDVSA はコロンビアへのガス輸出

当時と比べて１５０％増えたとした。

も検討しているという。
OVV のファビアナ・サンタマリア氏によると、自殺者
「Bloomberg」が「Group Energio Bogota（GEB）
」のフ

を増やした要因は Covid-１９だという。

ァン・リカルド・オルテガ氏に行ったインタビューによ
ると、内部でベネズエラからコロンビアへのガス輸出の

Covid-１９で外出が制限されるなど、精神的にダメージ

検討が進んでいるという。

を受けたことで自殺に追い込まれる人が出ていると警
鐘を鳴らした。

両国には「Antonio Ricaurte」というガス管があり、両
国にとって経済的に大きなメリットのある取引だとい
う。
ベネズエラ側としては輸出増加を求めており、コロンビ
ア側もガス供給を安定させたいという意思があるよう
だ。
しかし、取引再開には米国の制裁ライセンスが必要で、
コロンビアだけの意志では決められない問題のようだ。
両国をつなぐガスパイプラインは２００７年に稼働。ベ
ネズエラのスリア州からコロンビアのリオアチャ県を
経由し、グアヒーラ県まで続いている。
ベネズエラはこのパイプライン建設に３億３，５００万
ドルを投資したという。
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