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（写真）マリア・ベアトリス・マルティネス新 PJ 党首 “第一正義党 党役員を交代” 

 

 

２０２２年９月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「欧州 ベネズエラ外相と面談・制裁見直し議論 

～モレノ最高裁の個人制裁を延長～」 

「米マルコ・ルビオ議員 フロリダ州知事擁護」 

経 済                     

「コロンビア ベネズエラから尿素を調達 

～Monomeros 工場で肥料原料として使用～」 

「Conviasa 制裁でコロンビアへの運航は不可」 

「２０２２年 GDP 成長率は前年比８％増？」 

社 会                     

「Fat Leonard 米国海軍４４０名超が汚職に関与」 

22 年 9 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「第一正義党 幹部職を交代 

～新たな党首はマリア・ベアトリス氏～」 

「マドゥロ大統領 国連総会で演説」 

「国防相 コロンビアと軍事関係協力で合意」 

「国境再開イベント ペトロ出席しない見通し」 

経 済                    

「Trupial ９月２６日から運航」 

社 会                    

「大雨でチャカオ交通網が混乱」 

「Nacho 氏コンサート ZODI が中止したが」 
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２０２２年９月２３日（金曜）             

政 治                       

「欧州 ベネズエラ外相と面談・制裁見直し議論     

      ～モレノ最高裁の個人制裁を延長～」       

 

ベネズエラのカルロス・ファリア外相は、ニューヨーク

で国連総会に出席している。 

 

９月２２日 ファリア外相は、ニューヨークで欧州連合

のジョセップ・ボレル外交政策委員長と会談。 

 

ベネズエラと欧州の関係について、相手を尊重した平和

的な外交を発展させることで合意した。 

 

また、ファリア外相は「ボレル外交政策委員長とベネズ

エラへの一方的で不当な制裁について議論を行った」と

説明した。 

 

先日、米国のブライアン・ニコルス国務省次官は、マド

ゥロ政権に対して与野党協議の早期再開を要求。 

 

協議を再開しない場合、制裁を強化することも視野に入

れると示唆。 

 

これに対して、マドゥロ大統領は「帝国主義で支配主義

的な外交を放棄し、平和と開発のための外交方針に転換

しろ」と反論していた。 

 

ファリア外相の発言は、米国の対応について欧州に抑止

を求める意味を込めたものと報じられている。 

 

一方、現地メディア「Ultimas Noticias」の Eligio Rojas

記者は、欧州連合がマイケル・モレノ前最高裁判長に対

する個人制裁を１年間延長したと報じた。 

 

 

 

（写真）カルロス・ファリア外相 

 

「米マルコ・ルビオ議員 フロリダ州知事擁護」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.809」にて弁護士団体

「Lawyers for Civil Ringht（LCR）」が、フロリダ州のロ

ン・デサンティス知事（共和党）に対して不法移民を迫

害したとして集団訴訟を起こしたとの記事を紹介した。 

 

本件について、共和党でベネズエラ問題について強く関

与しているマルコ・ルビオ上院議員（共和党）が自身の

ソーシャルメディアアカウントで見解を表明。 

 

フロリダ州知事の対応を擁護する見解を示した。 

 

「違法に入国した人を許す国が存在するだろうか。彼ら

は国の法律を犯し、その後弁護士とともに我が国と我が

政府に対して訴訟を起こした。 

 

米国は我が国の法律を犯した人々が違反した法律をも

とに訴訟を起こすことができる唯一の国だ。」 

と投稿した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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経 済                        

「コロンビア ベネズエラから尿素を調達        

  ～Monomeros 工場で肥料原料として使用～」           

 

９月２３日 Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロン

ビア大使は、ベネズエラから１．６万トン超の尿素を購

入したことを明らかにした。 

 

この尿素はコロンビア（バランキージャ）にあるベネズ

エラ政府系企業「Monomeros」で原料として使用される。 

 

「数時間後にバランキージャに船が到着する。この船は

グスタボ・ペトロ大統領の命により輸入されたもので、

ベネズエラから１．６万トン超の尿素が到着する。」 

と投稿。 

 

また、金額について１トン当たり６００ドル。 

他国から調達した場合は１トン当たり７３０～９３０

ドルほどかかるようで、ディスカウントされた価格で調

達できると補足した。 

 

 

（写真）Benedetti 在ベネズエラ・コロンビア大使 

 

ベネズエラのタレク・エル・アイサミ石油相も国営放送

に出演し、本件について追認。 

 

 

 

 

「Pequiven が生産した肥料の原料となる尿素が数時間

内にコロンビアに到着する。ベネズエラはコロンビアの

農業生産を支援する意思がある。 

 

我々はMonomerosを再びコロンビアの農業セクターに

必要不可欠な存在にする。」 

と説明した。 

 

「Conviasa 制裁でコロンビアへの運航は不可」         

 

９月２６日に、コロンビアとベネズエラの国際線、陸路

での越境が再開される予定となっている。 

 

国際線については、同日よりベネズエラ国営航空会社

「Conviasa」の運航が始まる予定だったが、この予定は

中止になった。 

 

９月２３日 Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロン

ビア大使は、「米国の制裁を理由に Conviasa がボゴタに

来ることはできない」と説明した。 

 

「Conviasa がボゴタに来ることはできない。米国の制

裁リストを理由に同社の飛行機がコロンビアを飛行す

ることはできない。 

 

仮に米国の外国資産管理局（OFAC）がライセンスを発

行するならば、Conviasa と金融取引をすることが可能

だ。」と述べた。 

 

Conviasa は一応他の国で飛行をしており、コロンビア

だけ特別に移動できないということはないだろう。 

 

ただし、制裁により Conviasa の金融取引が制限されて

いることは事実と思われ、米国のライセンスがない限り

中長期的に色々な問題が出ることが予想される。 
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「２０２２年 GDP 成長率は前年比８％増？」                  

 

経済学者で世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レ

オン社長は、２０２２年のベネズエラの経済成長につい

て、「当初想定していたよりも、穏やかなものになる」

との見解を示した。 

 

「２０２２年の経済成長率は８％程度になるだろう。 

当初は１２％の経済成長率を予見していたが、想定して

いたよりも穏やかなものになる。」と説明した。 

 

また、レオン社長は経済成長を加速させるためには現在

の政策を変更する必要があると指摘。 

「政治的な柔軟性を高める必要がある。 

政治の機能不全が、人道危機、インフラ整備不全、経済

活動の停滞を引き起こしている。 

 

医療・食料・電気・水・教育などの分野で政治的な合意

を交わす必要がある。外国にあるベネズエラ政府資産は

ベネズエラ国民のために使用する義務がある。」 

と訴えた。 

 

また、インフレ率について「前年と比べて減速傾向には

あるものの年間１５０～２００％になると考えている。」 

と補足した。 

 

 
（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「Fat Leonard 米国海軍４４０名超が汚職に関与」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.810」にて、Leonard 

Francis（通称Fat Leonard）がベネズエラで逮捕された。 

 

Fat Leonard は、米国海軍との汚職を理由に一度は逮捕

され、その後自宅軟禁を命じられていたが、カリフォル

ニアの自宅から脱走。ベネズエラに到着したところで逮

捕された。 

 

Fat Leonard は、米国海軍のスキャンダルとして冷戦以

降最も大きなスキャンダルを起こした人物と報じられ

ている。 

 

ベネズエラではFat Leonardがどのような汚職を犯した

のか報じられているので、その内容を紹介したい。 

 

Fat Leonard はマレーシア人企業家で１５８キロの巨体

のため“Fat”というあだ名がついているという。 

 

Fat Leonard はシンガポールの企業「Glenn Defense 

Marine Asia (GDMA)」を通じて米国海軍から船舶サポ

ート関連の業務を請け負っていた。 

 

そして、契約の見返りに米国海軍の多くの人に賄賂、旅

費を肩代わりする、高価な物品をプレゼントするなどし

ていたという。 

 

２０１７年時点の調査では、少なくとも４４０名の米国

海軍関係者がFat Leonardから賄賂を受け取っているこ

とが確認されている。 

 

Fat Leonard はロシアに移動しようとしていたようだが、

ベネズエラで拘束された。両国の外交関係は極めて悪く、

同氏の引き渡しができるか不透明な状況となっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be526f37f4de2a748bc2db15b5011d48.pdf
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２０２２年９月２４日～２５日（土曜～日曜）              

政 治                       

「第一正義党 幹部職を交代            

   ～新たな党首はマリア・ベアトリス氏～」        

 

主要野党の一角「第一正義党（PJ）」が党幹部職を交代

した。 

 

党首はマリア・ベアトリス・マルティネス氏。 

 

マルティネス氏は、２０１６年１月～２１年１月まで国

会議員（ポルトゥゲサ州選出）を務めていた。父のリカ

ルド・マルティネス氏はポルトゥゲサ州知事を務めたこ

とのある人物。 

 

PJ の中ではそこまでメディア露出度の高い人物ではな

く、政治家として活動を始めたのは２０１４年と政治経

験は少ない人物のようだ。 

 

マリア・ベアトリス・マルティネス氏を党首にした理由

は、PJ のイメージを一新したいという狙いがあるので

はないだろうか。 

 

トマス・グアニパ前党首、フリオ・ボルヘス前々党首に

対する国民からの否定的な意見は多い。ネガティブなイ

メージが強い昔からの野党政治家が表に出るのは得策

ではないと考えたのかもしれない。 

 

 

他の党役員人事は以下の通り。 

・国際部門担当副党首：フリオ・ボルヘス 

・政治担当副党首：トマス・グアニパ 

・党内担当副党首：エディンソン・フェレール 

・人材育成担当副党首：パオラ・バウティスタ 

・次世代担当副党首：ファン・レケセンス 

 

その他、党執行役員として、エンリケ・カプリレス元ミ

ランダ州知事、カルロス・オカリス・スクレ市長、ファ

ン・パブロ・グアニパ氏（野党国会第１副議長）なども

名を連ねている。 

 

「マドゥロ大統領 国連総会で演説」           

 

９月２４日 マドゥロ大統領は第７７回の国連総会で

演説を行った。 

 

実際のところ、マドゥロ大統領はニューヨークに行くこ

とは出来ないため、文章を作成。カルロス・ファリア外

相が代理でマドゥロ大統領の作成した文章を読んだ。 

 

「我が国が９１３の違法な制裁を受けていることを知

っている人はほとんどいない。これらの妨害行為が我々

の購入・販売・生産を妨害し、成長を阻害している。 

 

これらの妨害により我々は苦痛を強いられている。組織

的な集団リンチにより、ベネズエラ国民の生命・人権が

被害を受けている。 

 

これらの残酷な人道に対する罪に対して非難の声をあ

げることを迷わない。」と主張した。 
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「国防相 コロンビアと軍事関係協力で合意」         

 

９月２４日 ベネズエラのパドリーノ・ロペス国防相と

コロンビアのイバン・ベラスケス国防相が、ベネズエラ

のタチラ州サンアントニオで面談。 

 

両国の国境再開と防衛に関する協力を目的とした協議

委員会を発足すると発表した。 

 

ドゥケ政権の際には両国の国境付近に軍人らが配置さ

れ、緊張が高まっていたが、政権交代を受けて緊張は緩

和されている印象だ。 

 

 

（写真）ベネズエラ自国主権政治平和担当府 

 

「国境再開イベント ペトロ出席しない見通し」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.809」にて、９月２６日に

予定されているコロンビアとベネズエラの国境再開イ

ベントにペトロ大統領が出席する可能性があるとの記

事を紹介した。 

 

しかし、現時点でペトロ大統領が同イベントに出席する

ことは確認されていない。 

 

 

 

また、当日のイベント予定の中にもペトロ大統領の名前

は載っておらず、イベントには出席しない見通しと報じ

られている。 

 

９月２３日に Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロ

ンビア大使も「セキュリティの観点からペトロ大統領が

国境イベントに出席するとは思えない」との見解を示し

ている。 

 

経 済                       

「Trupial ９月２６日から運航」            

 

「Conviasa 制裁でコロンビアへの運航は不可」で紹介

した通り、Conviasa の飛行機がコロンビアを飛行する

ことが出来なくなった。 

 

これにより同日、どの航空会社が運行を再開するのか分

からなかったが、ベネズエラの航空会社「Turpial Airline」

が運行をするようだ。 

 

９月２４日 Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロン

ビア大使は、「Turpial Airline」が９月２６日からボゴタ

―カラカス間の運航を再開すると発表した。 

 

「ビックニュース！ベネズエラの航空会社 Trupial 

Airlne が９月２６日にボゴタに到着する許可を受けた。

１２月末までに２７の飛行機の運航が予定されており、

Trupial は最初の航空会社になる。」と投稿した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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社 会                       

「大雨でチャカオ交通網が混乱」            

 

９月２５日 カラカスで大雨が降り、複数の道路が浸水

した。特にチャカオ市の被害は大きかったようで、木が

倒壊し、道路がふさがれるなどの事態になったという。 

 

 

 

 

（写真）グスタボ・ドゥケ市長、Maduradas 

 

 

チャカオ市のドゥケ市長によると、チャカオ市内では少

なくとも７本の木が倒れ交通を妨げたが、撤去は完了し

たという。また、今回の雨により物損は起きているが人

身被害はないと発表している。 

 

「Nacho 氏コンサート ZODI が中止にしたが」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.803」で、ベネズエラ人ボ

ーカリストのミゲル・イグナシオ・メンドーサ氏（通称

Nacho）が、９月２４日にマルガリータ島で無料コンサ

ートを開催するとの記事を紹介した。 

 

なお、Nacho 氏は９月２６日にボゴタへの運航を再開す

る「Turpial Airline」の株式５０％を購入した人物でも

ある（「ベネズエラ・トゥデイ No.806」）。 

 

同日、マルガリータ島の「５月４日通り」で無料コンサ

ートが開催される予定だったが、当日になり軍部の地域

治安維持部隊がコンサートを中止させ、コンサートは実

現しなかった。 

 

しかし、メンドーサ氏は同日に「margariteña 通り」で

サプライズライブを実施。周辺の住民らが歓喜の声をあ

げた。 

 

 

（写真）nacho 公式アカウント 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/052571f8691fb64f713bed892c616c07.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f60249d583cbd916ba3680ad3f85ec.pdf

