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（写真）マニュエル・ロサレス・スリア州知事 “与野党協議について提案” 

 

 

２０２２年７月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「ロサレス知事 与野党協議について提案 

～凍結資産を公共サービスの復興に使用～」 

「Consultores２１ 予備選挙の投票率は１５％？」 

経 済                     

「OVF ２２年前期の経済活動率は１２．３％」 

「ベネズエラ・カナダ 政治関係悪化で取引減」 

「赤道ギニア 石油分野で PDVSA と協力協定」 

社 会                     

「アンドレス・ベジョ大学に E スポーツ学科」 

「盗まれた美術品 ベネズエラへ戻る」 

２０２２年７月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 アウグスト・ラミレス氏を護民官に任命」 

「与党 ペトロ次期大統領に Monomeros 調査要請」 

「アルゼンチン Emtrasur の貨物を解放」 

経 済                    

「証券業界は資金調達手段の１５％を占める 

～不動産業界 資金調達のため証券を検討～」 

社 会                    

「Covid-１９感染拡大受けて入国管理を強化」 

「２２年前期の抗議行動は約４０００回」 

「ダリエン地峡 １～５月に１．７万人通過」 
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２０２２年７月２５日（月曜）             

政 治                       

「ロサレス知事 与野党協議について提案       

  ～凍結資産を公共サービスの復興に使用～」       

 

スリア州のマニュエル・ロサレス知事は、与野党協議を

始めるにあたり、マドゥロ政権および野党統一プラット

フォームに対する提案を発表した。 

 

提案の中心は、外国にあるベネズエラ政府資産をベネズ

エラの電力・水道・教育・医療の問題を解決するために

使用するというもの。 

 

ロサレス知事によると、現在外国には制裁を理由に凍結

されている資産が多くあり、この資金を公共サービスの

問題解決のために使用するべきとの見解を表明した。 

 

また、与党と野党の共同委員会の発足を提案。ベネズエ

ラ国民が直面する問題に対して共同で解決に当たるべ

きとの考えを示した。 

 

「人々は自身の生活の問題を解決したがっている。ベネ

ズエラは前に進まなければいけない。全てのベネズエラ

国民はこの国で起きている悲劇から脱出するための努

力を惜しんではいけない。 

 

問題の解決を望む声は大きくなっている。我々は明確さ

と、確固たる意志を持ち、冷静に問題解決にあたらなけ

ればいけない。 

 

私は与野党協議への参加を望んでいる。一部のグループ

や政治家の利害のために無駄にしている時間はない。そ

のような行為はベネズエラ国民が許さない。 

 

 

 

提案は、CAF や BID や国連などの国際機関の支援を受

けて投資を呼び込み、FBI で凍結されている５０億ドル

の特別引出権を使用できる状況にし、英国で保管されて

いる GOLD の凍結を解除し、ポルトガルに預けられて

いる１２億ドルの資金の凍結を解除することだ。 

 

５０億ドルは電力システムの復興のために使用する。 

５億ドルは水道システムの復興のために使用する。 

３．５億ドルは医療分野に使用する。 

２億ドルは教育分野、１０億ドルは食料のために使用す

る。」と主張した。 

 

複数の世論調査会社のアンケートを見る限り、マニュエ

ル・ロサレス知事は最も野党統一候補に近い人物と考え

られている。 

 

同氏の考えを前提に与野党協議が進められるとすれば、

合意に至る可能性もありそうだ。 

 

 

（写真）ロサレス知事 twitter 
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「Consultores２１ 予備選挙の投票率は１５％？」         

 

世論調査会社「Consultores２１」のサウル・カブレラ氏

は、野党が予定している大統領選の統一候補を決めるた

めの予備選挙について、投票率は低いとの見解を示した。 

 

「Consultores２１」が行った調査によると、予備選挙の

投票率は１５％だという。 

 

個人的には、現在の野党の勢いであれば投票率１５～２

５％程度が妥当ではないかと考えている。 

 

なお、人気のある野党候補は、急進野党のマリア・コリ

ナ・マチャド党首、エンリケ・カプリレス元ミランダ州

知事、マニュエル・ロサレス現スリア州知事だという。 

 

ただし、有権者は伝統的な野党政治家ではなく、新たな

野党候補を求めていると補足した。 

 

経 済                        

「OVF ２２年前期の経済活動率は１２．３％」           

 

野党国会が発足した経済調査団体「ベネズエラ金融観測

所（OVF）」は、２０２２年前期（１～６月）の「経済

活動率（略称 IMAE、野党が独自で公表している経済指

標）」について、前年同期比１２．３％増と発表した。 

 

特に２２年第２四半期の IMAE は１６．６％と大きく

回復しているという。 

 

OVF によると、IMAE が回復した要因は石油産業が好

調だったため。２２年第２四半期は石油セクターの産油

量が日量７０万バレルで安定しており、原油価格の高騰

を受けて収入が増加したという。 

 

 

 

「ベネズエラ・カナダ 政治関係悪化で取引減」                  

 

「ベネズエラ・カナダ商工会」のホセ・シニエラ代表は、

ラジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

両国の取引について、歴史的に両国の経済関係は良好だ

ったが、政治関係の悪化により直近の１０年は取引が減

少したと指摘した。 

 

また、貿易取引を阻害する要因として輸送コストの上昇

を挙げた。以前は３０００ドルほどだった輸送費が２６，

０００ドルになっているという。 

 

２０２１年の両国の輸出入額は総額で８，３００万ドル。 

２０２０年の２，１６０万ドルからは大きく増加したと

いう。 

 

他、両国の政治情勢について、在ベネズエラ・カナダ大

使館が閉鎖したことは大きな打撃だったと言及。 

 

ベネズエラから輸出している商品について、カカオ豆、

ラム酒、木材、化学品などと説明した。 

 

「赤道ギニア 石油分野で PDVSA と協力協定」                  

 

ネルソン・オルテガ在赤道ギニア・ベネズエラ大使は、

赤道ギニアの石油会社「NAHSCO」と PDVSA がエネ

ルギー分野で協力関係を構築すると発表した。 

 

両国の外交関係は２０２２年で４１年になる。 

 

赤道ギニアとは良好な外交関係を継続しており、２０２

１年１２月にはエネルギー分野の技術開発に関する協

力協定を締結していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.695」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
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社 会                        

「アンドレス・ベジョ大学に E スポーツ学科」           

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学に E スポーツ学科

が開設された。 

 

E スポーツとは、賞金制のビデオゲーム大会などに出場

し、入賞して、賞金を稼ぐ最近注目を浴びている業界で

ある。 

 

下の写真は実際の学部の学習風景。 

ゲームセンターのような教室にたくさんのパソコンが

設置されており、生徒がゲームを練習している。 

 

 

（写真）アンドレス・ベジョ・カトリック大学 

 

同学科は８月から開校。 

優秀なゲーム選手を受け入れて最良の環境で訓練を行

うという。 

 

「盗まれた美術品 ベネズエラへ戻る」                  

 

２０１８年、ベネズエラで歴史的な価値のある美術品１

９６点が盗難にあった。 

 

 

 

そして、その美術品は全てコスタリカに売却され、その

後ベネズエラ政府は同美術品の回収を試みている。 

 

７月２５日 在イタリア・ベネズエラ大使館は、この盗

まれた美術品の１つを回収したと発表した。 

 

同美術品は、イタリアの警察当局が犯罪者の家宅捜索を

した際に押収したもので、イタリア警察から在イタリ

ア・ベネズエラ大使館に返還されたという。 

 

 

（写真）在イタリア・ベネズエラ大使館 

 

２０２２年７月２６日（火曜）              

政 治                       

「国会 アウグスト・ラミレス氏を護民官に任命」        

 

７月２６日 与党国会は、アウグスト・ラミレス・エレ

ラ氏を護民官に任命した。 

 

護民官は、ベネズエラ憲法で定められる５権（行政・立

法・司法・選挙・民衆）のうち民衆分野のトップの１人。 

詳細については「ベネズエラ・トゥデイ No.783」を参

照されたい。 

 

エレラ氏は刑法専門家で、２００５年～２０１０年、２

０１９年～２０２２年の２回にわたり、護民官の統括コ

ーディネーターを務めたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc1adeffddeab141b62beef34ac408b.pdf
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今回、護民官に任命される前も護民官代理として同職を

務めており、順当な人事だったと報じられている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 

 

「与党 ペトロ次期大統領に Monomeros 調査要請」           

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のディオス

ダード・カベジョ副党首は、２２年８月７日に新たにコ

ロンビア大統領に就任するグスタボ・ペトロ氏に対して、

グアイド暫定政権が「Monomeros」で行った不正行為に

ついて適切な調査を実施するよう要請した。 

 

「新たなコロンビア政府は、Monomeros に対する調査

を行うだろう。この問題を捜査する専門の担当官を付け

る。コロンビアが正義の判断を行うことを期待している。 

 

ペトロ新政権は既に Monomeros について、いくつかの

重大な発表をしている。Monomeros はコロンビアの農

業にとって必要不可欠な会社であり、以前は全国の肥料

販売の７０％のシェアを占めていた。 

 

また、Monomeros を正常な状態にすることで肥料の価

格を下げることが出来ると説明している。」 

と述べた。 

 

 

なお、ペトロ新大統領に関しては「ウィークリーレポー

ト No.257」を参照されたい。 

 

「アルゼンチン Emtrasur の貨物を解放」         

 

６月からベネズエラの航空会社「Emtrasur」の飛行機

Boeing７４７がアルゼンチンで滞留している。 

 

理由は同飛行機に米国がテロ組織に認定している「イラ

ン革命防衛隊」の関係者がパイロットとして搭乗してい

る可能性が浮上しているため。 

 

パイロットらは現在もアルゼンチンで隔離されており、

同飛行機の動きについて国際的な捜査が続けられてい

る（詳細については「ウィークリーレポート No.259」

参照）。 

 

なお、「Emtrasur」はベネズエラ国営航空会社「Conviasa」

の子会社であり、貨物の空輸を専門にする航空会社。 

 

アルゼンチンへは４７，８２２キロの自動車部品を

「SAS Automotriz Argentina」向けに運んできていたと

いう。また、一部には「フォルクスワーゲン」向けの自

動車部品も含まれていたという。 

 

アルゼンチンのロマス・フェデリコ判事は、この貨物を

リリースして良いと決定した。ただし、パイロットら乗

組員は引き続き移動禁止措置を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/944a97d07354d9e2709ea6222200abeb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/944a97d07354d9e2709ea6222200abeb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d7796f1a1f9c62e056a2b0491d3714c4.pdf
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経 済                       

「証券業界は資金調達の１５％を占める          

  ～不動産業界 資金調達のため証券を検討～」           

 

「全国証券ブローカー商工会」の代表で、証券会社

「Fivenca」の役員を務めるラミロ・モリナ氏は、２２年

前期の証券業界の業績についてポジティブな傾向にあ

るとの見解を示した。 

 

「債券の取引額は、２０２０年には５００万ドルで、２

１年には１，３００万ドルに増えた。そして、２２年は

前期だけで２，０００万ドルになっており、通年で４，

０００万ドルになるとみている。 

 

証券業界は正しい方向に進んでおり、状況をとてもポジ

ティブに捉えている。」とコメントした。 

 

また、今後の課題として、証券会社が企業の資金調達の

役割を果たすことと指摘。 

 

モリナ氏によると、証券発行による資金調達は全体の１

５％程度で、今も銀行が企業向けの資金調達の大きな役

割を担っているとの見解を示した。 

 

また、証券発行による資金調達について、モリナ氏は「ド

ル建てで証券を発行することが可能」と指摘。 

 

以前はコカ・コーラ社が１００万ドル超の証券発行を行

ったと説明した。 

 

また、「ベネズエラ不動産商工会（CIV）」のロベルト・

オルタ代表は、不動産取引について前年と比べて大きく

変わっていないと説明。 

 

 

 

 

不動産業界を回復させるためには融資機能を復活させ

る必要があると指摘した。 

 

不動産を建設するためには融資が必要で、不動産を購入

するためにも融資が必要だが、これらの融資を得るのが

極めて困難になっているとの見解を示した。 

 

オルタ代表は、解決策として証券を通じた資金調達を検

討していると説明。そのために証券関係者と頻繁に意見

交換を行っているとした。 

 

なお、証券を通じた資金調達は他国では珍しい話ではな

いようだが、ベネズエラではまだ行われていないという。 

 

社 会                       

「Covid-１９感染拡大受けて入国管理を強化」            

 

シモン・ボリバル国際空港は、Covid-１９感染拡大防止

のためのコントロールを強化すると発表。 

 

シモン・ボリバル国際空港の発表によると、PCR 検査

を強化するという。また、感染が多い州から空港に来た

旅行者に対して体調に関する質問用紙への記入を求め

るという。 

 

また、「BioCheck」というシステムを開始すると発表。 

 

このシステムに旅行者情報を記入すると、Covid-１９ワ

クチン接種から１４日以上が経過していた場合、「Pase 

Viejero Bioseguridad」という出国許可証が発効される

という。 

 

なお、申請してから「Pase Viejero Bioseguridad」が発

効されるまで７２時間ほどかかるという。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月２５日～７月２６日報道            No.７８５   ２０２２年７月２７日（水曜） 

7 / 7 

 

「２２年前期の抗議行動は約４０００回」         

 

７月２６日 「ベネズエラ社会紛争観測所（OVCS）」は、

２０２２年前期に抗議行動が全国で３，８９２回起きた

と発表した。 

これは１日で２２回起きたことになるという。 

 

また、２０２１年前期に起きた抗議行動の数は３，３９

３件で、前年同期比１５％増だという。 

 

なお、３，８９２回のうち２，８５６回（７３％）は経

済・社会関連の問題解決を求める抗議行動だったという。 

 

特に多かった抗議行動は賃金改定。 

賃金改定に関する抗議行動は１，６４２回だった。 

 

他、水に関する抗議行動は４５９回、電力に関する抗議

行動は３０４回、家庭用ガスに関する抗議行動は１１１

回だったという。 

 

「ダリエン地峡 ２２年１～５月に１．７万人通過」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.782」にて、パナマとコロ

ンビアをつなぐダリエン地峡で行方不明になるベネズ

エラ人が増えているとの記事を紹介した。 

 

７月２６日 「米州機構（OAS）」でベネズエラ代表を

担っているデビッド・スモランスキ―氏は、米国の

「EVTV Miami」に出演。 

 

２０２２年１月～５月にかけてダリエン地峡で１７，２

６２名のベネズエラ移民がこの地峡を通過したと発表。 

 

ベネズエラ人に対して、この地を通過するのは危険であ

り、通過しないよう求めた。 

 

 

スモランスキ―氏によると、ダリエン地峡を通過するに

あたって以下のリスクがあるという。 

 

１．怪我・骨折 

ダリエン地峡は地面がぬかるんでおり、足をすくわれて

怪我をしやすいという。 

 

２．マフィア・ゲリラ 

同地域にはマフィアやゲリラがおり、誘拐されるリスク

があるという。 

 

３．危険な動物 

野犬、蜘蛛、イノシシ、蛇、ジャガーなど危険な動物が

おり、移動中に襲われて怪我をすることがあるという。 

 

４．川 

越境に当たっては、以下のような激しい川を渡る必要が

あるという。 

 

 

５．偽物のガイド 

越境の際にはガイドに依頼するが、ガイドが偽物で、マ

フィアと結託し、人々を誘導することがあるという。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f82e4ca1b094ad613037336ffaf7e20.pdf

