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（写真）“フェリックス・プラセンシア氏（写真右） 新在コロンビア・ベネズエラ代表大使に就任” 

 

 

２０２２年８月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア ベネズエラ関係回復提案を承認 

～両国ともに代表大使を任命～」 

「野党側 CNE 役員 野党予備選への関与に意欲」 

経 済                     

「野党国会 Monomeros 調査に終止符 

～Monomeros 監督庁の監視対象から外れる～」 

「与党国会 家庭内労働者特別法を承認」 

「Conindustria 工場稼働率前年比１０％増」 

社 会                     

「カラカス・スクレ市で大洪水被害」 

２０２２年８月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「亜裁判所 Boeing７４７の差し押さえを命令 

～乗組員１２人の国外出国も認めず～」 

「パラグアイ検事殺害に Emtrasur が関与？」 

「グアイド政権 訴訟で４４８０万ドル支出」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 生産セクターとの対話発表」 

「Changan Auto 新車の価格リスト」 

「与党 イランへの土地引き渡しを否定」 

「OPEC ７月産油量は日量６６．１万バレル」 

「英国 ２４年まで中銀 GOLD を留保？」 
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２０２２年８月１０日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア ベネズエラ関係回復提案を承認     

       ～両国ともに代表大使を任命～」       

 

８月１０日 コロンビア議会の国政政治委員会は、ベネ

ズエラとの関係改善に関する２つの提案を承認した。 

 

「Pacto Historico」のグロリア・フローレス議員は、以

下の２点について承認したと発表した。 

 

・ベネズエラ与党国会議員とコロンビア議会議員の共

同議論を国境で実施すること。 

 

・ノルテ・デ・サンタンデール県の人々が議論を公聴で

きること。 

 

フローレス議員は、これらの議論を通じて両国の国交を

安定させ、国境移動を再開させると主張した。 

 

この発表の翌日の８月１１月 コロンビアのペトロ政

権とベネズエラのマドゥロ政権は共に両国へ派遣する

大使を任命した。 

 

マドゥロ政権が任命した大使は、フェリックス・プラセ

ンシア氏。 

 

現在ベネズエラの外相はカルロス・ファリア氏が務めて

いるが、プラセンシア氏はその前に外相を務めていた人

物。 

 

外務省のキャリアが長く、政治家というより実務家。 

デルシー・ロドリゲス副大統領と関係が近い人物とされ

ている。 

 

 

コロンビアのペトロ政権が任命した大使は Armando 

Alberto Benedetti Villaneda 氏。 

 

１９６７年８月２９日、コロンビアのバランキージャ出

身。２００６年～２２年まで議員を務めており、「la U」

の党首だという。 

 

なお、両国の国境解放に関する議論は、デルシー・ロド

リゲス副大統領が担当するという。 

 

「野党側 CNE 役員 野党予備選への関与に意欲」         

 

８月９日 「選挙管理委員会（CNE）」のロベルト・ピ

コン役員は、野党の予備選挙に対して CNE として技術

的な協力を行うプロジェクトを進めていると説明した。 

 

ピコン役員は自身のツイッターで 

「エンリケ・マルケス役員（同じく野党系の CNE 役員）

といくつかのプロジェクトを進めている。 

１つ目は、外国に住んでいるベネズエラ人の投票、 

２つ目は、野党の予備選挙への技術サポートだ。」 

と投稿した。 

 

ただし、CNE が予備選挙に関与することに強い拒絶反

応を示すグループがいる。 

 

急進野党のリーダーで「ベネズエラ主導党（VV）」のマ

リア・コリナ・マチャド党首だ。 

 

彼女はその過激すぎるがブレないスタンスが故に野党

政治家の中では支持率が高く、野党支持者を中心とした

投票になった場合、彼女の当選確率は高い。 

 

しかし、彼女は予備選への参加にあたり、CNE が関与

しないことを求めている。 
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経 済                        

「野党国会 Monomeros 調査に終止符        

 ～Monomeros 監督庁の監視対象から外れる～」           

 

８月１０日 野党国会は、「Monomeros」の汚職調査に

ついて終止符を打つことを決定した。 

 

「Monomeros」は、ベネズエラ国営石油化学公社「ペキ

ベン」がコロンビアに持つ子会社。 

 

グアイド暫定政権が同社をコントロールするようにな

った２０１９年以降、汚職に関するうわさが絶えず、内

部告発などもあり、野党国会が調査に乗り出した。 

 

７月２２日 野党国会の調査委員会は、Monomeros の

契約について、ギジェルモ・ラプレア社長らがイレギュ

ラーを働いていたとの報告書を提出。この報告書は承認

された（詳細は「ベネズエラ・トゥデイ No.784」参照）。 

 

８月１０日  野党国会は、この調査をもって、

Monomeros の内部調査を終えたと結論付け、問題に終

止符を打つことを決めたようだ。 

 

ただし、実際のところ「Monomeros」の調査はほとんど

行われていないに等しい。 

 

調査委員会が発表した報告は、労働者の内部告発によっ

て明らかになった周知の事実に少し補足された程度だ

った。 

 

また、Monomeros のラプレア社長自身は、「本当の問題

から目を背けるためのもの」と調査報告書を否定。 

本当の問題は別にあることを示唆した。 

 

 

 

 

Monomeros の役員の任命については、主要野党が決め

ており、彼らが資金を集めるために Monomeros を悪用

していたと指摘されている。 

 

つまり、本当の責任は主要野党にあるが、この事実を野

党国会が隠していると考えられている。 

 

なお、問題の「Monomeros」は、２１年 9 月にコロンビ

ア法人監督局の監視対象となっていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.649」）。 

 

8 月１０日 「Monomeros」は、コロンビア法人監督局

が Monomeros を行政監視対象から外したと発表した。 

 

Monomeros はツイッターで 

「我々の Monomeros の運営の誠実さと透明性、法令順

守が新たな偉業を勝ち取った。コロンビア法人監督局に

よる我々への信頼に感謝する」 

と投稿した。 

 

 

（写真）Monomeros ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d864bbdc35837d9569873d74f5b05db7.pdf
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「与党国会 家庭内労働者特別法を承認」         

 

８月９日 与党国会は「el proyecto de Ley Especial de 

Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio（家庭内労働者

特別法）」を承認した。 

 

この法律がどのような内容かはまだ公開されていない

ため、定かではないが、家政婦などの仕事について、労

働者を保護するための法律と思われる。 

 

また、法律の違反者には罰則があるという。 

 

日本人駐在員の中には、家政婦を雇う人は多いが、この

法律の内容によっては契約や対応を変える必要がある

かもしれない。 

 

「Conindustria 工場稼働率前年比１０％増」                  

 

製 造 業 者 を 中 心 に 構 成 さ れ る 民 間 経 済 団 体

「Conindustria」は、２０２２年第２四半期の業績につ

いて、加盟企業を対象にアンケート調査を実施（１０２

社へアンケートを送り、５１社が回答）。 

 

その結果、前年同期と比べて工場の稼働率が上がったと

回答した企業は全体の６５％。前年同期よりも売り上げ

が増えたと回答した企業は６４％だったという。 

 

工場稼働率は前年同期（２１年第２四半期）よりも平均

で１０％増加したという。 

 

ただし、稼働率自体は３１％と依然低い水準のままだと

いう。 

 

また、今後の業績見通しについて、４７％は改善すると

回答。全体的に前向きな回答が増えたという。 

 

 

社 会                        

「カラカス・スクレ市で大洪水被害」           

 

８月１０日 カラカスで大雨が降り「リオ・グランデ（グ

ランデ川）」が氾濫。ペタレ地区の Linea 区が浸水した。 

 

２００５年、故チャベス政権は１５億５，０００万ドル

を投じ、同地域の排水システムを改良したが、今回の災

害では功を奏さなかったようだ。 

 

スクレ市のホセ・ビセンテ・ランヘル市長（与党）は、

被災地域を視察。１２０世帯が被害を受けたと説明。 

 

被災者の生活を支援するための特別プロジェクトを実

行すると述べている。 

 

 

 

（写真）ヘスス・トーレアルバ氏ツイッター 
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２０２２年８月１１日（木曜）              

政 治                       

「亜裁判所 Boeing７４７の差し押さえを命令     

    ～乗組員１２人の国外出国も認めず～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.791」でも紹介したが、

マドゥロ政権はアルゼンチン政府に対して、同国で動け

なくなっている「Emtrasur」の飛行機（Boeing７４７）

と同機の乗組員を速やかに解放するよう要求している。 

 

問題となっている飛行機は元々イランの「Maharn Air」

の飛行機で、米国政府は同飛行機を制裁対象としていた。 

 

また、同機乗組員の中には５名のイラン人が含まれてお

り、そのうちの数名はイランテロ組織と関係がある人物

と報じられている。 

 

米国政府は、アルゼンチン政府に対して、Boeing７４７

の引き渡しを要請している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.788」）。 

 

8 月１１日 アルゼンチン裁判所は、米国の差し押さえ

要請を支持。アルゼンチン政府に対して、Boeing７４７

を引き渡すよう命じた。 

 

なお、乗組員１９名のうち１２名は解放されたというが、

裁判所はこの１２名についてもアルゼンチン国外への

出国を禁止すると命じた。 

 

マドゥロ政権は、与野党協議の再開のためにはアレック

ス・サアブ氏と同様に Emtrasur の飛行機および乗組員

の解放が必要と主張しており、本当に米国へ引き渡され

るようなことになれば、与野党協議の大きな障害になり

そうだ。 

 

 

 

「パラグアイ検事殺害に Emtrasur が関与？」           

 

マドゥロ政権は「Emtrasur」の乗組員とテロリストとの

関係を否定しているが、パラグアイ汚職対策省の Rene 

Fernandez 大臣は、Emtrasur の乗組員が、２２年５月に

コロンビアのバランキージャで殺害された Marcvelo 

Pecci 検事の事件に関与している可能性があると発表し

た。 

 

Fernandez 大臣の説明によると、この飛行機の乗組員は

Pecci 氏を殺害した殺し屋と連絡を取っていたという。 

 

「両者がコンタクトを取っていたことは明白だ。

Emtrasur の乗組員は、麻薬密売事件を起こしたことの

ある事件関与者と連絡を取り合っていた。」 

 

「Emtrasur」の乗組員は、５月１３日～１６日にかけて

パラグアイに滞在していた（当時運んでいた貨物はタバ

コ）。 

 

この間、乗組員は Pecci 氏の暗殺に関与したグループと

接触したとみられている。 

 

「グアイド政権 訴訟対応で４４８０万ドル支出」         

 

グアイド暫定政権が任命したファルコン・サンチェス会

計監査長は、外国企業から受けている訴訟に対する弁護

士費用として、４，４８０万ドルを支払ったと発表した。 

 

米国メディア「Voz de America」によると、ベネズエラ

は外国で２０１の訴訟を受けているという。 

 

そのうち１３９件の訴訟の賠償要求額は２４５億６，９

００万ドル。６２件は１５５億７，１００万ドル。 

 

合計で４０１億４，０００万ドルになるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f64a78677e85e9211fef5e0c3f2635b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
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経 済                       

「マドゥロ大統領 生産セクターとの対話を発表」            

 

８月１１日 国内産業相のイポリト・アブレウ大臣は、

マドゥロ大統領に対して、特定分野の国内製造業が支払

う税金を引き下げるよう求めた。 

 

税金を引き下げることにより、企業の活動余力を高め、

輸入品との競争に勝てるようにするという。 

 

これを受けて、マドゥロ大統領は製造業者との対話テー

ブルを開設すると発表。国内製造業を振興するための業

務を行うと述べた。 

 

「Changan Auto 新車の価格リスト」         

 

中国の自動車メーカー「CHANGAN AUTO」は、同社

が販売する新車の価格リストを公表した。なお、

「CHANGAN AUTO」は長安汽車のことである。 

 

同リストによると、ベネズエラで販売されている車種は

４種。 

 

ピックアップタイプの「F７０」は、シルバーが税込み

３万５，８００ドル。ブルーが３万９，３００ドル。 

 

セダンタイプの「ALSVIN」が税込み２万３，２００ド

ル。「BENNI」が税込み３万５，５００ドル。 

 

スポーツセダンの「CS１５」が２万８，５００ドルだと

いう。 

 

詳細は右上の写真を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

（写真）Changan Auto 

 

「与党 イランへの土地引き渡しを否定」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.788」にて、イランに対し

てベネズエラの農業地１００万ヘクタールを提供する

との記事を紹介した。 

 

本件について、マドゥロ政権がイランにベネズエラの土

地を引き渡そうとしているとの非難や、テロリストの拠

点になるのではないかとの懸念が報じられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.789」）。 

 

８月１０日 カストロ・ソテルド農業相は、「イランに

土地をプレゼントする」という点について否定。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
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農業の国際化を促進し、イラン企業の投資を受け入れる

ための方策であると説明。他国に土地を引き渡すという

趣旨ではないと説明した。 

 

「OPEC ７月産油量は日量６６．１万バレル」         

 

８月１１日 OPEC は、加盟国の２２年７月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、７月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量４．９万バレル減り、日

量６６．１万バレル。 

 

 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した７月の産

油量は先月から９．８万バレル減り、日量６２．９万バ

レルだったとしている。 

 

ベネズエラ石油省側の報告する数字の方が、第３者の専

門家の報告する数字より少ないことは珍しい。 

 

 

（写真）OPEC 

 

「英国 ２４年まで中銀 GOLD を留保？」         

 

７月２９日 英国裁判所は、英国銀行で保管されている

ベネズエラ中央銀行の GOLD について、裁量権はグア

イド暫定政権側にあるとの判決を下した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.787」）。 

 

ただし、実際に GOLD を動かすためには別の裁判が必

要のようで、現時点でグアイド暫定政権も動かすことは

出来ないようだ。 

 

本件について、与党国会のルイス・エドゥアルド・マル

ティネス議員は、２０２４年まで英国が GOLD を留保

する可能性が高いとの見解を示した。 

 

２０２４年に大統領選が実施される。 

 

マドゥロ政権とグアイド暫定政権のどちらがベネズエ

ラの政府なのかの議論は、うまく与野党協議が進展すれ

ば、２０２４年に決着がつくことになる。 

 

同選挙後にベネズエラ政府が１つになるタイミングで

英国政府は同国で保管している GOLD の裁量権を新た

なベネズエラ政府に明け渡そうとしていると指摘した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5f1ee346e920ffbce4d93dfd2849eba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5f1ee346e920ffbce4d93dfd2849eba.pdf

