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（写真）ペトロ大統領ツイッター “８月７日 コロンビアにペトロ新政権が発足” 

 

 

２０２２年８月５日（金曜） 

 

政 治                     

「急進野党カルラ・アンゴラ記者に批判の声 

～兄弟はコカイン密輸で逮捕されている？～」 

「スリア州知事 予備選準備のため米国へ訪問」 

「VP 大統領選の推薦候補はグアイド議長？」 

経 済                     

「ベネズエラ＆TT エネルギー協力を検討」 

「トルトゥガ島 ZEE の枠組みで高級リゾート化」 

「Sambil １１月末オープンに向けて準備」 

社 会                     

「故チャベス元大統領看護師 癌を誘発させた？」 

22 年 8 月 6～7 日（土・日） 

 

政 治                    

「コロンビア ペトロ新大統領が就任 

～マドゥロ大統領 両国の関係改善に期待～」 

「マドゥロ大統領 英国女王の手紙を公表 

～英国はマドゥロ政権を政府と認識～」 

経 済                    

「イラン原油 エルパリート製油所で精製できず」 

「肥料 １袋１０ドル以上の値上げ」 

社 会                    

「経済界回復と貧富の格差で犯罪が増加」 

「検察庁 並行レート建てで販売した店主を逮捕」 
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２０２２年８月５日（金曜）             

政 治                       

「急進野党カルラ・アンゴラ記者に批判の声     

  ～兄弟はコカイン密輸で逮捕されている？～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.789」で、野党系記者

のカルラ・アンゴラ記者は自身が司会を務める「EV 

TVMiami」のテレビ番組「Alo Buenas Noches」にて、

米国政府がマドゥロ大統領をドローンで殺害すること

を望むという趣旨の発言をしたことで、マドゥロ政権の

検察庁から指名手配を受けた。 

 

本件について、アンゴラ記者は 

「私はベネズエラ国民を代表して意見を述べている。ベ

ネズエラでは自由な意見を述べることで投獄されるこ

とになる。」と反論した。 

 

８月５日 このカルラ・アンゴラ記者について、与党国

会のホルヘ・ロドリゲス議長は、「アンゴラ記者の兄弟

は麻薬密輸の罪で逮捕されている」と暴露した。 

 

「彼女が精神的な扇動犯罪を犯しているかの捜査をす

る必要がある。彼女の兄弟は２０キロのコカインを密売

しようとした犯罪者だ。 

 

彼女はそれを知らなかったのだろうか？記者として、こ

の問題を追及しないのか？彼女の兄弟はベネズエラで

拘束されているが、彼女はこの数年、ベネズエラの刑務

所に面会に来ていない。」 

と訴えた。 

 

また、米国政府に対してマドゥロ大統領の殺害を求めた

アンゴラ氏の発言について、ロドリゲス国会議長は 

「２２年３月５日 米国政府高官がベネズエラに来て

マドゥロ大統領と面談した。 

 

１国の大統領を殺害するような国は存在しない。」 

と反論した。 

 

また、アンゴラ氏について意外なところから攻撃が加え

られた。 

 

米国マイアミ在住のパトリシア・ポレオ記者だ。 

 

ポレオ記者の思想は急進野党的ではあるが、マドゥロ政

権側に利益になるような情報も報じており、２０年５月

に起きたマドゥロ政権倒壊作戦 Gedeon Operation につ

いて、グアイド暫定政権と米国の軍事コンサルタント会

社との契約書の存在を暴露したのは彼女だった（「ウィ

ークリーレポート No.148」）。 

 

米国在住ベネズエラ人記者としての知名度はアンゴラ

氏と同等かそれ以上と言える。 

 

総合的に見ると、ポレオ記者は急進野党的な考えを持っ

た独立系記者と言ってもいいのかもしれない。 

 

このポレオ記者がアンゴラ記者を非難。 

 

彼女はお金をもらうことで、情報の出し入れを決めてお

り、「Monomeros」の事件についても、本当の責任者の

追及を避け、問題に蓋をしたと主張。 

 

アンゴラ記者は政治家の声を代弁する仕事をしており、

ジャーナリストではないと指摘。野党が抱えている問題

を生み出した共犯者の一人と訴えた。 

 

なお、ポレオ記者は、ベネズエラにはアンゴラ記者のよ

うな記者は大勢おり、ベネズエラで起きている多くの問

題に蓋をして、問題をはぐらかしていると訴えた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ea8691bbd933c9ec07302ffd04bd71e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
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（写真）Factores de Poder 

“パトリシア・ポレオ記者” 

 

「スリア州知事 予備選準備のため米国へ訪問」         

 

野党は２０２４年に予定されている大統領選に向けて、

野党統一候補を決めるための準備を進めており、統一候

補を決めるための予備選挙が２０２３年に行われるこ

とになっている。 

 

現在、国民の野党に対する失望感は強く、どの候補も突

出した人気があるわけではないが、世論調査ではスリア

州のマニュエル・ロサレス知事が一番人気という結果が

多く出ている。 

 

こ の ロ サ レ ス 知 事 に つ い て 、 与 党 系 メ デ ィ ア

「Lechuginos」は、ロサレス知事が、自身が野党の統一

候補になっていいか米国政府に伺いを立てるため、米国

へ向かったと報じた。 

 

「Lechuginos」によると、ロサレス知事はコパ航空の飛

行機に乗り、パナマ経由で米国に向かい、同じくバリナ

ス州の知事を務めているセルヒオ・ガリド知事とともに

米国で政府関係者らと面談したという。 

 

 

 

 

ロサレス知事は、外国にある凍結資産をベネズエラの社

会インフラや国民生活のために使用することを提案し

ており、現在の野党が掲げている方針と異なっている。 

 

この問題について米国と方針をすり合わせるために米

国へ向かったと指摘している。 

 

ロサレス知事は２００６年に行われた大統領選で、故チ

ャベス元大統領の対抗候補として出馬したものの（２０

０６年当時もスリア州知事を務めていた）、当時のチャ

ベス大統領の人気は強く、大差で敗北した。 

 

その後、汚職容疑がかけられ国外に逃亡していたが、政

府と合意が出来たのか２０１５年頃にベネズエラへ帰

還。１年ほど拘束されるも１６年に解放され、その後は

政治活動を再開している。 

 

「VP 大統領選の推薦候補はグアイド議長？」                  

 

与党系メディア「Lechuginos」は、主要野党の一角「大

衆意思党（VP）」が実施した党員大会の協議内容につい

て報道。 

 

この協議で、グアイド議長が、VP が推薦する予備選出

馬候補になるとの結論が出たと報じた。 

 

現在のところ、小規模政党は２０２３年に予定されてい

る予備選挙の統一候補を発表しているが、VP、「第一正

義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」の

主要野党４党は統一候補を正式に発表していない。 
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経 済                        

「ベネズエラ＆TT エネルギー協力を検討」           

 

８月５日 タレク・エル・アイサミ石油相は、トリニダ

ードトバゴの Stuart Richard Young エネルギー産業相

と面談。エネルギー、特に石油・ガス分野での協力スキ

ームについて意見を交わしたと発表した。 

 

８月５日に Stuart Richard Young エネルギー産業相が

ベネズエラを訪問したようで、ベネズエラ外務省のカリ

ブ海担当次官らに迎え入れられたという。 

 

「トルトゥガ島 ZEE の枠組みで高級リゾート化」                  

 

与党国会のヘスス・ファリア議員は、ウラディミール・

ビジェガス記者のインタビュー番組に出演。 

 

マドゥロ政権が進めている「経済特別区（ZEE）」で特別

区に指定されたトルトゥガ島について、環境を配慮しな

がら高級リゾート地の建設を実現すると述べた。 

 

また、この枠組みでの観光産業振興はキューバでも行わ

れており、成功していると指摘。成功への意気込みを示

した。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “トルトゥガ島” 

 

 

 

「Sambil １１月末オープンに向けて準備」                  

 

２２年３月 マドゥロ政権は、２００８年故チャベス政

権当時接収したカンデラリアのショッピングセンター

「Sambil」をオーナーの手に戻した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.730」）。 

 

その他「Sambil」オーナーは２２年１１月のオープンに

向けて準備を進めている。 

 

８月５日 「Sambil」は現在の工事の進捗状況について

ビデオを公開。 

 

既にエレベーターも動いて、屋内も整備されており、ビ

デオを見る限りではいつでもオープンできそうな状態

に見える。 

 

「Sambil」は、オープンに向けた準備は順調に進んでお

り、当初の予定通り１１月３０日にオープンできる見通

しと公表した。 

 

 

（写真）Sambil 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
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社 会                        

「故チャベス元大統領看護師 癌を誘発させた？」           

 

８月５日 ベネズエラ国軍医療部隊の Igor Kirillov 将軍

は、故チャベス元大統領の看護師を務めていたクラウデ

ィア・ディアス氏について、「彼女が癌を誘発する薬を

チャベス大統領に投与し、癌を引き起こした」と訴えた。 

 

故チャベス元大統領は、２０１２年３月に癌で亡くなっ

ている。 

 

Kirillov 将軍によると、米国は短期間で癌を誘発する薬

を違法に製造しており、ベネズエラ諜報部の情報による

と、この癌を誘発する薬が、ディアス氏がチャベス元大

統領に投与していた薬と酷似ていると指摘した。 

 

クラウディア・ディアス氏は、現在汚職容疑で米国に身

柄を拘束されているが、実際のところは米国政府がディ

アス氏の協力を隠すために身柄を確保したと訴えてい

る。 

 

２０２２年８月６日～７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「コロンビア ペトロ新大統領が就任          

 ～マドゥロ大統領 両国の関係改善に期待～」        

 

８月７日 コロンビアにて、グスタボ・ペトロ新大統領

の大統領就任式が行われた。コロンビア史上初の左派系

の大統領になる。 

 

今後４年間（２０２６年８月まで）コロンビアの大統領

を務めることになる。 

 

なお、副大統領はフランシア・マルケス氏が就任した。 

 

 

今回の大統領就任式は、マドゥロ政権と強い敵対関係に

あるドゥケ前大統領が中心になって準備されたもので、

マドゥロ政権関係者は招待されていない。 

 

他、反米国家で民主的な問題を指摘されているキューバ

のディアス・カネル国家評議会議長、ニカラグアのダニ

エル・オルテガ大統領も招待されていない。 

 

主だった招待者としては、スペインのフェリペ６世、ホ

ンジュラスの Xiomara Castro 大統領、アルゼンチンの

Alberto Fernández 大統領、パラグアイの Mario Abdo 

Benítez 大統領、エクアドルの Guillermo Lasso 大統領、

コスタリカの Rodrigo Chaves 大統領、チリの Gabriel 

Boric 大統領、ボリビアの Luis Arce 大統領、ドミニカ

共和国の Luis Abinader 大統領らが参列した。 

 

マドゥロ大統領は、招待されなかったものの、就任式の

映像をテレビで報道。 

「今回の勝利は民主主義と平等と平和を求める国民の

意志の勝利だ。ベネズエラ政府には、両国の新たな統合

を目指すための建設的な協力関係を築く強い意志があ

ることを強調する。両国の目指す道は違ってはいけない。

コロンビアに祝福あれ。」 

とペトロ大統領の就任に祝辞を送った。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッターより抜粋 
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「マドゥロ大統領 英国女王の手紙を公表        

    ～英国はマドゥロ政権を政府と認識～」           

 

英国銀行は、ベネズエラ中央銀行が所有する１５トンの

GOLD を保管している。 

 

この GOLD の裁量権について、グアイド暫定政権とマ

ドゥロ政権が争っており、英国裁判所はグアイド暫定政

権に裁量権があるとの判決を下した。 

（ただし、実際に GOLD を移動させるためには別の裁

判が必要） 

 

この決定について、マドゥロ大統領は非難。 

 

英国のイザベル女王が署名した公文書３通を公開した。 

 

この公文書はベネズエラ政府関係者の英国および英国

領での受け入れを承認する趣旨の公文書。 

 

マドゥロ大統領は、「この公文書は、英国が正式にマド

ゥロ政権が派遣する政府関係者を正当な公職者と認識

している証拠」と主張。 

 

実務と今回の決定が一致していないと訴え、決定の撤回

を求めた。 

 

 
（写真）大統領府 

 

 

 

 

経 済                       

「イラン産原油 エルパリート製油所で精製できず」            

 

エネルギー専門メディア「Argus」は、イラン産原油が

ベネズエラのエルパリート製油所で精製できないと報

じた。 

 

「Argus」が石油労働組合のイバン・フレイテス元代表

から得た情報によると、イランから輸入した原油には大

量の酸が混入しており、エルパリート製油所での改質が

困難だったという。 

 

このため同原油を CRP 石油コンプレックスに移動させ、

そこで精製するという。 

 

イラン産原油は２８度 API で、ベネズエラの原油 Merey

は１６．２度 API。 

 

イラン産原油の方が軽質油とされており、製油所の仕様

と合わなかったという。 

 

「肥料 １袋１０ドル以上の値上げ」         

 

「穀物生産者連合（Asoprol）」のホセ・ルイス・ギレン

代表は、肥料の値段が高騰していると訴えた。 

 

ギレン代表によると、現在メリダ州の生産者が肥料を購

入しようとした場合、１袋３５ドルかかると説明。 

これまでは１袋２０～２２ドルほどだったようで、１０

ドルほど上がっているという。 

 

肥料価格の高騰は、コーヒー・とうもろこしなど多くの

農産品に影響を与えており、価格高騰の理由の１つにな

っていると述べた。 
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社 会                       

「経済界回復と貧富の格差で犯罪が増加」              

 

ベネズエラの経済低迷は同国に深刻な打撃を与えたが、

その一方で治安が以前より改善したと言われている。 

 

治安が改善した理由として確実なものはないが、一説で

はみんなが貧しくなり盗む対象者が減ったことで、犯罪

常習犯が外国に移住したことが理由と言われている。 

 

しかし、２０２０年にベネズエラの経済低迷は底を付き、

ここ１、２年は緩やかながら回復基調にある。 

 

この状況について、ベネズエラの犯罪を調査する団体

「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」のロベルト・ブリセ

ーニョ代表は、経済回復により犯罪が増加傾向にあると

警鐘を鳴らした。 

 

ブリセーニョ代表によると、経済回復を享受しているの

は一部の層だけであり、大半の国民の生活状況は改善し

ていないと指摘。貧富の格差を伴う経済成長になってい

るとの見解を示した。 

 

そして、貧富の格差が大きくなると犯罪が増える傾向に

あるとした。 

 

「検察庁 並行レート建てで販売した店主を逮捕」         

 

現在ベネズエラの為替レートは、固定相場制ではなく、

変動相場制。 

 

ベネズエラ中央銀行は両替用のドルの供給を調整する

ことにより市場原理を利用し、為替レートを安定させて

いる。 

 

 

 

「公定レート」と「並行レート（闇レート）」を比べる

と闇レートの方がボリバル安で評価されていることが

多いが、過去にあったような大きな為替差は存在しない。 

 

ベネズエラ政府は公式には「並行レート（闇レート）」

を容認しておらず、ドルをボリバルに換算する際には必

ず公定レートを参照するよう指示している。 

 

８月７日 サアブ検事総長は、アンソアテギ州レチェリ

アにて、違法な為替レートを用いて商品を販売していた

「MAR P＆V CA」の Hebert Enrique Piña Bermúdez 社

長を逮捕したと発表した。 

 

サアブ検事総長は、一般市民の訴えにより今回の犯罪を

摘発したと説明している。 

 

 

（写真）検察庁 

 

以上 


