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（写真）ブラジル選管、ルラ候補 Twitter より “ブラジル大統領選 僅差でルラ候補が当選” 

 

  

２０２２年１０月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「コロンビア ペトロ大統領 

マドゥロ政権に米州人権システム加入を要請」 

「PJ グアニパ国会第１副議長 出馬希望宣言」 

「EU 外交政策委員長 与野党協議の再開を催促」 

経 済                     

「ChevronCEO ロビー活動の実施を否定 

～短期的な産油量回復論を否定～」 

社 会                     

「ベネ・キューバ・ニカラグア 報道自由のない国」 

「マドゥロ政権下で拘留中の政治犯１１名が死亡」 

22 年 10 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「ブラジル ルラ元大統領僅差で当選 

～州知事ではボルソナロ派の知事が大勢～」 

「パナマ滞留ベネズエラ移民 ３８００人帰国」 

経 済                    

「外国で使用可能なカードを発行している銀行」 

「ベネズエラ企業 キューバ展示会に出展」 

社 会                    

「スクレ州、ラグアイラ州、カラカスで豪雨」 

「マルガリータ島 ロシア観光客４２２人到着」 

「ベネズエラプロモーション動画？が拡散」 
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２０２２年１０月２８日（金曜）             

政 治                       

「コロンビア ペトロ大統領              

  マドゥロ政権に米州人権システム加入を要請」       

 

１０月２７日 コロンビアのペトロ大統領は、ベネズエ

ラとの国境の町ククタで演説を実施。マドゥロ政権に米

州人権システムへの再加入を要請した。 

 

「私は敬意を込めて隣国（ベネズエラ）に対して申請を

した。南米に政治的な迫害を無くし、民主主義を発展さ

せ、南米諸国が多様な意見を発することが出来る場を作

り、政治的な変化が自由と同義であることを証明するた

めに米州人権システムを拡大させたい。」 

と発言した。 

 

２０１２年９月、故チャベス元大統領は米州人権システ

ムが米国の操られているとの理由から脱退を表明。 

 

「正式な脱退は、脱退の意思表明から１年が経過してか

ら」という規約があったため、２０１３年９月にベネズ

エラは米州人権システムから脱退している。 

 

このシステムに再加入するよう要請したことになる。 

 

ペトロ大統領は過去、公職選への出馬を１５年間禁止さ

れたことがある。しかし、米州人権システムの「国際人

権裁判所（CoerteIDH）」が当時のコロンビアの決定に

異議を申し立てたことで公職選に出馬できるようにな

り、現在は大統領になっている。 

 

ペトロ大統領は上記の経緯をマドゥロ大統領に直接伝

え、システムへの再加入を要請したという。 

 

 

 

ペトロ大統領就任以降、ベネズエラとコロンビアの関係

が急速に接近している。 

 

マドゥロ政権と強く敵対していたイバン・ドゥケ前大統

領はこの動きについて警戒。 

 

「ニコラス・マドゥロに寛容な態度を示すことはベネズ

エラで起きている残虐な行為を正当なものと認めるこ

とになる。」とペトロ政権の方針に否定的な見解を示し

ている。 

 

「PJ グアニパ国会第１副議長 出馬希望宣言」         

 

２０１５年の国会議員選で選ばれた野党国会のファン・

パブロ・グアニパ議員（野党国会の第１副議長）は、「第

一正義党（PJ）」の推薦候補として予備選挙に参加した

い意向を発表した。 

 

主要４党のうち「大衆意思党（VP）」「行動民主党（AD）」

「新時代党（UNT）」はおおよそ推薦候補が絞られてい

る。 

 

ただし、「第一正義党（PJ）」だけ複数の候補が乱立して

おり、誰が推薦候補になるのかが決まっていない。 

 

グアニパ第１副議長も乱立する PJ 候補の１人だが、正

式に出馬希望を表明したことになる。 

 

他に PJ の推薦候補として名前が挙がっているのは、エ

ンリケ・カプリレス元ミランダ州知事（１２年、１３年

の大統領選の野党統一候補）、カルロス・オカリス元ス

クレ市長、トマス・グアニパ PJ 幹事長。 

 

実質的にはカプリレス元知事とグアニパ第１副議長の

一騎打ちになっていると思われる。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月２８日～１０月３０日報道         No.８２６   ２０２２年１０月３１日（月曜） 

3 / 8 

 

 

（写真）グアイド暫定政権 

“ファン・パブロ・グアニパ第１副議長” 

 

「EU 外交政策委員長 与野党協議の再開を催促」                  

 

欧州連合のジョセップ・ボレル外交政策委員長は、「ラ

テンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）」の外相級

会合に出席。 

 

「大統領選はもう見え始めている。野党は候補を決める

ために予備選の準備を進めている。」 

と言及し、既に２０２４年の大統領選を見据えた動きが

本格化していることを指摘。 

 

大統領選を成功させるためには協議の実施が必要と主

張。「政府と野党の協議を再開させるためにあらゆる政

治的な圧力を行使しなければいけない。」と述べ、ベネ

ズエラの与野党協議を再開させるために EU として必

要な対応を講じるよう求めた。 

 

またボレル EU 外交政策委員長は 

「ベネズエラ政府と野党の協議はいつも始まりそうで

始まらない。常に始まると言っているが実現しない。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

経 済                        

「ChevronCEO ロビー活動の実施を否定       

       ～短期的な産油量回復論を否定～」           

 

米国エネルギー会社「Chevron」のマイケル・ワース最

高経営責任者（CEO）は、「Bloomberg」のインタビュ

ー番組に出演。 

 

ベネズエラでの事業について、短期的にベネズエラの産

油量が回復するとの楽観的な見方を否定。中長期的な視

点が必要との見解を示した。 

 

「（ベネズエラの産油量増産には）サービス提供者やそ

の他協力者の存在が必要だ。従って、人を動かし、資材

などを持ってくるのにも一定の時間が必要になる。従っ

て、休止中の鉱区をメンテナンス、再開するためには数

カ月あるいは数年の時間を要する。」 

と言及した。 

 

また、ワース CEO は、シェブロンがベネズエラでの事

業再開のためにロビー活動を行っているとの報道を否

定。「米国政府とベネズエラ政府との政治交渉に我が社

が介入しているという事実はない」と補足。 

 

「メディアでは米国政府の議論の中に我が社が関与し

ているとの報道もあるようだが、必ずしも我々は議論の

渦中にいるわけではない。」と述べた。 

 

原油価格の高騰を受けて、今年のシェブロンの業績は、

極めて順調。 

 

１０月２９日に公表された経営指標によると、２０２２

年１月～９月までの収入は１，８９７．８億ドル。前年

同期比６６％増だという。 
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社 会                        

「ベネ・キューバ・ニカラグア 報道自由のない国」           

 

１０月２９日 「米州報道社会（SIP）」の総会が開催さ

れた。その中で報道の自由度ランキングが公表され、ベ

ネズエラ・キューバ・ニカラグアが報道の自由が侵害さ

れている国と評価された。 

 

「報道の自由度ランキング２０２２」は２０２１年８月

～２２年８月までの報道に関する状況をまとめたもの。 

 

以下は米州２２カ国のランキング。 

キューバ、ベネズエラ、ニカラグアの３カ国は「報道の

自由がない国」に分類されている。 

 

 

（写真）SIP 

 

 

「マドゥロ政権下で拘留中の政治犯１１名が死亡」                  

 

「La Vos de America（VOA）」は、マドゥロ政権下で、

政治的な理由で拘束され、拘留中に死亡した政治犯が１

１名いると報じた。 

 

２０１５年３月に１名。 

２０１６年１２月に１名（アプレ州 Guasdualito 市議）。 

２０１７年３月に１名（陸軍少尉）。 

２０１７年１１月に１名（リベルタドール市議）。 

２０１７年１１月に１名（PDVSA 元総裁）。 

２０１９年６月（ベネズエラ国軍将軍）。 

２０１９年２月（抗議行動に参加した学生）。 

２０２０年１日（テロ共謀の疑いがあった畜産業者）。 

２０２１年１月（先住民、武器強奪の容疑で逮捕）。 

２０２１年８月（警察官、カベジョ副党首の誘拐を計画） 

２０２１年１０月（元国防相、クーデター計画罪） 

 

栄養失調、発病などが死因と発表されているが、中には

死因が不明の人物もおり、拷問の結果の死亡なのではな

いかとの疑惑がある。 

 

２０２２年１０月２９日～３０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ブラジル ルラ元大統領僅差で当選        

  ～州知事ではボルソナロ派の知事が大勢～」        

 

１０月３０日 ブラジルで大統領選の決選投票が行わ

れた。 

 

選挙は開票率９８．８６％の時点で、 

イグナシオ・ルラ・ダ・シルバ候補が得票率５０．８３％ 

ジャイロ・ボルソナロ候補が得票率４９．１７％ 

接戦の末、ルラ候補が当選。 

２３年１月からブラジル大統領が交代することになる。 
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ルラ候補の当選という意味では前評判通りではあった

が、想定以上にボルソナロ候補が善戦した印象だ。 

 

とはいえ、ブラジルは現職の大統領が有利に選挙を進め

ることが出来る。ボルソナロ大統領はブラジル史上、初

めて１期目で退陣する大統領になったという。 

 

なお、ルラ候補は２００３年にブラジル大統領に就任。 

再選の末、２０１０年までブラジル大統領を務めており、

大統領当選はこれで３度目になる。 

 

ベネズエラの現地メディア「Al Navio」は、ボルソナロ

候補の敗因について５つの理由を挙げているので簡単

に紹介したい。 

 

１つ目は、ボルソナロ候補の拒絶票が多かったこと。 

 

ボルソナロ候補を嫌悪するブラジル人は多く、中でも女

性からの人気が無かったという。「ルラ候補に投票した」

というより「ボルソナロ候補以外の候補に投票した」と

いう理由での投票も少なくなったという。 

 

２つ目は、Covid-１９対策のミス 

 

ブラジルは世界で最も Covid-１９感染の被害が多かっ

た国の１つ。ボルソナロ大統領は Covid-１９を軽視し、

感染防止策を十分に講じなかったと評価されたことで

支持を失ったという。 

 

３つ目は、インフレ 

 

直近数カ月はバラマキ政策により抗議行動が減る傾向

にあったようだが、ボルソナロ政権下で食料品を中心に

高いインフレ率が問題となっており、生活への不満が支

持を下げたという。 

 

 

 

４つ目は、民主主義崩壊の亀裂 

 

ボルソナロ大統領は政権就任以降、何度か最高裁など他

の公権力と衝突している。ボルソナロ大統領は元々軍人

であり、軍事政権の再来ような対応が民主主義崩壊の懸

念を招いたとしている。 

 

５つ目は、労働党のキャンペーン 

 

ルラ候補が大統領だった当時、ブラジルは資源高の影響

を受けて経済的に好調、ルラ大統領（当時）もバラマキ

政策で人気を得た。当時のイメージがルラ候補の後押し

となったという。 

 

ルラ候補は当選したが、同時に行われていた州知事選で

はボルソナロ派の知事が多く当選した。 

 

ブラジル２７州のうち、ボルソナロ派の知事は１３名が

当選。ブラジルで最も大きな州、サンパウロ州の知事も

ボルソナロ派の候補が当選した。ルラ派の候補は１０名

が当選。残りの４州の知事は独立派が勝利した。 

 

なお、マドゥロ大統領とルラ候補は良好な関係を維持し

ている。ルラ候補の当選を受けて、マドゥロ大統領はツ

イッターで祝辞を送った。 
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「パナマ滞留ベネズエラ移民 ３８００人帰国」           

 

米国政府がベネズエラ不法移民をメキシコに追放する

方針を決めてから米国へ向かっていたベネズエラ移民

の流れが混乱している。 

 

移動ルートの１つパナマでも在パナマ・ベネズエラ大使

館に大量のベネズエラ移民が寝泊まりしているという。 

 

マドゥロ政権は、これらのベネズエラ人の中で帰国を希

望する者に対して「人道便」として帰国を進めている。 

 

１０月３０日 パナマ移民サービス局は、「人道便」を

利用し、これまでに少なくとも３８００名のベネズエラ

人が本国に帰国したと発表した（米国が移民追放を始め

る以前からの帰国者数の合計と思われる）。 

 

なお、パナマ政府は米国のベネズエラ不法移民追放政策

を受けて、ベネズエラ人の入国にビザを要求するように

なった（「ベネズエラ・トゥデイ No.824」、米国 １日

に約２００人のベネズエラ人を追放）。 

 

パナマ移民サービス局のマリア・イサベル副部長による

と、直近３日間で６２４名のベネズエラ人が違法にパナ

マに入国したという。 

 

経 済                       

「外国で使用可能なカードを発行している銀行」            

 

ベネズエラではドル建ての支払いが一般化したことで、

外国のデビッドカードの使用が普及した。 

 

ベネズエラ国内の金融機関もドル建てのカード使用に

ついて適応し始めており、ドル建てカードの発行をする

銀行も複数存在する。 

 

 

なお、ベネズエラ国内の銀行のドル建てカードだが、こ

のカードを使って外国で買い物もできるという。 

 

以下、ドル建てカードの発行を行っている銀行を紹介し

たい。 

 

・Banco Nacional de Crédito (BNC) 

同行が発行する外貨建てカードは外国でも使用可能。 

ATM での引き出しも可能。 

 

・Banco Activo 

「Tarjeta Cash」というサービス。同銀行にドル建て口

座を持っている１８歳以上の成人が利用可能。 

 

・Bancamiga 

「Tarjeta en Divisa」というサービス。外国での決済や

外国の ATM での現金引き出しが可能。ウェブ上での購

入は１５００ドルが使用限度。ベネズエラ以外の土地に

ある ATM での現金引き出しは１日１０００ドルが限

度。 

 

・Banco Venezolano de Crédito 

「Check Card」というサービス。 

同行のケイマン諸島にある口座を持っている場合に使

用可能。ビザが使用できる店舗であれば、同サービスで

発行されたカードで決済できる。 

 

・Banco del Tesoro（国営銀行） 

「Tesoro Pago Global」というサービスで、最小２０ド

ル～最大２０００ドルの支払いをカードで実行できる。 

なお、月額の使用限度額は１万ドル。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c3dbf0e873c06aac8cc3875b7f9af63.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月２８日～１０月３０日報道         No.８２６   ２０２２年１０月３１日（月曜） 

7 / 8 

 

「ベネズエラ企業 キューバ展示会に出展」         

 

１１月１４日～１８日にかけて、キューバのハバナで第

３８回「ハバナ国際展示会（Fihav）」が開催される。 

 

ベネズエラの公的組織「Bancoex」は、ベネズエラ企業

らを集めて同展示会に出展する。 

 

「Bancoex」のファン・カンポ副総裁は、「Fihav を通じ

てベネズエラ企業のキューバ投資を促進する」と発言。 

「同時に両国の貿易関係を発展させる」としている。 

 

両国の関係は良好で、進出しやすいのかもしれないが、

個人的には政治的なプロモーションの域を出ておらず、

企業にどれほど進出意欲があるかは疑問だ。 

 

社 会                       

「スクレ州、ラグアイラ州、カラカスで豪雨」            

 

引き続きベネズエラでは豪雨被害が確認されている。 

 

スクレ州では川が氾濫し６５０戸が浸水。地上１．７メ

ートルほどの高さまで水が上がったという。 

 

 

（写真）AlNavio 

 

 

首都カラカスのカティア地域でも土砂崩れが起き、少な

くとも８戸が崩れ、２０世帯が非難したという。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

他、ベネズエラの玄関口「シモン・ボリバル国際空港」

があるラグアイラ州でも一部の家屋が浸水している。 

２０００年、ラグアイラは大規模な豪雨被害が起きたこ

とがある地域で懸念の声があがっている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.383」）。 

 

なお、今後も勢力の強い台風が控えているようでベネズ

エラでは今後も豪雨被害が報じられそうだ。 

 

「マルガリータ島 ロシア観光客４２２人到着」         

 

１０月３０日 観光省の Leticia Gómez 次官は、ベネズ

エラのリゾート地マルガリータ島にロシア人観光客が

４２２人到着したと発表した。 

 

現在ベネズエラとロシアは観光促進の協力協定を締結

しており、ロシアからベネズエラへの観光客呼び込みを

進めている。 

 

ロシア人観光客の受け入れが始まったのは１０月１日

から。それから１カ月の間に１，６８１名のロシア人観

光客がマルガリータ島を訪れたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37c100de3b116fe277d25edecea7dab7.pdf
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「ベネズエラプロモーション動画？が拡散」         

 

「TikTok」で、「ベネズエラは回復した」とのベネズエ

ラプロモーション動画が拡散され、話題となっている。 

 

動画は Quevedo という歌手の「Quedate」という歌の替

え歌で、内容は野党批判に始まり、米国批判、ペルーや

パナマでは人種差別を受け、外国に行ったベネズエラ人

はみんなベネズエラに戻り新しく仕事を始めたがって

いる、という内容。 

 

少なくとも TikTok 上では２５万回再生されており、

Twitter、Instagram などでも拡散されている。 

 

 

（写真）@andreseduardog 

 

以上 


