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（写真）野党連合 “野党連合「統一プラットフォーム」 米国代表大使・フランス代表大使らと面談” 

 

 

２０２２年６月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「バチェレ弁務官 マドゥロ政権の人権侵害非難 

～マドゥロ政権 制裁の人権侵害を主張～」 

「米政府 ベネ訪問の目的は拘束者の安全確認」 

「米仏政府 統一プラットフォームと協議」 

経 済                     

「バハマ ベネズエラとの原油取引の再開望む」 

「カルドン製油所 故障により稼働停止」 

社 会                     

「ベネズエラに台風上陸 

～全国で道路崩壊・停電など被害相次ぐ～」 

２０２２年６月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「与党国会 経済特別区法を承認 

～重要決定はマドゥロ大統領の権限～」 

「Monomeros 社長 ペトロ氏へ協力の意志あり」 

経 済                    

「労働相 Avon 労組・新オーナーと協議」 

「自動車部品 輸入の７６％は中国製」 

「医薬品販売数 １～５月まで前年比７％増」 

「コパ航空 パナマ―バルセロナの運航再開」 

社 会                    

「２０２２年 外出制限減り誘拐被害が増加」 
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２０２２年６月２９日（水曜）             

政 治                       

「バチェレ弁務官 マドゥロ政権の人権侵害非難    

  ～マドゥロ政権 制裁の人権侵害を主張～」       

 

６月２９日 ミシェル・バチェレ人権高等弁務官は国連

人権理事会にて、ベネズエラの人権状況について報告。 

マドゥロ政権の人権侵害、民主主義の欠如を非難した。 

 

「人権高等弁務官は、ベネズエラにて引き続き民主主義

的な市民の活動範囲が制限されている事象を確認して

いる。 

 

政治家・民間人・記者・労働組合への脅迫行為と彼らの

正当な権利の侵害を確認している。 

 

２０２１年５月１日～２２年４月３０日までに１５４

の人権侵害が報告されている。」 

と説明した。 

 

他、拘留施設の状況について「人々の身柄を拘束するの

に適した状態になっておらず、虐待のリスクがある。」 

と指摘。 

 

人権状況の視察のため拘留施設への入場を求めたが、マ

ドゥロ政権にこれを拒絶されたことについて「遺憾」と

の見解を示した。 

 

また、人権団体「Provea」は、「マドゥロ政権は人権高

等弁務官が２０１９年に行った人権問題改善のための

４３の提言について１つも履行していない」と指摘。 

 

ベネズエラでの人権侵害を訴えた。 

 

 

 

ただし、アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス大

統領はベネズエラの人権侵害の状況について 

「人権侵害とはイデオロギーを前提に語られるもので

はない。ベネズエラについては過去人権侵害のリスクが

存在した。アルゼンチンもベネズエラで人権侵害が存在

したと認識しており、票を投じた。 

しかし、ベネズエラの状況は過去と比べて改善し、その

ような非難は聞いていない。」 

とコメント。この発言に人権活動家などから非難の声が

殺到している。 

 

マドゥロ政権は、バチェレ弁務官の発表について拒絶。 

 

Hector Constant 国連ベネズエラ代表大使は、 

「米国の一方的な経済制裁こそが、人権侵害であり、制

裁でどれだけ国民の生活や経済権の自由が侵害されて

いるか。ベネズエラ国民の生活や人権を向上させたいの

であれば最初に非難するべきは米国政府だ」 

と反論した。 

 

カベジョ PSUV 副党首は、バチェレ弁務官が８月末に

退任することを指摘し、「８月は良い月になる。８月に

ベネズエラを憎む多くの人が去る。」と言及。 

バチェレ弁務官やコロンビアのドゥケ大統領が交代す

ることについて皮肉を込めて喜んだ。 

 

「米政府 ベネ訪問の目的は拘束者の安全確認」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.773」で紹介した通り、

今週、米国政府高官がベネズエラを訪問し、マドゥロ政

権代表らと協議を行った。 

 

米国国務省は、米国からロジャー・カーステンス氏とス

トーリー大使を派遣したと認め、ベネズエラを訪問した

目的について拘束されている米国人の状況を確認する

ためと説明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月２９日～６月３０日報道             No.７７４   ２０２２年７月１日（金曜） 

3 / 7 

 

前号でも紹介したが２０２０年９月に拘束された

Matthew Heath 氏（元米国軍海兵）がベネズエラで拘束

されており、最近自殺を試みたという。 

 

彼の状況確認が大きな目的と説明した。 

 

「米仏政府 統一プラットフォームと協議」                  

 

ジェームス・ストーリー米国大使と Romain Nadal フラ

ンス代表大使は、野党連合「統一プラットフォーム」の

メンバーらと協議をした。 

 

同会合に参加したのは「統一プラットフォーム」の代表

を務めるオマール・バルボサ氏、デルサ・ソロルサノ氏

など。 

 

前記の通り、米国政府代行はベネズエラを訪問したが、

この訪問は事前に野党側には伝えられていなかったよ

うで、バルボサ代表は 

「訪問目的について聞いておらず、面談の予定も現時点

ではない。」と言及していた。 

 

 

（写真）野党連合 

“野党連合 米国・フランス代表大使らと協議” 

 

 

経 済                        

「バハマ ベネズエラとの原油取引の再開望む」           

 

カリブ海バハマの Philip Davis 首相は、米国の経済制裁

を非難。制裁がベネズエラの自由な原油取引を妨げてい

ると訴え、制裁の解除を求めた。 

 

現在、マドゥロ政権は、カリブ海諸国に有利な条件で原

油を販売する「ペトロカリベ」というスキームの再開を

検討している。 

 

エネルギー価格の高騰に苦しむカリブ海諸国はペトロ

カリベの復活を望んでいるが、米国の経済制裁により同

仕組みが妨げられている。 

 

６月１７日 アンティグア・バーブーダの首相も「ペト

ロカリベ」の再開を望むと発言しており、水面下で検討

が進んでいる。 

 

Davis 首相は 

「仮にベネズエラが原油を輸出できる環境になれば、エ

ネルギー価格を抑える大きな材料になる」と指摘。米国

に対して方針転換を求めた。 

 

「カルドン製油所 故障により稼働停止」         

 

６月２９日 ロイター通信は、関係者からの情報として、

PDVSAがベネズエラで２番目に大きなカルドン製油所

の稼働を停止したと報じた。 

 

関係者によると、この停止は事前に予定されていたもの

ではなく、機械の故障が原因だという。 

 

現在、故障を直すためのメンテナンスを行っており、今

後１８～２１日ほどは動かない見通しだという。 
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社 会                        

「ベネズエラに台風上陸                

  ～全国で道路崩壊・停電など被害相次ぐ～」           

 

６月２９日 ベネズエラに台風が上陸し、全国的に多く

の被害が確認されている。 

 

１つ目はトゥルヒージョ州。 

同州では道路が崩壊するなどの影響が出ており、ヘラル

ド・マルケス州知事が３０日間の非常事態宣言を発令し

た。 

 

 

他、ミランダ州も台風が通過。 

 

ミランダ州のエクトル・ロドリゲス知事は、外出しない

よう呼びかけた。 

ロドリゲス知事の説明によると、今回の台風は最大で風

速６５キロ／時とかなりの強風だったという。 

 

 

 

 

 

他、製油所のあるファルコン州パラグアナ半島もかなり

の強風と豪雨だったようで、停電が起きるなどの問題も

起きたという。 

 

 

 

２０２２年６月３０日（木曜）              

政 治                       

「与党国会 経済特別区法を承認           

    ～重要決定はマドゥロ大統領の権限～」        

 

６月３０日 与党国会は「経済特別区法」を承認した。 

 

現時点では法律は公開されていないが、重要事項に関す

る決定権はマドゥロ大統領が保有しているという。 
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基本的には税制面でのメリットがあるようで、税金が軽

減あるいは免除される仕組みのようだ。 

 

法律の立案に関与したニコラス・マドゥロ・ゲラ議員（マ

ドゥロ大統領の息子）は、「ベネズエラはシンガポール・

ベトナム・中国・韓国・フィンランド・ドイツなどの経

済モデルに準じた成長を遂げる」と説明している。 

 

ベネズエラには既に「経済特別区法」は存在していた。 

ただし、その法律は制憲議会が制定したもので、制憲議

会は本来、憲法改定を行うために存在する組織であり、

法律を作成するための組織ではない。 

 

そのため、制憲議会が作成した「経済特別区法」はその

正当性に疑問符がついており、同法律の枠組みで投資を

行うことに抵抗感がある投資家がいたことも事実だ。 

今回、国会が法律を承認したことで法的な問題は多少解

消されたのかもしれない。 

 

「Monomeros 社長 ペトロ氏へ協力の意志あり」           

 

「Monomeros」のギジェルモ・ロドリゲス社長は、２２

年 8 月にコロンビアの大統領に就任するグスタボ・ペト

ロ氏と協議を行う意思があるとの見解を示した。 

 

「我々は新たな政府の下で全力をもって対応する意思

がある。我が社のノウハウや知識、経験などを政府と共

有する意思がある。コロンビアの農業発展を持続させる

ために協力する。」 

と述べた。 

 

ロドリゲス社長は、ペトロ候補が大統領に就任した後、

Monomeros のコントロール権がどうなるかについての

コメントは控えたが、米国政府が同社の制裁ライセンス

を２３年６月末まで延長した点について「会社の経営の

不安要素が減った」と歓迎の意志を示した。 

 

経 済                       

「労働相 Avon 労組・新オーナーと協議」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.773」で英国化粧品メ

ーカー「AVON」が、ベネズエラの工場を投資家に売却

し、ベネズエラから事業を撤退すると発表した。 

 

この発表を受けて、６月３０日 フランシスコ・トーレ

アルバ労働相は、「AVON」の労働組合の代表と、

「AVON」から株式を購入した新オーナーと面談した。 

 

トーレアルバ労働相は、面談の目的について「AVON 工

場を可能な限り、早く再稼働させるため」と説明した。 

 

ロベルト・デニス記者によると「AVON」は労働争議を

理由に１年以上前から稼働が停止していたという。 

 

なお、「AVON」から株式を購入した企業は「Inversiones 

Venovu」という会社のようだが、同社のツイッターアカ

ウントは非公開になっており詳細は確認できなかった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf
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「自動車部品 輸入の７６％は中国製」         

 

「ベネズエラ自動車部品生産者団体（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、経済系メディア

「Bancaynegocios」の取材に応じ、自動車産業の状況に

ついて語った。 

 

バウティスタ代表によると、自動車部品の生産量は２０

１２年と比較して５分の１まで減少したという。 

 

また、金額については大きく上昇しているが、その理由

は電気料金などあらゆる公共料金の値上げが大きく影

響していると指摘。 

 

生産量が少ない中で、これらの公共料金の値上げを価格

に転換すると金額が大きく上昇することになると説明

した。 

 

また、輸入品については免税など税制的な優遇措置があ

るが、国内製造業にはインセンティブが無く、外国製品

との競争で負けると指摘。 

 

特に中国からの自動車部品は輸入全体の７６％を占め

ており、国内産業に打撃を与えていると訴えた。 

 

「医薬品販売数 １～５月まで前年比７％増」         

 

「医薬品工業商工会（Cifar）」は、ベネズエラの医薬品

市場について１月～５月時点で前年同期比７％増と説

明した。 

 

Cifar によると、同期間に販売した医薬品の数は６，３

７５万錠。前年の５，９３８万錠から４３７万錠増えた

という。 

 

 

 

販売された医薬品については、約半分が国産・残りの半

分は外国からの輸入品だという。 

 

現在は医薬品に不足は生じておらず、薬局での医薬品の

充足率は９６％に達しており、様々なブランドの医薬品

が販売されているという。 

 

なお、２０２２年通年では１．９億錠の医薬品が販売さ

れると予想。２１年の１．５９億錠から１９％増になる

と見込んでいる。 

 

「コパ航空 パナマ―バルセロナの運航再開」         

 

６月３０日 パナマの航空会社「コパ航空」の Petro 

Helibron 社長は、ベネズエラのアンソアテギ州のバル

セロナとパナマの直通便の運航を再開すると発表した。 

 

パナマシティの Tocumen 国際空港からバレンシアの

General Jose Antonio 国際空港までの直行便で、週３便

（月曜・木曜・土曜）の運行を予定しているという。 

 

コパ航空は、カラカス（CCS、１日３便）、バレンシア

（VLN、週５便）、マラカイボ（MAR、週４便）の３地

域の定期便を運航しており、バルセロナ（BLA）が加わ

ることで４地域に拡大する。 
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社 会                       

「２０２２年 外出制限減り誘拐被害が増加」            

 

内務司法平和省の管轄組織「ベネズエラ市民安全観測所

（OVSC）」は、ベネズエラにて誘拐が急増していると警

戒を呼び掛けた。 

 

OVSC によると、２０２２年に少なくとも全国で３１件

の誘拐が確認されたという。なお、そのうち２８件は解

決し、人質は解放されたという。 

 

なお、これはあくまで治安当局が把握している誘拐数で

あり、実際はもっと多いだろう。 

 

誘拐が多いのは、カラボボ州、アラグア州、ミランダ州

で夫々５件、次いでスリア州が４件、カラカス首都区が

２件、ボリバル州が２件と続く。 

 

２０２１年は Covid-１９感染防止策として外出が制限

されていたこともあり、誘拐件数はかなり低かったとい

う。 

 

他、国家警察（PNB）の Ernest Garcia 誘拐問題担当官

は、誘拐された場合の対応について 

 

・解放される前に支払いを行うような合意はしない。 

・誘拐された人を危険にさらすような情報を渡さない。 

・落ち着いて対応する。 

・犯人に対して協力的な態度を示す。 

などのアドバイスを行った。 

 

以上 


