
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月１７日～８月１８日報道            No.７９５   ２０２２年８月１９日（金曜） 

1 / 7 

（写真）国連 World Happiness Report “幸福度ランキング ベネズエラ１４６カ国中１０８位” 

 

 

２０２２年８月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「与党国会議長 在コロ大使館の管理不足を非難 

～野党 大使館はコロンビア政府が管理～」 

「コロ最高裁 コルドバ議員兄弟の引き渡し支持」 

「野党 予備選へ参加する可能性のある３０名」 

経 済                     

「行政監督長 ペトロ政権が Monomeros 返還」 

「ベネズエラのインフレ率 世界で３番目に高い」 

「インド ベネズエラ産コークスを輸入」 

社 会                     

「ELN コロンビア軍人・警察ら６名を解放」 

２０２２年８月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 IVSS 倉庫の火災は人為的 

～パナマ・インドから透析資材を調達～」 

「与党国会 プラセンシア氏の大使任命を承認」 

経 済                    

「石油団体 スリア州の経済特別区入りを要請」 

「コロンビアとの国際線 １０月再開予定」 

「２２年のエビ輸出 前年と比べ大きく減少」 

社 会                    

「急進野党政治家の娘婿 米国に送還される」 

「ベネズエラ 南米で最も幸福度低い国に」 
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２０２２年８月１７日（水曜）             

政 治                       

「与党国会議長 在コロ大使館の管理不足を非難    

  ～野党 大使館はコロンビア政府が管理～」       

 

８月１６日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、在

コロンビア・ベネズエラ大使館、ベネズエラ領事館（ボ

ゴタ・ククタ）およびベネズエラ代表大使公邸の状態が

劣悪な状態にあると発表。 

 

この問題の責任の所在を明らかにするための調査を開

始すると発表した。 

 

「在コロンビア・ベネズエラ大使館・領事館およびベネ

ズエラ大使公邸の状態は極めて劣悪な状況にある。盗難

被害にあっており、施設は破壊された。彼ら（グアイド

暫定政権）は、施設を維持することも出来ない。彼らは

外国にあるベネズエラ政府資産を保護すると言いなが

ら、全てを破壊している。 

 

これは本当の意味で犯罪だ。我が国の国会は今回の問題

の調査を要請する。」と主張した。 

 

２０１９年、コロンビアのドゥケ政権はグアイド暫定政

権をベネズエラの正当な政府と認識。 

 

これをきっかけにマドゥロ政権の外交官は、在コロンビ

ア・ベネズエラ大使館・領事館・大使公邸から引き揚げ

ていた。 

 

この指摘を受けて、主要野党「第一正義党（PJ）」の幹

事長で、２１年までグアイド暫定政権下で在コロンビ

ア・ベネズエラ大使を務めていたトマス・グアニパ氏は、

グアイド暫定政権が在コロンビア・ベネズエラ大使館・

領事館・大使公邸を管理したことはないと明言。 

コロンビア政府の管理下にあったとした。 

「この問題を明確にするために説明する。 

我々が正当な国会からの任命によりコロンビアで活動

していた期間、我々はベネズエラ政府の資産保護の役割

を一切担っていなかった。 

 

領事館についても大使館についても大使公邸について

も、全ての資産はコロンビア政府組織の管理下にあった。 

 

我々は資産へアクセスしていないし、アクセスしようと

も考えなかった。在コロンビア・ベネズエラ大使公邸に

入ったこともなければ領事館にも入っていない。 

 

また、２０２０年７月２８日、我々はボゴタの領事館が

盗難被害を受けたことを宣言し、コロンビア当局に調査

を要請している。」 

 

実際に過去の記事を振り返ると、ボゴタのベネズエラ領

事館が廃墟のようになっていると報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.477」「No.478」）。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

“ロドリゲス国会議長 在コロンビア・ベネズエラ大使

館・領事館・大使公邸が廃墟化していると非難” 
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「コロ最高裁 コルドバ議員兄弟の引き渡し支持」         

 

８ 月 １ ７ 日  コ ロ ン ビ ア 最 高 裁 は 、 Álvaro Fredy 

Córdoba Ruiz 氏を米国に引き渡すことを支持する決定

を下した。 

 

Álvaro Fredy Córdoba Ruiz 氏は、コロンビア左派系の

大物議員 Piedad Córdoba 氏の兄弟。 

 

Álvaro Fredy Córdoba Ruiz 氏は、麻薬密輸に関与した

として現在コロンビア（メデジン）で拘束されており、

米国ニューヨーク南部裁判所が引き渡しを求めていた。 

 

ペトロ政権はコルドバ議員とも関係があり、今回の裁判

所の決定に対してどのように反応するかに注目が集ま

っている。 

 

なお、コルドバ議員自身は、自身はもちろん Álvaro 

Fredy Córdoba Ruiz 氏が麻薬取引に関与しているとの

噂を否定。政治的に自分を追い込むための謀略であると

主張していた。 

 

「野党 予備選へ参加する可能性のある３０名」                  

 

現地メディア「Impacto Venezuela」は、２０２４年の大

統領選に出馬する野党統一候補を決めるための予備選

挙に参加する可能性がある野党政治家の名前を報じた。 

 

出馬する可能性が指摘されている政治家のリストは以

下の通り。 

 

「新時代党（UNT）」Manuel Rosales 党首 

「第一正義党（PJ）」Henrique Capriles 元ミランダ州知

事、Carlos Ocariz 元スクレ市長、Juan Pablo Guanipa 国

会第１副議長。 

 

 

「大衆意思党（VP）」Leopoldo López 党首、Juan Guaidó

暫定大統領 

 

「行動民主党（AD）」Carlos Prosperi 氏、Henri Ramos

幹事長、Williams Dávila 氏 

 

「Encuentro Ciudadano」Delsa Solórzano 党首 

 

「キリスト教社会党（Copei）」Roberto Enríquez 党首 

 

「La Causa R（LCR）」Andrés Velásquez 党首 

 

「ベネズエラ主導党（VV）」Maria Corina Machado 党

首 

 

「隣人の力（FV）」Rafael Uzcátegui 氏、Gustavo Duque

党首 

 

「Futuro」Henri Falcón 党首 

 

他にも主要野党が主催する予備選には参加しないが、大

統領選に出馬を予定している政治家も多く存在する。 

 

また、予備選の開催時期については決まっていないが、

２０２２年末ごろに発表され、予備選は２０２３年中に

行われる予定。 

 

なお、予備選は投票数１位と２位が争う決選投票が行わ

れる可能性もあるが、現在のところ決まっていない。 
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経 済                        

「行政監督長 ペトロ政権が Monomeros 返還」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.794」にて、エルビス・ア

モロソ行政監督長がコロンビアのペトロ政権に対して、

同国にあるベネズエラ国営企業「Monom、eros」のコン

トロール権を返すよう要請していた。 

 

本件について、ペトロ政権が Monomeros のコントロー

ル権をマドゥロ政権に返還したと発表した。 

 

また、アモロソ行政監督長は、これまで Monomeros の

役員を務めていた人物らがベネズエラで保有する口座・

資産を凍結するよう命じ、またベネズエラからの出国を

禁止すると発表した。 

 

報道を見る限りでは、ペトロ政権は今回のアモロソ行政

監督長の発言についてコメントしておらず、事実かどう

かは不透明な状況だ。 

 

ただ、事実であるとすれば、かなり大きな決定になる。 

 

「ベネズエラのインフレ率 世界で３番目に高い」                  

 

世界銀行は２０２１年７月～２２年６月の世界のイン

フレ率を発表。 

 

ベネズエラのインフレ率について、世界で３番目にイン

フレが激しい国だったとした。 

 

同期間のベネズエラのインフレ率は１５５％。 

 

この期間で、インフレが最も激しかった国はレバノンで

３３２％。次いで、ジンバブエが３０９％、ベネズエラ

の１５５％が３番目になる。 

 

 

４番目以降はトルコ（９５％）、イラン（９１％）、アル

ゼンチン（６６％）、エチオピア（３８％）と続く。 

 

「インド ベネズエラ産コークスを輸入」                  

 

ロイター通信は、内部関係者から得た情報として、イン

ドの企業がベネズエラ産のコークスを輸入すると報じ

た。 

 

ロシアとウクライナ紛争により資源の価格が高騰。 

セメント価格も高騰しており、ベネズエラ産コークスは

競争力があるという。 

 

具体的な企業名として、「SW Cement」「Ramco Cements 

Ltd」「Orient Cement Ltd」の名前が報じられている。 

 

ロイター通信によると、インド企業は２２年４月～６月

にかけて、少なくとも１６万トンのコークスを輸入して

いる。 

 

また、近日中にインド南西部の Mangalore 港に５万ト

ンの貨物が到着する予定で、今月中に３万トンのコーク

スがベネズエラから送られる予定だという。 

 

インド企業は、これまで米国・サウジアラビアからコー

クスを調達しており、ベネズエラ産コークスを輸入する

のは今回が初めてだという。 

 

社 会                        

「ELN コロンビア軍人・警察ら６名を解放」           

 

コロンビアのゲリラ組織で、ベネズエラとコロンビアの

国境を中心に活動している「民族解放軍（ELN）」は、

コロンビア軍人５名とコロンビア警察１名を解放した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2b19c67349bfcb17ccac1d05b4e8e7.pdf
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コロンビア系メディア「El Tiempo」によると、今回の

解放はペトロ政権との協議を円滑にするためだという。 

 

ドゥケ政権は、２０１９年に ELN が警察学校を襲撃し

たことを受けて、協議停止を発表。それ以降、ELN との

和平協議は暗礁に乗り上げていたが、ペトロ新政権は、

ELN と協議を再開すると発表。既にキューバのハバナ

にて和平協議が始まっている。 

 

この協議にはマドゥロ政権も関与することになるとい

う。 

 

２０２２年８月１８日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 IVSS 倉庫の火災は人為的        

   ～パナマ・インドから透析資材を調達～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.794」で紹介した通り、カ

ラカスのアンティマノ地区にある「ベネズエラ社会保険

庁（IVSS）」の倉庫で火災が起きた。 

 

この倉庫には透析に必要な資材が保管されており、火災

によりほぼ全て焼失したという。 

 

８月１８日 マドゥロ大統領は、この火災について、意

図的に起こされた火災と主張。ロドリゲス副大統領は放

火と断定できる証拠を持っていると説明した。 

 

証拠とされる写真や火災を起こすためのガソリン燃料

の跡などの写真が公開されたが、専門家ではない限り分

からないだろう。 

 

マドゥロ大統領は、今回の火災は過激派テロリストによ

るものと主張。 

 

 

 

過去にも過激派は医薬品を燃やし、国を不安定化させる

事件を起こしていると主張。コロンビアのドゥケ前政権

がテロリストを育成していると訴えた。 

 

なお、この事件を受けて不足している血液透析と腹膜透

析に必要な資材をパナマとインドから調達したと発表。 

透析の必要な人々に平穏を保つよう呼び掛けた。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

 

「与党国会 プラセンシア氏の大使任命を承認」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.792」にて、マドゥロ政権

はフェリックス・プラセンシア前外相を在コロンビア・

ベネズエラ大使に任命した。 

 

８月１８日 与党国会は臨時国会を実施。プラセンシア

前外相を在コロンビア大使とすることを承認した。 

 

主にはコロンビアに住む２５０万人近いベネズエラ移

民の対応、国境移動の管理、商取引の再開、国際線の再

開、Monomeros の扱い、大使館・領事館・大使公邸の

復旧など、様々な課題が山積しており、新大使のやるべ

きことは多い。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2b19c67349bfcb17ccac1d05b4e8e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e53fc84bea07cb7bab08dbf2a15737b.pdf
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経 済                       

「石油団体 スリア州の経済特別区入りを要請」            

 

「ベネズエラ石油商工会（CVP）」のエンリケ・ノボア

代表は、与党国会に提案を実施。 

 

スリア州の７つの地域を「経済特別区」に指定し、石油・

ガス・石油化学分野の企業投資を促進するよう求めた。 

 

与党国会は「経済特別区法」を承認（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.774」）。 

 

特別区に指定された地域については投資を促進するた

めに既存の税制を適用せず、特別な制度を施行するとい

うもの。 

 

同法律の枠組みで、トルトゥガ島、ファルコン州

Paraguana、カラボボ州 Puerto Cabello-Moron、ラグア

イラ州 La guaira、ヌエバエスパルタ州 Margarita の５

つの地域が経済特別区に指定されているが、現在のとこ

ろスリア州は特別区が存在しない（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.783」）。 

 

ノボア代表は、CVP には２５０の民間企業が加盟して

おり、これらの企業は石油事業の開発に貢献する意思と

能力があると主張。民間企業の投資を促進することで石

油部門の再生を進めるよう提案した。 

 

また、これらの民間企業は、融資を得る手段について関

係者と協議をしているという。 

 

 

 

 

 

 

 

「コロンビアとの国際線 １０月再開予定」         

 

８月１８日 コロンビアの Guillermo Reyes 交通相は、

ベネズエラとの国際線の再開は１０月になるだろうと

の見解を示した。 

 

「これまでも言及したが１０月に両国の国際線を再開

させるために準備を進めている。近いうちにコロンビア

とベネズエラの大統領が国境で面談し、国際線の再開で

合意することになると確信している。」と言及。 

 

また、陸路での移動再開について、コロンビアとベネズ

エラには両国をつなぐ４カ所の橋がある。これらの橋の

状態は良好で、移動についての合意がされれば徒歩での

移動も貨物車でも移動も可能な状態にあると説明した。 

 

「２２年のエビ輸出 前年と比べ大きく減少」         

 

米国がベネズエラから原油を輸入しなくなって以降、ベ

ネズエラが米国に向けて最も多く輸出している品目は

「エビ」となっている。 

 

「ベネズエラエビ生産者団体」のフェルナンド・ビジャ

スミル代表は、天候不順など予期せぬ理由により、２０

２２年のエビの生産量が予定よりも少なくなっている

と述べた。 

 

ビジャスミル代表によると、大雨の影響を受けて養殖場

の稼働が遅れており、２２年４月～６月にかけて、輸出

が出来なかったという。 

 

輸出量は前年同期と比べて１７．４１％少なく、経済的

な損害もかなり大きくなっているとした。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27d4950e540998ec21442ce1eb2271be.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27d4950e540998ec21442ce1eb2271be.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc1adeffddeab141b62beef34ac408b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc1adeffddeab141b62beef34ac408b.pdf
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社 会                       

「急進野党政治家の娘婿 米国に送還される」            

 

ベネズエラの急進野党アントニオ・レデスマ・カラカス

大首都区長の娘婿 Luis Fernando Vuteff 氏が、スイスか

ら米国へ引き渡された。 

 

米国政府は、Luis Fernando Vuteff 氏がベネズエラ政府

高官のマネーロンダリングに関与したと指摘しており、

１２億ドルの不審な送金履歴が確認されている。 

 

急進野党はマドゥロ政権による汚職を強く非難してい

るが、今回の Vuteff 氏の逮捕により急進野党も間接的

にマドゥロ政権の汚職の恩恵を受けていた可能性が指

摘されている。 

 

 

（写真）@HSI Miami 

 

「ベネズエラ 南米で最も幸福度低い国に」                  

 

国連は「世界幸福指数２０２２」を発表した。 

 

同調査の結果、ベネズエラ国民の幸福度ランキングは１

４６カ国中１０８位で、南米地域で最も幸福度が低い国

となった。 

 

 

同指標は、経済的な安定、福利厚生、自由さ、など複数

の項目で総合評価される指標で、ベネズエラは４．９２

ポイント。南米の平均５．８ポイントを大きく下回った。 

 

なお、コロンビアが南米の平均で５．８ポイント。順位

は６６位だった。南米で最も幸福度が高かったのはウル

グアイで６．５ポイント。順位は３０位だったという。 

 

最も幸福度が高い国は、フィンランド。次いでデンマー

ク、アイルランド、スイス、オランダ、ルクセンブルク、

スウェーデン、ノルウェーなど北欧系の国が高く評価さ

れた。 

 

逆に最も幸福度が低い国は、アフガニスタン。レバノン、

ジンバブエ、ルワンダ、ボツワナ、レソト、シエラレオ

ネと続いた。 

日本は６．０３９ポイントで、１４６カ国中５４位だっ

た。 

 

 
（写真）国連 

 

以上 


