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（写真）航空監督局（INAC） “８月１日から Covid-１９感染拡大防止のための新システムが始動” 

 

 

２０２２年８月１日（月曜） 

 

政 治                     

「FARC マルケス氏の家族がベネズエラに到着」 

経 済                     

「イランにベネズエラの農地１００万 Ha を提供 

～野党 テロリストの拠点になることを懸念～」 

「インド旅行関係者ら１６名 ベネズエラを訪問」 

「２２年７月 石炭公社の出荷量１８．４％増」 

「Bloomberg 株式市場通じて民営化進める」 

「Monomeros 汚職の真の責任者は主要野党」 

社 会                     

「空港入国時に新たな感染拡大防止策が開始」 

２０２２年８月２日（火曜） 

 

政 治                    

「米国 アルゼンチンに飛行機差し押さえ要請 

～Emtrasur パイロットはテロ構成員～」 

「OCHA 職員 マドゥロ大統領と協議」 

「マドゥロ大統領 米議長の台湾訪問を非難」 

経 済                    

「電力・ガス不足により輸出に支障 

～７月の原油輸出量は先月比２７％減？～」 

「並行レート １ドル６ボリバル突破」 

社 会                    

「グランサバナ 大洪水により浸水」 
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２０２２年８月１日（月曜）             

政 治                       

「FARC マルケス氏の家族がベネズエラに到着」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.775」にて、コロンビアの

ゲリラ組織「コロンビア革命軍（FARC）」のリーダーの

１人、イバン・マルケス氏が殺害されたとの記事を紹介

した。 

 

しかし、その後 FARC 残党グループがメッセージを公

開し、マルケス氏は生きていると発表。 

コロンビアのモラノ防衛相もこの発表が正確なもので

あると認め、マルケス氏は現在カラカスの病院で治療を

受けていると説明した。 

 

容体は予断を許さない状況で、集中治療室で治療を受け

ているという。 

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、マルケス氏の家族が容

体を確認するためカラカスに到着したと報じた。 

 

「El Tiempo」が関係者から入手した情報によると、マ

ルケス氏は複数の指を失っており、また頭部に負傷を追

い、植物状態にあるようだ。 

 

（写真）Al Navio 

経 済                        

「イランにベネズエラの農地１００万 Ha を提供     

 ～野党 テロリストの拠点になることを懸念～」           

 

イランのMohsen Kousheshtabar経済担当次官とマドゥ

ロ政権は農業協定を締結。 

 

農耕に適したベネズエラの土地１００万ヘクタールを

イラン企業に使用させることで合意した。 

 

６月にマドゥロ大統領はイランなど６カ国を訪問（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.766」）。 

 

当時、詳細は語られなかったものの、イランでは「観光」

「農業」「防衛」の３分野での関係強化で合意したとい

う。今回の協定は「農業」に関する協定が正式に発効し

たということだろう。 

 

ただし、この協定について野党は猛反対。 

 

マドゥロ政権は、イランにベネズエラを侵略させようと

しており、明け渡された土地はイランのテロ工作の拠点

として使用されるとの懸念を表明している。 

 

イランが管理する土地がベネズエラに出来るのは、米国

にとっても懸念するべき問題だろう。 

 

「インド旅行関係者ら１６名 ベネズエラを訪問」         

 

アリ・パドロン観光相は、インドから１６名の旅行者が

ベネズエラへやってきたと発表。 

 

パドロン観光相によると、この１６名は旅行オペレータ

ー（旅行代理店？）の関係者で、今後１２日間ベネズエ

ラに滞在する予定だという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29d0c378cbec03d5b1ceefd4467901b7.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月１日～８月２日報道               No.７８８   ２０２２年８月３日（水曜） 

3 / 7 

 

また、パドロン観光相によると、インド政府と両国の観

光促進について協定を締結しており、その枠組みとして

今回旅行オペレーターがベネズエラに到着したという。 

 

（写真）パドロン観光相ツイッター 

 

「２２年７月 石炭公社の出荷量１８．４％増」                  

 

国内生産工業省は、２２年７月の石炭公社「CVG 

Carbones del Orinoco CA」の出荷量が１８．４％増え

たと発表した。 

 

２２年７月の出荷量がいつと比較して１８．４％増えた

のかの説明が抜けているが、恐らく前年同月（２１年７

月）と比べていると思われる。 

 

 

「Bloomberg 株式市場通じて民営化進める」         

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権が証券取引所を通じて、

国営企業のコントロールを薄めていこうとしていると

報じた。 

 

現時点ではまだ特筆する動きは無いが、マドゥロ政権は

近日中に国営銀行「Banco de Venezuela」および国営通

信公社「Cantv」の株式５％を、株式市場を通じて売却

するという。 

 

Bloomberg の認識では、最も投資家の関心が高い業種は

「石油」「ガス」「石油化学」の３分野。 

 

これらの分野についても株式売却の対象として否定は

されていない。 

 

「Monomeros 汚職の真の責任者は主要野党」                  

 

７月２２日 野党国会は、コロンビアにあるベネズエラ

国営石油化学公社「ペキベン」の子会社「Monomeros」

の代表らが、「Lyon Street 社」との契約締結にあたり野

党国会に適切な情報を提供しなかったとされる報告書

を承認した。 

 

Lyon Street 社は、現在も Monomeros の社長を務めて

いるロドリゲス・ラプレア社長と関係のある会社で、野

党国会は有利な条件で Lyon Street 社と契約を交わすこ

とで、個人的に蓄財しようと考えていたと指摘している。 

 

しかし、本件について、元野党議員で以前はグアイド議

長が所属する「大衆意思党（VP）」の党員を務めていた

イスマエル・レオン氏は、急進野党系 YouTube サイト

「Factores de Poder」に出演。 

問題の根本は Monomeros の社長ではなく、主要野党に

あると訴えた。 
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レオン氏によると、Monomeros の役員は主要野党４党

のトップが指名しており、選出された役員は各党の利害

関係者になっているという。契約の詳細についても彼ら

が正確に認識していない可能性は低いとの見解を示し

た。 

 

なお、今回問題となっているロドリゲス・ラプレア社長

は、「行動民主党（AD）」の関係者。「第一正義党（PJ）」

も何らかの形で関与していたと指摘した。 

 

ラプレア社長を非難する報告書を承認したのは「独立野

党」「急進野党」「大衆意思党（VP）」「新時代党（UNT）」

で、AD と PJ の議員は棄権し、承認をしなかった。 

 

また、レオン氏は、「VP は今回ラプレア社長が問題を起

こしたとされる調査報告書を承認したが、ラプレア社長

が代表に就任する前に社長をつとめていたカルメン・エ

リサ・エルナンデス前社長と VP との癒着について説明

責任を果たしていないと指摘。 

 

また、エルナンデス前社長の頃、Monomeros はレオポ

ルド・ロペス党首の母親が役員を務める会社と契約を締

結したが、この点についても十分な説明がされていない

と訴えた。 

 

他、マドゥロ政権を擁護するつもりはないが、

Monomeros の運営はマドゥロ政権の頃の方がはるかに

健全だったと指摘。主要野党に対して反省するよう求め

た。 

 

社 会                        

「空港入国時に新たな感染拡大防止策が開始」           

 

８月１日からベネズエラの入国時の感染拡大防止策が

強化される。 

 

 

同日以降、ベネズエラに入国する５歳以上の旅行者は

「Sistema Automatizado Biocheck」というシステムに登

録する必要がある。 

 

まず「Bio Check」のウェブサイトにアクセス。 

 

登録には、パスポートや身分証明書（Cedula）など身分

を確認できる書類が必要。他、写真も必要となる。 

 

ワクチン接種を証明できる書類、非感染証明書なども必

要だという。 

 

申請後、保健当局が内容を確認し、申請内容に不備がな

ければ７２時間以内に登録した電子メール当てに「Pase 

Viajero Bioseguridad」という入国許可証が送られると

いう。 

 

 

（写真）Bio Check の登録ページ 

 

 

 

https://biocheck.inac.gob.ve/
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２０２２年８月２日（火曜）              

政 治                       

「米国 アルゼンチンに飛行機差し押さえ要請     

    ～Emtrasur パイロットはテロ構成員～」        

 

２２年６月 ベネズエラの航空会社「Emtrasur」の飛行

機「Boeing７４７」がアルゼンチンから移動出来なくな

った。 

 

理由は、この飛行機が元々イランの「Mahan Airline」の

飛行機であり、米国は「Mahan Airline」が「Boeing７４

７」を保有していた当時、制裁対象にしていたため（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.768」）。 

 

制裁対象飛行機であることを理由に、当初移動する予定

だったウルグアイが同飛行機の受け入れを拒否。そこか

ら動けなくなった。 

 

また、パイロット・乗組員１９名のうち、１４名はベネ

ズエラ人・５名はイラン人で、このイラン人の中に米国

がテロ組織として指定している「イスラム革命防衛隊」

の構成員がいるとの指摘もあり、問題が大きくなってい

た。 

 

本件について、８月２日 米国司法省は、アルゼンチン

政府に対して、同国コルドバの Ezeiza 空港に停留して

いる「Boeing７４７」を差し押さえるよう要請した。 

 

米司法省は「Emtrasur」の飛行機について、元々は制裁

対象となっている「Mahan Airline」の飛行機であり、米

国の法律に違反していると主張した。 

 

また、米国司法省は、イラン国籍の乗組員の中に「イス

ラム革命防衛隊」のコッズ部隊の構成員がいると指摘し

ている。 

 

 

「OCHA 職員 マドゥロ大統領と協議」           

 

マドゥロ大統領は、国連「人道問題調整事務所（OCHA）」

の Martin Griffiths 氏と面談。 

 

国連によるベネズエラでの人道支援について、意見交換

をした。 

 

８月２日 Griffiths 氏は記者会見を実施。ベネズエラは

引き続き国連が人道支援を続けるべき国であるとの見

解を表明。５２０万人の生活困窮者らを支援すると発表

した。 

 

なお、５２０万人を支援するために７億９，５００万ド

ルが必要だと説明。食料・社会インフラ・教育なども支

援するが、特に医療分野に支援の重きを置くとした。 

 

ただし、現時点でベネズエラへの支援向けに用意されて

いる資金は１億７０００万ドルだという。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72ffe39ef28a5874218a72741b5cc5fe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72ffe39ef28a5874218a72741b5cc5fe.pdf
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「マドゥロ政権 米議長の台湾訪問を非難」           

 

８月２日 マドゥロ大統領は、中国外務省のラテンアメ

リカ・カリブ海担当官と面談。中国との友好的な関係を

改めて確認し、ベネズエラへの支援と理解に感謝の意を

示した。 

 

この面談の後、ベネズエラ外務省は声明を公表。 

米国のペロシ下院議長が突然台湾を訪問したことにつ

いて非難の意を表明した。 

 

「ベネズエラ外務省は、米国のペロシ下院議長が台湾を

訪問したことについて明確に拒絶する。 

 

国際社会に対して、中国の自国主権と国家統合が直接的

で深刻な脅迫を受けていることに警鐘を鳴らす。 

 

ベネズエラ政府は対話外交と国際法の尊重を重視して

おり、他国の介入主義的な行動を容認しない。 

 

中国とベネズエラの関係は友好的で強固なものであり、

台湾は中国の領土であると認識している。」 

と発表した。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 

 

経 済                       

「電力・ガス不足により輸出に支障           

  ～７月の原油輸出量は先月比２７％減？～」            

 

「ロイター通信」は、２０２２年７月のベネズエラの原

油輸出が先月比２７％減、前年同期比３８％減だったと

報じた。 

 

ロイター通信によると、７月にベネズエラを出港したタ

ンカーは２９隻。 

 

原油輸出量は日量４６万３２３バレルだったという。 

また、２５．２万メートルトンのコークス原油・メタノ

ールが輸出されたという。 

 

なお、輸出先の多くは中国。マレーシア経由で中国に到

着する原油も多いという。 

 

ロイター通信によると、原油輸出が減少した理由は、ガ

スと電力供給が止まったためだったという。 

 

ガスダクトが爆発し、エネルギーが十分に供給されなか

ったことで、ホセ・ターミナルのベネズエラ産原油の混

合プロセスが進まず、輸出するために必要な仕様の原油

が生産できなかったという。 

 

「並行レート １ドル６ボリバル突破」         

 

ベネズエラ中央銀行はインフレを抑制するため、両替市

場に外貨を供給することで為替レートを安定させてい

る。 

 

その効果もあり、ベネズエラのインフレは以前と比べれ

ば落ち着いている。 
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ただし、この２カ月ほどベネズエラ中央銀行はボリバル

安を容認しており、徐々にボリバル安になっている。 

 

そして、８月２日 並行レートが１ドル６ボリバルを突

破した。 

 

以下は、ベネズエラの並行レート情報をまとめて紹介し

ている@EnParaleloVzla というアカウントが公表して

いるもの。 

 

同アカウントで公表している並行レートの平均が１ド

ル６．０１ボリバルとなった。 

 

なお、中央銀行が管理している「両替テーブル」の８月

２日時点の為替レートは１ドル５．８ボリバルとなって

いる。 

 

 

（写真）@EnParaleloVzla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「グランサバナ 大洪水により浸水」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.787」にて、ブラジル

と国境を接する町「サンタ・エレナ・デ・ウアイレン」

で洪水被害が起き５００世帯が被災したとの記事を紹

介した。 

 

この大雨はその後も被害を拡大させており、ベネズエラ

最大の観光名所があるグランサバナ市も川が決壊し、被

害が出たという（以下写真がグランサバナ市の様子）。 

 

ボリバル州知事の発表によると、同市で５８５世帯が被

災したという。また、被災者は避難施設に移動し、医薬

品や食料・簡易ベッドなどの支援を受けているという。 

 

他、４００名超の軍人が派遣され、被災支援を行ってい

ると説明した。 

 

 

（写真）maduradas 

 

以上 

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

