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（写真）ノルウェー政府 “与野党代表 ６月２１日にノルウェーにて協議を実施” 

 

 

２０２２年６月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「ペトロ大統領当選 マドゥロ大統領ら祝福 

～ELN などゲリラとの協議が進むか～」 

「ペトロ次期大統領 米国国務長官と電話協議」 

「Datanalisis 社長 ラ米の左傾化に警鐘」 

「マドゥロ大統領 Covid-１９感染拡大に警戒」 

経 済                     

「CENDAS-FVM ５月の食糧費は４７８ドル」 

「マスターカード 新決済サービスを提供」 

社 会                     

「南米の大学ランキング ベネズエラ４校入選」 

２０２２年６月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「ノルウェーで与野党協議の代表が会談予定」 

「ルーラ元大統領 １０月大統領選の最有力候補」 

経 済                    

「BOD 株 Banco Nacional de Credito へ売却 

～６月２３日夜からシステム移行作業～」 

「５月の外貨預金額（CC1）は８．４５億ドル」 

「スーパーの外貨建て販売額 先週比４％超減」 

「Chevron バイデン政権の価格抑制要請に反応」 

「Wingo ベネズエラ-コロンビア運航再開要請」 

「２２年のコロンビアとの貿易額 １２億ドルも」 
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２０２２年６月２０日（月曜）             

政 治                       

「ペトロ大統領当選 マドゥロ大統領ら祝福      

    ～ELN などゲリラとの協議が進むか～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.769」でも紹介したが、

６月１９日にコロンビアで大統領選の決選投票が行わ

れ、左派連合「Pacto Historico」のグスタボ・ペトロ候

補が当選した。 

 

コロンビアで左派政権が発足するのは同国史上初めて

だという。 

 

同日、マドゥロ大統領はペトロ候補の当選を祝福。 

「コロンビア大統領選で歴史的な勝利を勝ち取ったグ

スタボ・ペトロ氏とフランシア・マルケス氏を祝福する。 

彼はコロンビア国民の意志に寄り添った。彼は民主主義

と平和を擁護するために登場した。我々の兄弟の国で新

しい時代が始まる。」 

とのツイッターを投稿した。 

 

また、ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首もテレビ

でペトロ候補の当選を祝福。 

 

ペトロ新政権下でベネズエラと新たな外交関係を築く

ことに期待感を示した。 

 

また、８月に予定されているペトロ候補の大統領就任式

について、「ベネズエラ政府から多くの関係者を派遣す

ることを期待する」と述べた一方で、「参加者は就任式

の主催者が決めることだ」と述べた。 

 

同式典を主催するのがドゥケ政権側であれば、マドゥロ

政権関係者の招待は厳しいのかもしれない。 

 

 

なお、コロンビアとベネズエラの問題として深刻なのは

国境でのゲリラの活動だ。 

 

本日付けの「ウィークリーレポート No.257」でも触れ

たが、ペトロ候補は元々ゲリラ組織「M-１９」の出身で

反体制派の人間だった。 

 

つまり、政治思想としてはゲリラ側と共感できるものが

あり、ペトロ氏自身はゲリラに精通しているという。 

 

「コロンビア革命軍（ELN）」は、「ペトロ新政権との和

平交渉を再開する意思がある」との声明を発表。 

 

前向きな合意が成立する期待も高まっている。 

 

「ペトロ次期大統領 米国国務長官と電話協議」         

 

６月２０日 ペトロ次期大統領は、米国のアンソニー・

ブリンケン国務長官と２０分ほどの電話協議を行った

ことを明らかにした。 

 

EFE 通信によると、ブリンケン国務長官はペトロ氏に対

して当選を祝福し、米州大陸の気候変動や和平プロセス

の進展について意見を交わしたという。 

 

また、米国の Brian Nichols 国務次官は、コロンビアメ

ディア「El Tiempo」の取材に対して、 

「ベネズエラ危機について、ペトロ新政権と共通の認識

を持ち、解決を模索することを望む」と発言。 

 

一方、ペトロ次期大統領がマドゥロ政権をベネズエラ政

府と認識するであろうことを認めた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1a4253f0f2a266f045196aa22a65f332.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/944a97d07354d9e2709ea6222200abeb.pdf
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「Datanalisis 社長 ラ米の左傾化に警鐘」                  

 

６月２０日 ベネズエラの世論調査会社「Datanalisis」

の社長で政治専門家のビセンテ・レオン社長は、コロン

ビアのペトロ候補当選についてツイッターで見解を示

した。 

 

「ペトロ候補の当選がベネズエラに何をもたらすか？ 

 

１つ目は、ラテンアメリカ諸国の左派グループの拡大。

各国スタイルに違いはあるが、この傾向がマドゥロ政権

との接近を促す。少なくとも地域内で対話を促進するよ

うな流れを生む。 

 

２つ目は、商取引の増加、国境移動の再開、領事交流が

生まれる。ただし、ペトロ氏は政治的なコストを懸念し、

即座にコロンビアとベネズエラの外交関係を回復させ

ないと考えている。 

 

３つ目は、コロンビアでポピュリズム、高インフレ、政

治不信が拡大すると考えている。これはコロンビアにマ

イナスの影響を与えるだろう。 

 

４つ目は、ゲリラとの関係。ペトロ氏はゲリラと親密な

関係を築くことはないと考えている。しかし、彼らに対

する対応は現在よりも緩和する。国内での紛争は減少す

ることが考えられる。しかし、彼らとの対立が減少する

ことで国境でのゲリラが拡大する可能性がある。 

 

５つ目は、ペトロ氏がベネズエラの政治対立のつなぎ役

になる可能性。コロンビアが解決を促進する可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

ペトロ候補が強権的なキューバ、ニカラグア、ベネズエ

ラ的な政権運営をするのか、あるいはチリ、メキシコ、

ペルーのように穏健的な政権運営をするのかは現段階

でははっきりしない。 

 

どちらにせよ、ラテンアメリカ諸国内で制裁を拒絶する

声が高まり、マドゥロ政権側に有利に働くことは間違い

ないだろう。米国は米州大陸の変化を慎重に判断しなけ

ればならない。」 

と投稿した。 

 

「マドゥロ大統領 Covid-１９感染拡大に警戒」         

 

６月２０日 マドゥロ大統領は、ベネズエラに再び

Covid-１９感染拡大の波が押し寄せていると警鐘を鳴

らし、改めてワクチン接種を促した。 

 

６月２０日の新規感染者数は全国で６７名。 

６月１９日は同８８名。 

決して多くはないが、数週間前は５０人の日が続いてい

たため、その頃よりは少し増えている。 

 

なお、ベネズエラで始めて Covid-１９の感染を確認し

てから２０２２年６月２０日まで（合計８２７日間）の

合計感染者数は５２万４，９７８名。うち５１万７，７

９５名は回復している。 

 

５，７２４名は死亡。 

残り１，４５９名のうち９０６名は軽微な症状。 

４４９名は呼吸器系に異常を確認。 

７６名は呼吸器系に深刻な異常を確認。 

２８名は深刻な状態のため集中治療室へ入院。 

となっている。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月２０日～６月２１日報道            No.７７０   ２０２２年６月２２日（水曜） 

4 / 8 

 

 

（写真）保健省 

 

経 済                        

「CENDAS-FVM ５月の食糧費は４７８ドル」           

 

６月２０日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を

調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、５月の基

礎食糧費がドル建てで月額４７７．５２ドルだったと発

表した。 

 

４月の食糧費は、月額４８１．９２ドルだったので、ド

ル建ての物価は若干下がったことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は BsD.２，４６８．７６。

先月は BsD.２，２３１．２９だったので、１０．６％

増になる。 

 

つまり、ボリバル建ての食糧費は増えたが、為替レート

がボリバル安になったため、ドル建てで見るとコストが

下がったことになる。 

 

なお、品目別で最も価格上昇が激しかったのは「コーヒ

ー」で先月比３０．９％増、次いで「米・根菜類」が同

２６．３％増、「マヨネーズ・ソース類」が同２５％増

だった。 

 

「マスターカード 新決済サービスを提供」           

 

マスターカードは、ベネズエラでデビットカードの新た

なサービスを提供すると発表した。 

 

通常、店舗でカード決済をする場合、機械にカードを差

し込む必要があるが、そういった機械との接触なくカー

ド決済ができるようになるという。 

 

同社の発表によると、ラテンアメリカを含めて世界４０

カ国で既に同サービスを実施しており、接触を減らすこ

とで Covid-１９などの感染対策になり、顧客の利便性

の向上につながるとしている。 

 

社 会                        

「南米の大学ランキング ベネズエラ４校入選」           

 

ラテンアメリカ諸国の大学の教育レベル上位１００位

をランキング化している「Quacquarelli Symonds World 

Rankings」の２０２２年版が公表された。 

 

同発表によると、ベネズエラでは４校の名前が挙がって

いる。 

 

最も評価が高かったのはベネズエラ中央大学で、ラテン

アメリカ諸国の中で第３８位。 

 

次いで、アンドレス・ベジョカトリック大学が４９位。 

 

シモン・ボリバル大学が６８位。 

 

ロス・アンデス大学が７２位となった。 
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２０２２年６月２１日（火曜）              

政 治                       

「ノルウェーで与野党協議の代表が会談予定」        

 

ノルウェーの Anniken Huitfeldt 外相は、６月２１～２

２日にかけて同国で開催される「オスロ・フォーラム」

で、ベネズエラの与野党代表が協議を行うと発表した。 

  

ノルウェーは平和外交を標榜しており、国際的な紛争で

は度々仲裁者として名前が挙がる。 

Huitfeldt 外相は「ここ数年、世界は地政学的に劇的な変

化を見せており、冷戦以降ここまで二極化している状況

は今までなかった。」と指摘。 

 

「オスロ・フォーラムを開催することで、この２極化の

問題を平和的に解決するための機会を創出する。」と説

明した。 

 

なお、野党の協議代表者は５月に「新時代党」のオマー

ル・バルボサ氏に代わっているが、今回ノルウェーを訪

問するのは前代表のヘラルド・ブライ氏だという。 

与党からはこれまで通り、ホルヘ・ロドリゲス国会議長

が参加する予定。 

 

 

「ルーラ元大統領 １０月大統領選の最有力候補」         

 

南米主要国と言えば、「アルゼンチン」「ブラジル」「コ

ロンビア」「ペルー」「チリ」などの名前が挙がるだろう。 

 

「ベネズエラ」も以前は主要国として「アルゼンチン」

「ブラジル」「コロンビア」と肩を並べていたが、経済

力の低迷を受けて、プレゼンスは小さくなった。 

 

上記の国は左傾化が進んでおり、この中で左派政権に分

類されない国はブラジルのボルソナーロ政権だけだ。 

 

しかし、ブラジルも今年１０月２日に大統領選を控えて

おり、最も有力視されているのは左派政党「労働党（PT）」

のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ候補。 

 

同国の大統領選について、５月２５日～２７日に行われ

た現地世論調査の結果は以下の通り。 

 

調査期間：５月２３～２４日 

調査対象人数：３，０００人 

調査機関：CNN およびリアルタイムビッグデータ 

上位 3 人の支持率：ルーラ氏４０％、ボルソナーロ氏３

２％、シーロ氏９％ 

 

調査期間：５月２５～２６日 

調査対象人数：２，５５６人 

調査機関：民間調査会社ダッタ・フォーリャ 

上位 3 人の支持率：ルーラ氏４８％、ボルソナーロ氏２

７％、シーロ氏７％ 

 

調査期間：５月２３～２５日 

調査対象人数：１，０００人 

調査機関：ブローカー・シスペー、調査会社イペスピ 

上位 3 人の支持率：ルーラ氏 45％、ボルソナーロ氏 34％、

シーロ氏 8％ 
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経 済                       

「BOD 株 Banco Nacional de Credito へ売却     

  ～６月２３日夜からシステム移行作業～」               

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.769」にて、民間金融

機関「Banco Nacional de Credito（BNC）」が同じく民

間金融機関「Banco Occidental de Descuento（BOD 銀

行）」の株式を購入したとの記事を紹介した。 

 

本件に関連して、BNC は２２年６月２３日夜１０時～

翌２４日午後３時までBOD 銀行の電子送金システムが

使用できなくなると発表した。 

 

また、２４日午後３時以降、BOD 銀行の顧客は BNC の

オンライン口座（www.bncenlinea.com）から送金サービ

スを行うことになるとした。 

他、２３日午後１０時～２４日午前８時まで BOD 銀行

のカード決済機も使用が停止するという。 

 

 

（写真）BNC 

 

「５月の外貨預金額（CC1）は８．４５億ドル」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、５月の金融機関

の外貨預金額について報道した。 

 

同メディアによると、ベネズエラの５月外貨預金額（為

替協定第１号(CC１)の枠組みで開設した外貨口座）は

先月比１０．１４％増の８億４，５００万ドルだという。 

 

最も預金額が多かったのは「BNC」で２億８６０万ドル。 

次いで「Mercantil 銀行」が１億４，１２０万ドル、

「Bancamiga」が１．１億ドルだという（詳細は以下の

通り）。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「スーパーの外貨建て販売額 先週比４％超減」         

 

現地コンサルタント会社「Atenas Group」は、スーパー

マーケットでの販売状況についての調査レポートを公

表した。 

 

「Atenas Group」によると、６月６～１２日の週の支出

額はドル建てで見て先週比４．４％減少したという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1a4253f0f2a266f045196aa22a65f332.pdf
https://www.bncenlinea.com/
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品目ごとに販売額を分けると、 

「食品」が３．７％減、「基礎食料品」が４．５％減、

「飲料（ノンアルコール）」が３．７％減、「衛生用品」

が８，３％減、「嗜好品」が２．５％減、「乳製品」が２．

２％減、「アルコール類」が０．７％減、「掃除用品」が

５．６％減、「その他」が３．１％減、「医薬品」が２．

９％減だったという。 

 

 

（写真）Atena Group 

 

「Chevron バイデン政権の価格抑制要請に反応」         

 

米国エネルギー会社「Chevron」の Mike Wirth 最高経

営責任者（CEO）は、バイデン政権に対して、エネルギ

ー産業を支配しようとするのではなく、エネルギー産業

を支援する方向で動くよう求めた。 

 

WirthCEO のコメントは、先週バイデン政権がエネルギ

ー会社７社に対して、エネルギー価格を下げるよう要請

し、価格低下のための協議を求めたことを受けたもの。 

 

バイデン政権は Exxon Movil などに対して、利益を取り

過ぎなど批判的な見解を示していた。 

 

これに対して WirthCEO は、バイデン政権はウクライ

ナ問題でエネルギー業界の不均衡を招きながら、エネル

ギー産業を批判し、支配しようとしていると訴えた。 

 

 

 

また、Chevron としても現在のエネルギー価格は懸念し

ており、バイデン政権に対して増産に必要な政府支援を

行うよう求めた。 

 

「Wingo ベネズエラ-コロンビア運航再開要請」         

 

コロンビアの民間航空会社「Wingo」は、コロンビアの

航空当局に対して、ベネズエラーコロンビア間の運航再

開を求めた。 

 

実際に Wingo が申請したとされる書類によると、同社

はカラカスではなく、バレンシア（カラボボ州）―ボゴ

タ間の運航（週７便）を申請しているようだ。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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「２２年のコロンビアとの貿易額 １２億ドルも」         

 

ベネズエラ・コロンビア商工会の Luis Alberto Russián

代表は、ペトロ次期大統領の当選について好意的な見方

を示した。 

 

２００８年当時、両国貿易額は７０億ドルを超えていた

が、政治関係の悪化、Covid-１９の感染対策などで両国

の取引は２０２０年に２億２，４００万ドルまで減少し

た。 

 

しかし、２１年には約１００％増の４億ドルまで回復し

ている。 

 

なお、２１年１月～３月期の両国の貿易額は合計で６，

４００万ドルだったが、２２年は１億２，７００万ドル

になっていると説明。両国の取引が順調に回復している

との見方を示した。 

 

なお、１億２，７００万ドルのうち１億９００万ドルは

コロンビアからベネズエラへの輸出だという。 

 

また、両国の外交関係が回復することでこの取引額は更

に増加するだろうとの見解を示し、８億ドル、楽観的な

シナリオであれば１２億ドルにすることも可能との見

解を示した。 

 

以上 


