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（写真）土地農業省 “ポルトゥゲサ州の小規模農家に農地２．５万ヘクタール超を引き渡し” 

 

 

２０２２年８月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「中堅野党ら 予備選の早期実施を求める 

～与党 ２３年中の大統領選について検討？～」 

「検察庁 Monomeros 役員ら国際指名手配」 

「国境入国時 ベネズエラの指紋認証制度導入？」 

「マドゥロ政権外相 シリア商務官と面談」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 米―カラカス路線再開に意欲」 

「農家にポルトゥゲサ州農地２．５万 Ha 提供」 

社 会                     

「透析資材 コンテナが到着」 

22 年 8 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「アルゼンチン裁判所 マドゥロ政権の要請棄却 

～与野党協議再開は更に困難に～」 

「ペトロ政権 ELN 交渉人の指名手配を取消」 

「VP 予備選挙 ２３年第１四半期実施を提案」 

経 済                    

「イラン政府 １００万 Ha の農地提供は偽情報」 

「Changan Auto 電気自動車の販売を開始」 

「Cifar 医薬品充足率は９６％」 

社 会                    

「米国元議員 David Rivera 氏 制裁回避に協力？」 
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２０２２年８月１９日（金曜）             

政 治                       

「中堅野党ら 予備選の早期実施を求める       

 ～与党 ２３年中の大統領選について検討？～」       

 

８月１９日 主要野党に属する中堅野党「LCR」のアン

ドレス・ベラスケス党首は、予備選挙の日程を早期に決

めるよう要請した。 

 

予備選挙とは、２０２４年に予定されている大統領選の

野党統一候補を決めるための選挙。主要野党を中心に野

党政党が候補者を擁立し、統一候補を決定する。 

 

２０２３年に実施することは決まっているが具体的な

日程や選挙のやり方などは決まっていない。 

 

野党グループ内では、この予備選挙のスケジュールを早

期に発表するよう求める声が大きくなっている。 

 

また、主要野党に属する「包括的民主主義行動（MDI）」

のニックメル・エバンス党首は、出来るだけ早く予備選

挙を実施するよう要請している。 

 

その理由は、マドゥロ政権が２０２３年中に大統領選を

実施する可能性があるからだという。 

 

「現在、２０２３年中に大統領選が実施される可能性が

ある。我々は野党が予備選挙を実施できず、統一候補を

擁立できない可能性を懸念している。」 

と言及した。 

 

現在、世論調査の結果を見る限り、個人単位で人気を確

認するとマドゥロ大統領の人気は比較的高い。 

 

 

 

しかし、「マドゥロ大統領以外の候補」に投票したいと

の回答は圧倒的に多く、候補者を１人に絞ることが出来

れば野党候補が当選する可能性は低くない。 

 

それを阻止するために、マドゥロ政権は野党の準備が整

う前に大統領選を実施する可能性はあるだろう。 

 

「検察庁 Monomeros 役員ら国際指名手配」         

 

コロンビアでペトロ政権が発足したことを受けて、コロ

ンビアにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」のコ

ントロール権がマドゥロ政権に戻ろうとしており、野党

は劣勢に立たされている。 

 

８月１９日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

グアイド暫定政権がこれまでに「Monomeros」の役員と

して任命した役員２３名を国際指名手配にかけており、

拘束に努めると発表した。 

 

罪状は「公的組織の役職の強奪」「マネーロンダリング」

「共謀罪」など。 

 

エルビス・アモロソ行政監督長も、グアイド暫定政権下

で「Monomeros」役員として働いていた幹部について

「ベネズエラの公的資産を私的な理由で使用した」と訴

えており、ベネズエラ国内にある不動産・口座の差し押

さえなどを発表している。 
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「国境入国時 ベネズエラの指紋認証制度導入？」                  

 

在ベネズエラ・コロンビア代表大使に任命された

Armando Benedetti 氏は、「指紋認証で誰が国境を通過

したかを確認することを検討している」と発言。 

 

コロンビアに入国するベネズエラ人について、指紋認証

でデジタル管理する可能性について言及した。 

 

現在、コロンビアでは偽の身分証明書が流通しており、

偽物を見分けるために指紋認証が有効だという。 

 

また Benedetti 大使は、国境の移動が再開する時期につ

いて、「近いうちに実現する」と発言している。 

 

８月１８日 ベネズエラの経済団体とコロンビアの政

府当局関係者らが会合を持ち、国境での商取引の再開に

ついて最優先事項として取り組むことを確認したとい

う。 

 

「マドゥロ政権外相 シリア商務官と協議」                  

 

８月１９日 カルロス・ファリア外相は、シリア大使館

の Wael Deirki 商務官と面談。両国の関係を強化するこ

とで合意した。 

 

具体的な協議内容は選挙分野についてだという。 

 

８月２日 与党国会は、在シリア・ベネズエラ代表大使

として José Gregorio Biomorgiun 氏を派遣することを

承認した。 

 

シリアのアサド政権は独裁者として欧米から非難を受

けており、マドゥロ政権と同じ立場にあると言える。 

反米同盟的な意味合いが強いのかもしれない。 

 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 米―カラカス路線再開に意欲」           

 

マドゥロ大統領は「近いうちにマイアミ―マイケティア

間の路線が再開する。マイアミ人よ、ラグアイラによう

こそ。」と述べた。 

 

２０１９年 米国はグアイド暫定政権をベネズエラの

正当な政府と認識。これを受けてマドゥロ政権との関係

は完全に悪化し、在ベネズエラ米国大使館・領事館を閉

鎖。 

 

１９年５月 米国国務省はベネズエラへの直通便の運

航を禁止すると発表した。 

 

少し前から米国―ベネズエラ間の国際線が再開すると

の噂が報じられていたが、８月１７日にコロンビアで在

ベネズエラ米国代表大使を務めているジェームズ・スト

ーリー氏は、噂を否定。「米国―ベネズエラ路線が再開

する予定はない」と言及していた。 

 

２２年３月以降、バイデン政権はマドゥロ政権と水面下

で協議を進めているようで、在ベネズエラ米国領事館が

再開する可能性も噂されている。 
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ただし、そのためには米国がベネズエラ政府をマドゥロ

政権と認識する必要があり、CITGO のコントロール権

もマドゥロ政権に返還する必要性もありそうだ。 

 

実際のところ、両国の関係改善は容易ではないだろう。 

 

「農家にポルトゥゲサ州農地２．５万 Ha 提供」                  

 

ウィルメル・カストロ・ソテルド土地農業相は、「ポル

トゥゲサ州の農民に対して２．５万ヘクタール超の土地

を引き渡した」と発表した。 

 

ソテルド土地農業相曰く、土地の引き渡しはポルトゥゲ

サ州の農業を振興するためで、政府が所有していた休耕

地を所有権も含めて引き渡すという。他、農業に必要な

器具なども引き渡したという。 

 

なお、土地を譲り受けた家族の数は３，５００世帯。 

引き渡した土地面積は正確には２５，１４８ヘクタール

になるという。 

 

なお、１万ヘクタールは東京ドーム２１４０個分のよう

なので、２．５万ヘクタールは東京ドーム５，３５０個

分ということになる。 

 

そして、この広さの土地を３，５００世帯に引き渡した

ということは平均して１世帯当たり東京ドーム約１．５

個分の土地を譲り受けたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「透析資材 コンテナが到着」           

 

８月１９日 ベネズエラに、腎臓病患者の治療用の医薬

品３０万個を乗せたコンテナが到着した。 

 

マドゥロ政権によると、このコンテナには小児用透析資

材、痩（ろう）など腎臓病患者用の資材が積まれている

という。 

 

８月１５日 「ベネズエラ社会保険庁（IVSS）」の倉庫

で火災が発生（「ベネズエラ・トゥデイ No.794」）。 

 

倉庫には大量の医療資材が保管されており、火災でこれ

らの医療資材が使用できなくなったため、マドゥロ政権

は緊急的に不足している医療品を調達している。 

 

なお、マドゥロ政権は、ベネズエラを不安定にするため

にテロ工作員が放火したと主張しているが、明確な証拠

は出ておらず、逮捕者も出ていない。 

 

 

（写真）国営放送局 

“空輸でマイケティア空港に運ばれた医療資材” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8f2b19c67349bfcb17ccac1d05b4e8e7.pdf
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２０２２年８月２０日～２１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「アルゼンチン裁判所 マドゥロ政権の要請棄却    

      ～与野党協議再開は更に困難に～」          

 

２２年６月からアルゼンチンでベネズエラ国営航空会

社「Emtrasur」の飛行機「Boeing７４７」が差し押さえ

られている。 

 

この飛行機は元々、イランの航空会社「Mahan Air」が

所有していた飛行機で米国政府は同飛行機に制裁を科

していた。「Emtrasur」は同飛行機を２２年に購入した

としている。 

 

また、アルゼンチン到着時にこの飛行機に搭乗していた

パイロット１９名の中にはイラン人が含まれており、こ

のパイロットの中に米国がテロ組織として認識してい

る「イラン革命防衛隊」のメンバーが含まれていると報

じられている。 

 

８月２日 米国政府はアルゼンチン政府に対して、同飛

行機の引き渡しを要請。「Emtrasur」のパイロットはテ

ロ組織の工作員であると主張した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.788」）。 

 

そして、８月１１日 アルゼンチン裁判所は、米国政府

の要請を受け入れ、Boeing７４７を米国に引き渡すこと

を支持する趣旨の決定を下した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.792」）。 

 

８月２０日  マドゥロ政権を代表する Maximiliano 

Ruscoi 弁護士はこの決定に対して異議を唱えたが、ア

ルゼンチン裁判所の Federico Villena 判事は、Ruscoi 弁

護士の要請を棄却したと報じられた。 

 

 

 

加えて、Maximiliano Ruscoi 弁護士はアルゼンチン政府

のクリスティーナ・キッチナー副大統領に近い人物と報

じられており、キッチナー副大統領が関係しているとの

憶測の非難も飛び交っている。 

 

なお、Ruscoi 弁護士は今回のアルゼンチン裁判所の棄

却決定について、「要請について検討さえもしなかった」

と主張。アルゼンチン裁判所の対応に疑問を呈した。 

 

マドゥロ政権は、与野党協議再開の条件の１つとして、

「Emtrasur」の飛行機返還を求めている。 

 

米国に引き渡された場合、与野党協議の再開は更に困難

になるとみられている。 

 

なお、野党側の協議団は「近いうちに与野党協議が再開

する可能性は高い」との見解を示しているが、客観的に

言って難しいのではないか。 

 

「ペトロ政権 ELN 交渉人の指名手配を解除」        

 

８月２０日 コロンビアのペトロ政権は、「民族解放戦

線（ELN）」の一部の指名手配を解除すると発表した。 

 

報道によると、指名手配が解除されたのは Pablo Beltrán

氏、Aureliano Carbonell 氏、Silvana Guerrero 氏、Manuel 

Gustavo Martínez 氏、Isabel Torres 氏、Consuelo Tapia

氏、Alirio Sepúlveda 氏。 

 

彼らは ELN の交渉人だが、ドゥケ政権下で交渉は中断。

２０１８年からハバナにいるという。 

 

ペトロ大統領は、「ELN との和平交渉を円滑にすすめる

ため」と説明。国民に理解を求めた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e53fc84bea07cb7bab08dbf2a15737b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e53fc84bea07cb7bab08dbf2a15737b.pdf
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「VP 予備選挙 ２３年第１四半期実施を提案」         

 

８月２１日 「大衆意思党（VP）」は、予備選挙につい

て２３年第１四半期中に実施するべきとの見解を示し

た。 

 

また、外国にいるベネズエラ人コミュニティと協力して

外国に住むベネズエラ人有権者も含めて独立した選挙

を実施するべきとの見解を示した。 

 

また、２０２４年に予定されている大統領選について、

２０２１年の全国州知事・市長選の後に EU 監視団が行

った改善点を踏まえた選挙を実施するよう要請した。 

 

 

（写真）VP 公式 Twitter アカウント 

“予備選挙について VP の考えを公表” 

 

経 済                       

「イラン政府 １００万 Ha の農地提供は偽情報」            

 

マドゥロ政権がイランに対してベネズエラの農地１０

万ヘクタールを提供したと報じられている。 

 

マドゥロ政権はベネズエラの農業振興のためと説明し

ているが、テロリストにベネズエラの土地を与えるとの

懸念の声も出ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.788」）。 

 

本件について、在ベネズエラ・イラン大使館は、公式ア

カウントにて、ベネズエラの農地１００万ヘクタールを

引き受けるという交渉も合意も存在しないと投稿。 

本件に関する報道はフェイクニュースであると訴えた。 

 

たしかに１００万ヘクタールという土地はかなり大き

く実際にイランに引き渡すには大きすぎる印象はある。 

ベネズエラの１００万ヘクタールの農地に投資をする

よう外国企業に呼び掛けたことが解釈を変えられ報じ

られたのかもしれない。 

 

 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 Twitter 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
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「Changan Auto 電気自動車の販売を開始」         

 

中国自動車メーカー「Changan Auto（長安汽車）」のElvio 

Catanho 氏は、今月中に同社が開発した電気自動車を複

数の代理店で販売すると発表。 

 

自動車の購入にあたり利用できる融資サービスについ

て、全ての条件をウェブサイトで紹介したと発表した。 

 

また、電気自動車の実物はカラカスのフランシスコ・デ・

ミランダ通りの「Torre Movistar」に展示するという。 

 

自動車の価格は２３，２００～３８，８００ドル。 

 

融資の利率は融資を受ける人の経済力に応じて変わる

が、先に代金の３０～５０％を前払いする必要があると

いう。 

 

 

（写真）DolarToday 

 

「Cifar 医薬品充足率は９６％」            

 

「医薬品生産者商工会（Cifar）」の Tito Lopez 代表は、

現在のベネズエラの医薬品事情について、医薬品の充足

率は９６％と言及。十分な医薬品が流通しているとの見

解を示した。 

 

 

 

また、医薬品の国産品と輸入品の割合について５０対５

０と指摘した。 

 

他、２０２２年前期の医薬品業界の業績について、前年

同期と比べて１２．７％増だったと説明した。また、こ

の数年 Covid-１９の影響により医薬品業界は販売が比

較的堅調との見解を示した。 

 

社 会                       

「米国元議員 David Rivera 氏 制裁回避に協力？」            

 

米国の元下院議員 David Rivera 氏がマドゥロ政権のア

ドバイザーとして、５０００万ドルの契約を交わし、マ

ドゥロ政権の協力者でベネズエラの民放「Globovision」

のオーナーであるラウル・ゴリン氏の会社に資金を流し

ていたと報じられた。 

 

ただ、個人的にはこの話には裏がある気もしている。 

 

David Rivera 元下院議員は、元々マドゥロ政権を強く批

判する共和党マルコ・ルビオ上院議員との関係が深く、

議員在籍中もマドゥロ政権と敵対する議員として活動

していた。 

 

この Rivera 元議員は２０２０年にグアイド暫定政権か

らも、マドゥロ政権側からも契約不履行を理由に訴訟を

受けている。２０年当時、Rivera 元議員は「受け取った

資金はマドゥロ政権を倒壊させるため反政府デモに使

用した」と主張。この資金の利用は米国政府も合意の上

だったと述べている（「ベネズエラ・トゥデイ No.446」）。 

 

米国政府と Rivera 元議員の主張が完全に衝突している

が、過去の Rivera 氏の活動を見る限り、Rivera 氏の主

張が事実で米国政府が事実を隠そうとしている可能性

もありそうだ。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf

