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（写真）TELESUR “ベネズエラ外相とコロンビア次期外相が８月７日以降の外交関係再開を発表” 

 

 

２０２２年７月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「麻薬取引に関与したとして与党国会議員が逮捕」 

「ベネ潜伏ゲリラ コロンビア防衛相暗殺を計画」 

「コロ防衛相 イバン・マルケス氏の状態を把握」 

経 済                     

「犯罪取引 ベネズエラ経済の２１．７％？」 

「コロンビア国境に米ドルの偽札工場」 

「ベネズエラ収入 １年前と比べて１５０％増」 

「部品・燃料不足 大型車８０万台が稼働停止」 

社 会                     

「OVCS ３８．３％は家庭用ガスに不満」 

２０２２年７月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア・ベネズエラ外相が会談 

～ペトロ政権後に外交関係改善を約束～」 

「ラカバ知事 ベネズエラで最も人気の政治家」 

経 済                    

「Repsol ベネズエラ産原油の調達再開を発表」 

「ベネズエラ石油商工会 代表が交代」 

「AVEX ２２年の非石油部門輸出は３０億ドル」 

「CENDAS-FVM 不足生活費は９５％」 

社 会                    

「カンキツグリーニング病により柑橘類が壊滅」 
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２０２２年７月２７日（水曜）             

政 治                       

「麻薬取引に関与したとして与党国会議員が逮捕」       

 

７月２６日 ララ州選出の与党国会の Maria Yanitza 

Bogado Mendez 議員が、麻薬取引に関わっていたとし

て逮捕された。 

 

報道によると、Mendez 議員は２０２１年１１月～２２

年１月の期間、麻薬取引に関与していたとされる証拠が

見つかったという。 

 

なお、この件に関連して既にスリア州 Jesus Maria 

Semprun 市の市長も逮捕されているという 

 

Mendez 議員は、与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」の党員ではなく、与党系政党「ORA」の党

員。 

 

２０２０年１２月に行われた国会議員選挙では元々

Derby Guedez 氏が当選していたが、Guedez 氏が２１

年の市長選でララ州 Palavecino の市長に当選したこと

で補欠として登録されていた Mendez 氏が議員に就任

したという。 

 

 

（写真）Maduradas “Bogado Mendez 議員” 

「ベネ潜伏ゲリラ コロンビア防衛相暗殺を計画」         

 

コロンビア警察は、ベネズエラに潜伏しているゲリラが

ドゥケ大統領およびドゥケ政権の防衛相を暗殺するた

めに懸賞金をかけたという証拠を発見したと説明した。 

 

「我々の諜報機関は、FARC３３部隊ゲリラの Jhon 

Mechas 氏がドゥケ大統領暗殺に７０億ペソ（約１６０

万ドル）の懸賞金をかけたとの情報を確認した。 

 

同時に、ディエゴ・モレノ防衛相および軍部総司令官ら

の殺害に２０億ペソ（約５０万ドル）をかけたことも確

認した。」 

と述べた。 

 

また、Jhon Mechas 氏は、マドゥロ政権の庇護の下で、

ベネズエラで活動を続けているとしてマドゥロ政権を

非難した。 

 

「コロ防衛相 イバン・マルケス氏の状態を把握」         

 

「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、同報道から数日が経過し、FARC 残党グループ

がマルケス氏は生きているとのビデオメッセージを公

開。このビデオの内容が事実であるとコロンビア防衛相

も認めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.780」）。 

 

コロンビアのディエゴ・モラノ防衛相は、インタビュー

番組「Semana」に出演。 

 

マルケス氏について、諜報部から状況は聞いていると説

明。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29d0c378cbec03d5b1ceefd4467901b7.pdf
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現在は、マドゥロ政権の庇護の下、ベネズエラ・カラカ

スの病院で治療を受けていると述べた。また、諜報部か

ら得た情報によると、集中治療室におり、重篤な状況に

あるという。 

 

この状況について、「マドゥロ政権が FARC を支援して

いる重要な証拠と言える」とマドゥロ政権を非難した。 

 

経 済                        

「犯罪取引 ベネズエラ経済の２１．７％？」           

 

非政府系団体「Transparencia Venezuela」と経済調査会

社「Ecoanalitica」は、１０カ月の間、ベネズエラの犯罪

取引について調査を行ったという。 

 

その結果、犯罪取引はベネズエラ経済の２１．７４％の

規模を占めると結論づけた。 

 

なお、「Transparencia Venezuela」が特に調査に注力し

た分野は「燃料の違法販売」「麻薬取引」「港湾での違法

取引」「GOLD の違法取引」だという。 

 

この中でも最も経済規模が大きいのは麻薬取引で４９

億１，９００万ドル（GDP の１１．３％）、次いで燃料

の違法販売が１９億ドル（同４．４％）、GOLD の違法

販売が１８億ドル（同４．１％）、港湾での違法取引が

８．３億ドル（同１．９％）だったという。 

 

これらの取引を含めて、犯罪の経済規模はベネズエラ

GDP の２１．７４％との結論を出している。 

 

なお、ベネズエラには、政府に無申告で事業を行ってい

る「インフォーマルセクター」があるが、この「インフ

ォーマルセクター」は同調査の対象に含まれていないと

いう。 

 

 

「コロンビア国境に偽札工場」                  

 

コロンビア検察は、コロンビアとベネズエラの国境付近

に３つの米ドル・コロンビアペソの偽札工場を発見、差

し押さえたと発表した。工場といっても実際は小さな家

屋（下写真参照）。 

 

偽札工場が発見されたのはコロンビアのグアヒラ県マ

イカオだという。 

 

査察を行ったところ、偽札印刷のための大量のインク、

機材、紙などが見つかったという。 

 

この査察で確認された偽札は金額にしてドル札は４７

万６，６７０ドル。コロンビア・ペソ札は５００万ペソ

だったという。 

 

 

 

（写真）コロンビア検察 “裁断される前の偽札” 
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「ベネズエラ収入 １年前と比べて１５０％増」         

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オ

リベロス氏は、原油価格の高騰を受けて、マドゥロ政権

が得る収入が２０２１年と比較して１５０％ほど増加

していると述べた。 

 

また、「ベネズエラの経済回復はいつまで続くか」との

問いに対して「原油価格の高騰が続く限り」との見解を

示した。 

 

また、ベネズエラ国民の生活を改善するためには経済の

仕組み自体を抜本的に変える必要があると主張。 

 

現在はマドゥロ政権が投資を行うことで、国民に収入が

流れているが、この投資の主役をプライベートセクター

にすることが必要と指摘した。 

 

「部品・燃料不足 大型車８０万台が稼働停止」                  

 

「地方貨物商工会議所」の Jonathan Durelle 代表は、ラ

ジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

ベネズエラ国内の貨物トラックの３５％は燃料不足や

部品不足を理由に稼働を停止しているとコメントした。 

 

「現在８０万台近い貨物トラックが稼働を停止してい

る。 

 

現在、ベネズエラ経済は回復しており、貨物需要も増え

ているように感じるが、物流部門に受け入れる体制がで

きていない。 

 

その結果、輸送コストが上昇し、価格上昇を引き起こす

原因になっている。」と指摘。 

 

 

「ベネズエラ国内の貨物車用のタイヤメーカー、オイル

メーカー、バッテリーメーカーの稼働を再開させる必要

がある。」と状況改善を求めた。 

 

社 会                        

「OVCS ３８．３％は家庭用ガスに不満」           

 

「ベネズエラ社会紛争観測所（OVCS）」が、主要１２都

市の市民に行ったアンケートによると、回答者の３８．

３％は家庭用ガスに問題を感じているという。 

 

また回答者の７３．３％は都市ガスではなく、個人でプ

ロパンガスを使用しているという。また、共同住宅で共

通のプロパンガスを使用している世帯は８．４％だった

という。残りの１８．３％が都市ガスを使用している。 

 

都市ガスを使用している世帯が最も多い州はスリア州

だったという。 

 

家庭用ガスの販売業者がくる頻度は、月に１度が最も多

く３５．３％。３カ月（あるいはもっと少ない）に１度

は２０．６％、２カ月に１度は１３．３％だったという。 

 

２０２２年７月２８日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア・ベネズエラ外相が会談           

    ～ペトロ政権後に外交関係改善を約束～」        

 

７月２８日 ベネズエラのカルロス・ファリア外相とコ

ロンビアのアルバロ・レイジャ次期外相は、タチラ州の

州都サンクリストバルにて会談を実施した。 

 

コロンビアは８月７日から左派グループのグスタボ・ペ

トロ氏が大統領に就任する。ペトロ次期大統領は、既に

アルバロ・レイジャ氏を外相にすることを発表していた。 
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同協議の後に両名は記者会見を実施。 

コロンビアのレイジャ氏は「８月７日から段階的に両国

の関係を進展させる意思を確認した。」と発言した。 

 

ペトロ新政権が発足すると同時に、両国の関係を改善さ

せることを確認したという。 

 

ベネズエラのカルロス・ファリア外相は、両国の大使館・

領事館の早期再開を求めると発言した。 

 

 

（写真）カルロス・ファリア外相 twitter 

 

「ラカバ知事 ベネズエラで最も人気の政治家」           

 

コスタリカの政治コンサルタント会社「CID Gallup」は、

２２年５月に中南米各国のアンケート対象者に最も人

気のある政治家を質問。 

 

その結果、カラボボ州のラファエル・ラカバ知事が４

４％とベネズエラ最も支持が高かったとの結果がでて

いる。 

 

なお、４４％という数字は調査対象国の中で９番目だと

いう。 

 

 

 

 

なお、１位はエルサルバドルのバジブ・ブケレ大統領、

３位にホンジュラスのシオマラ・カストロ大統領、６位

にラファエル・コレア元大統領など左派系の政治家が多

いように思え、個人的にはなんとなく違和感を覚える結

果ではある。 

 

 

（写真）CID Gallup 

 

経 済                       

「Repsol ベネズエラ産原油の調達再開を発表」            

 

スペインのエネルギー会社「Repsol」の Josu Jon Imaz

社長は、Repsol が PDVSA と債務回収のための原油取

引に関する合意を再開したと発表。 

 

同合意に基づき、今月にも３００万バレル近いベネズエ

ラ原油が到着すると述べた。 

 

また、Imaz 社長は、ベネズエラの重質油を精製するた

めに製油所の設備を調整すると発言。また、これまでメ

キシコから輸入していた原油をベネズエラ産原油に戻

すとした。 
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ベネズエラ産原油を輸入することで、これまでよりも製

油所の精製効率が改善するだろうとの見解を示した。 

 

「ベネズエラ石油商工会 代表が交代」         

 

新たに「ベネズエラ石油商工会（CPV）」の代表にエン

リケ・ノボア氏が就任した。ノボア代表は２０２２年～

２４年まで CPV の代表を務める。 

 

ノボア氏は、代表就任にあたり、自身が重要視する４つ

のテーマを発表した。 

 

１つ目は「団結」 

２つ目は「国内企業の参加」 

３つ目は「国内外の投資受け入れ」 

４つ目は「法的枠組みの改善」 

 

ノボア新代表は、与党国会が承認した「経済特別地域法」

について言及。 

 

「経済特別地域法」は、指定された地域の特定産業に既

存の法的枠組みとは異なる仕組みを定めることが出来

ると指摘。 

 

この法律や既存の炭化水素法の改定などを通じて企業

活動を支援する意思を表明した。 

 

７月２０日 マドゥロ大統領は、「経済特別地域法」の

成立を受けて５つの特別区を発表。その中には石油産業

が盛んな「ファルコン州パラグアナ」も含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

「AVEX ２２年の非資源部門輸出は３０億ドル」         

 

「ベネズエラ輸出者組合（AVEX）」のラモン・ゴジョ代

表は２２年第１四半期のベネズエラの輸出が前年同期

比４０％増加したと述べた。 

 

増加の要因は、メタノール、アルミニウム、鉄など政府

系企業の輸出に加えて、カニ・エビなどの海産物の増加

が大きかったと説明。 

 

他、カカオ豆・木材などの輸出品も順調に外国へ輸出さ

れたとした。 

 

今の輸出が続いた場合、非資源部門輸出産品（石油・鉄・

アルミニウムなど資源系の輸出品以外の産品）の輸出は

３０億ドルになるだろうとの見解を示した。 

 

「CENDAS-FVM 不足生活費は９５％」         

 

ベネズエラ家庭の物価調査を行っている団体

「CENDAS-FVM」のオスカル・メサ氏は、２２年６月

の生活費について、現在の最低賃金では５％もねん出で

きないと述べた。 

 

メサ氏によると、６月の基礎生活費（５人家族が１カ月

生活するために必要最低限の金額）は、４５９．８４ド

ルだという。 

 

また商品の不足率について、商品の供給は以前よりだい

ぶ改善しており、店舗は商品で満たされていると指摘。

問題はやはり所得の低さにあるとした。 
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社 会                       

「カンキツグリーニング病により柑橘類が壊滅」            

 

「ベネズエラ農業生産者団体（Fedeagro）」果物部門の

カルロス・ロメロ代表は、ラジオのインタビュー番組

「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

HLB という柑橘系に被害を与える病害が蔓延しており、

ベネズエラの柑橘類が致命的な状況になっており、収穫

量が９５％ほど減少するとの見通しを示した。 

 

「実質的にほぼ全ての柑橘類がダメになっている。９０

～９５％はダメになった。」と説明した。 

 

HLB とは、カンキツグリーニング病と呼ばれ、感染す

ると葉に黄色い斑点が生じ、実が成熟しなくなるという。 

また、果物に緑の斑点が残り、味も大きく落ちるという。 

 

オキシテトラサイクリンという抗生物質を散布するこ

とで一時的に発病を抑えることは可能だが、根本的な解

決にはならず基本的には感染した木を伐採する必要が

あるという。 

 

（写真）ベネズエラ科学技術省 

“カンキツグリーニング病に感染した果物” 

 

以上 


