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（写真）Shutterstock “米国政府 米国人を拘束している国に対して制裁を示唆” 

 

 

２０２２年７月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「協議再開を匂わせて２カ月が経過 

～未だに与野党協議は実現せず～」 

「野党関係者 続々と予備選参加を表明」 

経 済                     

「PDVSA の対外債務は８５０億ドル？」 

「BOD 完全消滅まで２年間」 

「PSUV 副党首 欧州へ原油代金前払いを要請」 

「PDVSA 年金受給者 ２４０ドルを受け取り」 

社 会                     

「地峡周辺でベネズエラ人の行方不明者が増加」 

２０２２年７月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「米国政府 米国人を拘束している国に制裁？ 

～マドゥロ政権 １１名の米国人を拘束～」 

「マドゥロ大統領 ９月の国連総会に出席」 

「アイサミ石油相 テロ攻撃の証拠を提示」 

経 済                    

「カラカスのレストラン ６５店舗増加見通し」 

「両替商 仕送り６６．７％増」 

「６月 外貨預金額は預金総額の４７％」 

社 会                    

「ベネズエラ 未成年の妊娠、ラ米平均の２倍」 
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２０２２年７月１８日（月曜）             

政 治                       

「協議再開を匂わせて２カ月が経過           

      ～未だに与野党協議は実現せず～」       

 

５月１７日 与党野交渉団の代表ホルヘ・ロドリゲス国

会議長と野党交渉団の前代表ヘラルド・ブライ氏が握手

を交わす写真を公表。与野党協議の再開ムードが高まっ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.755」）。 

 

しかし、与野党協議再開に向けた動きが本格的に報じら

れてから２カ月が経過したが、現在も与野党協議は始ま

っていない。 

 

ただし、表面上で与野党協議が始まっていないだけで、

６月にはオスロでロドリゲス議長とブライ氏がフォー

ラムで同席するなど水面下での交渉は何度か行われて

いるという。 

 

また、交渉のキーパーソンとなる米国政府はこれまでに

２度ベネズエラに政府高官を派遣し、マドゥロ政権と直

接対話を実施。 

 

野党側もグアイド議長の妻が米国でバイデン大統領と

面談するなど米国と接触を図っている。 

 

与党側は、マドゥロ政権のテスタフェロ（政府高官の資

金隠しに協力する人物の総称）として米国で拘束されて

いるコロンビア人企業家のアレックス・サアブ氏の解放

を求めており、サアブ氏の解放が与野党協議再開の条件

としている。 

 

 

 

 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.781」にて、バイデン

政権がアレックス・サアブ氏の解放を検討しているとの

記事を紹介したが、ホワイトハウスは「マドゥロ政権へ

の交換条件としてサアブ氏の解放を検討している事実

はない」と言及した。 

 

ただ、記事では「サアブ氏の外交官ステータスを認め、

不逮捕特権の適用からサアブ氏を解放する」と書かれて

いた。 

 

つまり、ホワイトハウスは「交換条件を目的にサアブ氏

を解放する」ことは否定したが、「外交官ステータスを

理由にサアブ氏を解放する」という点については否定し

ていないと理解できる。 

 

「野党関係者 続々と予備選参加を表明」         

 

２０２４年に予定されている大統領選に向けて、野党は

統一候補を決めるための予備選挙を実施しようとして

いる。 

 

この予備選挙について、徐々に参加者が名乗りを上げ始

めている。 

 

新たに予備選挙への参加を表明したのは、「参加型民主

主義行動党（MDI）」のニックメル・エバンス党首。 

 

彼は与党系政治家だったが、２０１７年に野党側に鞍替

えした政治家。主要野党とは少し距離を置いているが、

基本的に主要野党の決定に沿った動きをしている。 

 

率直に言って末端候補であり、彼が当選する可能性は極

めて低いだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f9e74e43039fe36d08ae57f960947092.pdf
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もう１人は穏健野党のリーダー格だった「Futuro」のヘ

ンリー・ファルコン党首。 

 

ファルコン党首は元々「発展進歩党（AP）」の党首で穏

健野党のリーダー的存在。２０１８年に行われた大統領

選ではマドゥロ大統領の対抗候補として選挙に参加し、

敗北した。 

 

２０２２年３月、ファルコン党首は自身が党首を務めて

いた AP を離党し、新たに「Futuro（未来）」という政

党を発足した（「ベネズエラ・トゥデイ No.735」）。 

 

離党の理由について、詳細は把握していないが、党幹部

内の意見の不一致が主な理由とされる。 

 

ファルコン党首は主要野党への合流を希望していたが、

AP 幹部は穏健野党として主要野党と距離を置くことを

望んだため、ファルコン党首が AP を離れ、独自に政党

を発足したと思われる。 

 

主要な野党政治家と言えるが、彼が予備選挙で当選する

ことは難しいだろう。 

 

経 済                        

「PDVSA の対外債務は８５０億ドル？」           

 

エネルギー専門家のラファエル・キロアス氏は、PDVSA

の対外債務は８５０億ドルを超えていると指摘した。 

 

キロアス氏は、PDVSA の経営状況が悪化した理由につ

いて、産油量の減少により、資金が不足しており投資が

出来ていないと指摘。 

 

また、委託先の協力会社の活動を促進するような仕組み

を作ることが出来ていないとした。 

 

 

このような状況で日量２００万バレルを達成すること

は困難とした。 

 

他、現在の PDVSA は労働者が多すぎると指摘。キロア

ス氏の見立てによると、２万人ほどの労働者を余分に雇

用しているという。 

 

現在 PDVSA が雇用している人数は４万人だが、効率的

に運営することができれば労働者は１．９万～２万人で

足りるという。 

 

「BOD 完全消滅まで２年間」                  

 

ベネズエラの民間金融機関大手「BOD 銀行」は、同じ

く民間金融機関の「Banco Nacional de Credito（BNC 銀

行）」に吸収された。 

 

既に銀行ライセンスは抹消されており、銀行としての業

務を３０日以内に停止することになっている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.778」）。 

 

ただし、BOD 銀行はとても大きな銀行で、銀行業務を

終了させた後も様々な作業が必要になるようだ。 

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、７月６日付官報４２

４１２号にて、BOD 銀行が完全に消滅するまでの期間

として２年間の猶予を定めた。 

 

この２年間で、労働者への保障、資産の確認作業、まだ

完了していない手続き、BOD 銀行が第三国に保有して

いる銀行口座の抹消などを行うという。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0536d7310a382305bce3ed7c192925f7.pdf
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「PSUV 副党首 欧州へ原油代金前払いを要請」         

 

７月１８日 与党ナンバー２と言われるディオスダー

ド・カベジョ PSUV 副党首は、欧州への原油輸出につい

てベネズエラは貢献する意思があると言及。ただし、原

油代金の支払いは前払いであることを要求した。 

 

「ベネズエラは原油を持っている。この原油はスペイン

だけではなく、欧州に向けて輸出することができる。 

この原油は適切な価格で販売されなければならない。同

時に前払いでなければならない。」と指摘した。 

 

また、欧州に対して、ベネズエラが望むやり方で支払う

よう求めた。 

「彼らの制裁のせいで、PDVSA の口座は凍結されおり、

資金が動かせない。 

 

我々が欧州に輸出したとして、彼らはポルトガルの

PDVSA 口座に輸出代金を支払うのだろうか。しかし、

その口座は凍結されており、我々は使用できない。 

 

このような状況下では、彼らは我々が望む形で支払いを

する義務がある。」 

と指摘した。 

 

「PDVSA 年金受給者 ２４０ドルを受け取り」                  

 

PDVSA の年金受給者らが、「祖国システム」を通じて４

ペトロを受け取っているという。 

 

１ペトロは６０ドルで換算されており、１ペトロ＝３３

３．２７ボリバル。つまり、４ペトロは１，３３３ボリ

バル（約２４０ドル）に相当する。 

 

 

 

 

以前より PDVSA 年金受給者は本来受け取れるはずの

年金を受け取ることが出来ていないとの抗議が頻発し

ており、その対応策のようだ。 

 

７月６日 マドゥロ大統領は PDVSA 年金受給者に対

して４ペトロを支給すると述べていた。 

 

 

（写真）@BonoSocial “マドゥロ大統領 PDVSA 年金

受給者へ４ペトロの支給を発表” 

 

社 会                        

「地峡周辺でベネズエラ人の行方不明者が増加」           

 

「El Pitazo」は、コロンビアとパナマをつなぐ「ダリエ

ン地峡」と呼ばれる地域でベネズエラ人の行方不明者が

増加していると報じた（ダリエン地峡の場所については

次ページの地図参照）。 

 

家族らの訴えの件数から少なくとも７６名の行方不明

者が出ており、このうち少なくとも４名の死亡が確認さ

れているという。 
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彼らがこの地域を移動する目的はより良い生活を求め

るためでマドゥロ政権が引き起こした災厄の被害者と

指摘されている。 

 

人権団体「Human Rights Watch」は、声明で「北米に

移動するためにダリエン地峡を通過するベネズエラ人

が急増している。この地域は危険な場所で多くのベネズ

エラ人の生命が脅かされている」と指摘。 

 

各国が入国時にビザ要件などを設けていることでベネ

ズエラ人がリスクにさらされていると訴えている。 

 

 

（写真）Wikipedia 

 

２０２２年７月１９日（火曜）              

政 治                       

「米国政府 米国人を拘束している国に制裁？     

  ～マドゥロ政権 １１名の米国人を拘束～」        

 

７月１９日 米国のバイデン大統領は、米国人を不当に

拘束し、交換条件にしようとしている国に対して、制裁

を受けるリスクがあると警鐘を鳴らした。 

 

 

 

特に米国人を拘束している国のブラックリスト（カテゴ

リーD）について、ベネズエラ・ロシア・中国・イラン・

北朝鮮・ミャンマーの６カ国を挙げた。 

 

米国政府の認識では、ベネズエラには１１名の米国人が

拘束されているという。 

 

米国政府は、政治犯として拘束されている米国人の開放

を求めているが、中にはマドゥロ政権の政権交代のため

に活動していた可能性が高い人物、あるいは確定してい

る人物なども多く含まれており、彼らが不当に拘束され

たと言えるのか疑問な点もある。 

 

具体的に、拘束されている１１名は以下の通り。 

 

２名は、ルーク・デンマン氏とエイリアン・ベリー氏。 

彼らは２０２０年に起きたマドゥロ政権倒壊計画

「Gedeon Operation」に参加し、拘束された。 

 

また、マシュー・ヘルツ氏がテロ容疑で拘束されている。 

彼は自殺未遂を図るなど、死亡する可能性があり、米国

政府が特に警戒しているという。 

 

５名は CITGO の元役員。彼らは米国政府と結託し、マ

ドゥロ政権側の不利な情報を流していたと指摘されて

おり、CITGO を米国の資産にするため不利な条件の契

約にサインしようとしていたと言われている。 

 

また、２０２２年に入り、タチラ州周辺にいた米国人３

名が不法入国で拘束された。 
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「マドゥロ大統領 ９月の国連総会に出席」           

 

マドゥロ大統領が９月２０日から始まる第７７回国連

総会に出席すると報じられた。 

 

国連総会では「一般討論演説」と呼ばれる各国代表が演

説を行う時間が１５分、設けられる。 

 

公開された国連総会のスケジュール表によると、９月２

０日には米国・コロンビア・ブラジルなどの政府代表の

演説が予定されている。 

 

マドゥロ大統領は翌日の９月２１日に演説を予定して

いる。なお、イランも２１日に演説するという。 

 

「アイサミ石油相 テロ攻撃の証拠を提示」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.781」で、アイサミ石

油相が PDVSA のガスダクトがテロ攻撃を受けたと訴

えていた。 

 

７月１９日 アイサミ石油相は、事故が起きたとされる

モナガス州の施設を視察。 

 

ガスダクトが破壊され、圧力システムで異常が起き爆発

が起きたと指摘した。 

 

アイサミ石油相によると、このシステムは数値の異常を

確認し、施設のどこで問題が起きているかを事前に確認

することが出来るが、爆発した場所については事前に問

題のサインがなく、突然の爆発だったと訴えた。 

 

また、調査の結果、事件現場から１５０メートルほど離

れた小屋でガスダクト破壊に使用したとされる機材を

発見したと説明。現在機材について調べているという。 

 

 

 

（写真）副大統領府 

“アイサミ石油相 ガスダクトの爆発現場を視察” 

 

経 済                       

「カラカスのレストラン ６５店舗増加見通し」            

 

「全国レストラン商工会（Canare）」のイバン・プエル

タス代表は、ラジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

今後３カ月のうちにカラカスで５５～６５のレストラ

ンが新たにオープンする見通しと述べた。 

 

「我々の調査の結果、今後３カ月で５５～６５のレスト

ランがカラカスでオープンする。最大で８０店舗もあり

得る。競争が激しくなることでレストラン業界の質がさ

らに上がることを期待している。」と述べた。 

 

また、問題点について「燃料不足」「紙ナプキンなど衛

生品の不足」「税金」などを挙げた。 

 

また、食糧費について２２年に４２％増加したと指摘。

調達費の増加、市税の増加は商品価格に反映すると指摘

した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f9e74e43039fe36d08ae57f960947092.pdf
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「両替商 仕送り６６．７％増」           

 

両替商「Zoom Casa de Cambio」のセサル・アントニオ

社長は、２０２１年１０月以降、送金額がコンスタント

に増加しており、２２年末にはベネズエラ向け・ベネズ

エラからの送金額を合わせると月額３，０００万ドルに

なるとの見解を示した。 

 

「２２年６月時点でベネズエラ向け・ベネズエラからの

送金額は１，８００万ドルになっている。この調子で両

替額が増加すれば、年内には月の送金額が３０００万ド

ルになると考えている」とした。 

 

セサル社長は、送金額が増加した要因について 

１．公式な送金手段が信頼を得たこと、 

２．経済回復、 

３．手数料がかからないこと、を挙げた。 

 

現在、同社が仲介している送金の２８％は米国の送金

（米国向け・米国からの送金）で、特にフロリダが多い

という。次にスペイン、エクアドル、ペルー、コロンビ

アだという。 

 

現在同社の顧客数は２万人だが、年末には３．６万人に

なるとの見通しを示した。 

 

「６月 外貨預金額は預金総額の４７％」         

 

金融コンサル会社「Aristimuño Herrera & Asociados」

は、２２年６月の外貨預金額が１３億７，５４０万ドル

（ボリバル建てで７６億１，５７０万ボリバル）だった

とした。 

 

この金額は、ベネズエラ金融機関が預かる預金総額の４

７％に当たるという。 

 

 

なお、ボリバル建て表記になるが銀行ごとの外貨預金受

け入れ額は以下の通り。最も多いのが BNC 銀行（２２．

９％）、次いで Mercantil 銀行（１７．５％）、Provincial

銀行（１４．７％）と続く。 

 

 

 

社 会                       

「ベネズエラ 未成年の妊娠、ラ米平均の２倍」            

 

「国連人口基金」のホルヘ・ゴンサレス代表は、ベネズ

エラの未成年の妊娠率がラテンアメリカ諸国で最も高

いと警鐘を鳴らした。 

 

ゴンサレス氏によると、妊婦１０００人のうち、未成年

（１５～１９歳）は９６人でラテンアメリカ諸国の平均

よりも２倍近く多いという。 

 

妊娠率が高い理由について、教育・避妊具にアクセスで

きないことなどを指摘。貧困層を中心とした妊娠増加に

懸念を示した。 

 

また、ベネズエラは性犯罪が他国と比較して多いと指摘。 

政府に対して必要な取り締まり措置を求めた。 

 

以上 


