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（写真）レミヒオ・セバジョス内務司法相 “カラカス 社会保険庁の倉庫で火災発生、透析資材が焼失” 

 

 

２０２２年８月１５日（月曜） 

 

政 治                     

「AD 野党予備選について決選投票を提案 

～マチャド党首 CNE 不介入を改めて主張～」 

「野党協議団 協議再開の可能性は極めて高い」 

「ペトロ大統領 グアイド暫定政権を否定」 

「国連 ベネズエラ人道支援に８億ドル必要」 

経 済                     

「中銀 ６月、７月のインフレ率を公表」 

「外貨準備の GOLD ２１年末から６トン減」 

社 会                    

「IVSS 倉庫で火災発生 透析資材が焼失？」 

２０２２年８月１６日（火曜） 

 

政 治                    

「行政監督長 Monomeros の返還を要求 

～具体的なアクション開始を宣言～」 

「アルゼンチン大使 Emtrasur 機返還するべき」 

「亡命最高裁 米弁護士事務所を雇う」 

経 済                    

「Datanalisis ８２％は与野党協議を支持」 

「２１年のラム酒輸出量 前年比４５％増」 

社 会                    

「マイアミ銀行 マドゥロ政権制裁回避に協力？」 

「OVV 殺人の約３分の１は警察による殺人」 
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２０２２年８月１５日（月曜）             

政 治                       

「AD 野党予備選について決選投票を提案       

 ～マチャド党首 CNE 不介入を改めて主張～」       

 

８月１５日 野党国会で国会第１副議長を務めている

「行動民主党（AD）」のエドガー・サンブラーノ議員は、

野党が２０２３年に実施予定の予備選挙（野党の大統領

選統一候補を決めるための選挙）について、決選投票も

実施するべきとの見解を示した。 

 

つまり、予備選を行った結果、１位候補と２位候補の２

名が決選投票を行うという提案だ。 

 

なお、同予備選挙に CNE が関与するべきかどうかにつ

いて野党内で意見が割れている。 

 

主要野党は CNE が技術的なサポートを行うことについ

て概ね前向きにとらえている印象。一方で、急進野党は

CNE が一切関与することなく、手集計で投票をカウン

トするべきだと主張している。 

 

なお、CNE 自身は、ロベルト・ピコン役員（野党系の

CNE 役員）が予備選に技術的なサポートを行うことに

前向きな見解を示しており、基本的に CNE が外国での

投票集計など何らかの関与を行う可能性が出ている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.791」）。 

 

サンブラーノ議員は、予備選に「選挙管理委員会（CNE）」

が関与するかどうかについて 

「外国での投票について、二人の CNE 役員が規則や手

続き、有権者登録について調整している。このプロセス

には他の組織も関与することになるだろう。」 

とコメント。政府組織が間接的に関与する予備選の実施

を容認する姿勢を示した。 

 

他方、急進野党のリーダーで、予備選への参加を宣言し

ているマリア・コリナ・マチャド VV 党首は、CNE 含

めマドゥロ政権が関与する選挙の実施を拒絶。 

 

インタビュー番組では 

「人々は変化を求めている。ベネズエラが喜びの中で生

きることが出来る環境に変わることを期待している。問

題の根源となる政権・システムが混ざることは、変化し

ないことを意味する。」とコメント。 

 

外国での投票を含めてマドゥロ政権のいかなる関与も

否定する姿勢を改めて示した。 

 

なお、与野党協議について 

「麻薬犯罪者のマフィアと協議するつもりなのか？地

に足をつけて過去２０年間の我々の戦いを振り返る必

要がある。どこに間違いがあったのかを確認しなければ

いけない。政権は国民を人質にする。」と発言。 

 

与野党協議の実施についても否定的な見解を示した。 

 

「野党協議団 協議再開の可能性は極めて高い」         

 

８月１５日 野党協議団の代表を務めていたヘラルド・

ブライ氏は、インタビュー番組に出演。「与野党協議が

再開する可能性は極めて高い」との見解を示した。 

 

「これまで我々は米国政府と対話を重ねており、交渉に

対して前向きな見解を確認している。」とコメント。 

 

また、トランプ政権がベネズエラに科した経済制裁につ

いて「政治的な思惑があった」と発言。一方で、バイデ

ン政権については「異なった方針があり、制裁を対話促

進のために活用しようとしている」との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f64a78677e85e9211fef5e0c3f2635b7.pdf
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これまで野党政治家は協議再開について度々楽観的な

見通しを示しており、米国政府が対話に積極的と述べて

いるが、２１年の与野党協議が暗礁に乗り上げたきっか

けは米国政府のサアブ氏の拘束だった。 

 

現在のところ、協議を望んでいるのはマドゥロ政権では

なく、野党側だが、米国政府はマドゥロ政権に譲歩する

そぶりがあまり見えない。 

 

今回のブライ氏の発言も主要野党のプレゼンスを維持

するためのものかもしれない。 

 

「ペトロ大統領 グアイド暫定政権を否定」                  

 

コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、現地メディア

「Semana」のインタビューにて、グアイド暫定政権に

ついて「ファン・グアイドはベネズエラをコントロール

していない」「存在しない」との見解を示した。 

 

既にペトロ大統領は、マドゥロ政権をベネズエラの政府

と認識する姿勢を示していたが、グアイド暫定政権につ

いてはどのような認識をしているのか発言していなか

った。 

 

また、グアイド議長について「グアイド大統領と呼ぶこ

とで何か生産的なことはあるのか？」と指摘、「影は動

くが存在しない」と述べた。 

 

他、既に両国は２０１９年に断絶した外交関係の正常化

に向けた接近を始めていると説明。 

 

ベネズエラとの関係改善に尽力する姿勢を示した。 

 

 

 

 

 

「国連 ベネズエラ人道支援に８億ドル必要」         

 

８月１５日 国連は人道支援計画「PLAN de Respuesta 

Humanitaria 2022-2023」を発表。 

 

ベネズエラについて５２０万人が緊急的な援助を受け

る必要があると説明した。特に支援を必要としている地

域はミランダ州、スクレ州、ファルコン州、ボリバル州、

デルタアマクロ州、アプレ州、アマゾナス州、スリア州。 

 

注力する分野は「栄養」「食料安全」「人の移動（移民）」

「保護危機」「公共サービス・教育へのアクセス」。 

 

国連はベネズエラで非政府系団体と協力し１４５のプ

ロジェクト実施を提案。これらの計画を実行するために

は約８億ドル必要と試算した。 

 

経 済                        

「中銀 ６月、７月のインフレ率を公表」           

 

８月１５日 ベネズエラ中央銀行は、２２年６月、７月

のインフレ率を公表した。 

 

中央銀行によると、６月のインフレ率は先月比１１．

４％増、７月は同７．５％増。先月比のインフレ率が２

桁台になるのは２１年８月以来となる。 

 

２０２２年に入ってからの累積インフレ率は４８．４％

になる。 

 

ベネズエラで有名な大学院「IESA」のホセ・マニュエル・

プエンテ教授は「ハンパ―インフレは脱却したが、引き

続き激しいインフレが続いており、世界的にみて最もイ

ンフレが激しい国であることは変ってない」との見解を

示した。 
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「外貨準備の GOLD ２１年末から６トン減」                  

 

ロイター通信は、２２年６月時点の外貨準備について、

２１年末から GOLD が６トン減少したと報じた。 

 

ベネズエラ中央銀行によると、２１年末時点でベネズエ

ラが保有していた GOLD は７９トンだったが、６トン

減少し、７３トンだったという。 

 

なお、２２年６月時点の GOLD の評価額は４３億２，

９００万ドル。 

 

２１年１２月末の４５億６，０００万ドルから２億３，

１００万ドル少なくなったという。 

 

なお、中央銀行のウェブサイトで外貨準備詳細について

確認したが、現在のところ２２年６月の外貨準備の実績

はウェブサイト上には掲載されていない。 

 

ロイターが中銀関係者から入手した公開前の情報と思

われる。 

 

社 会                        

「IVSS 倉庫で火災発生 透析資材が消失」           

 

８月１５日 カラカスのアンティマノ地区にある「ベネ

ズエラ社会保険庁（IVSS）」の倉庫から出火。 

 

この倉庫には透析に必要な資材が入っていたようで、ベ

ネズエラ国内で透析が必要な人の治療に著しい影響を

与える可能性がある。 

 

同日、レミヒオ・セバジョス内務司法平和相は、消火を

発表。放火の可能性も含めて出火の原因を調査している

と説明した。 

 

 

この状況を受けて、マドゥロ大統領は透析を必要とする

患者を守るため早急に資材を補充するよう指示。 

 

また、透析を必要とする患者とその家族に対して落ち着

くよう求めた。 

 

非政府系団体「Medico Unidos de Venezuela」は、マド

ゥロ政権に対して、今回の出火による被害の数字的な情

報を公表するよう求めている。 

 

 

 

（写真）Maduradas 
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２０２２年８月１６日（火曜）              

政 治                       

「行政監督長 Monomeros の返還を要求       

     ～具体的なアクション開始を宣言～」        

 

８月１６日 マドゥロ政権下で行政監督長を務めるエ

ルビス・アモロソ氏は、外国にあるベネズエラ政府が保

有する会社のコントロールをマドゥロ政権に戻すよう

要請した。 

 

具体的には、米国にある PDVSA 子会社の CITGO とコ

ロンビアにある Pequiven 子会社の Monomeros につい

て言及。 

 

特に Monomeros について、「野党が Monomeros を経営

危機に陥らせた」と指摘。グアイド議長、レオポルド・

ロペス VP 党首、フリオ・ボルヘス PJ 元幹事長らを泥

棒と非難。 

 

ペトロ大統領に対してMonomerosの返還を求めるため

の具体的なアクションを開始すると発表した。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“エルビス・アモロソ行政監督長” 

 

 

 

「アルゼンチン大使 Emtrasur 機返還するべき」           

 

Oscar Laborde在ベネズエラ・アルゼンチン代表大使は、

アルゼンチンで差し押さえを受けており、米国に引き渡

されそうになっている「Emtrasur」の飛行機「Boeing７

４７」について、「誘拐されている」との見解を示した。 

 

「明らかに（Boeing７４７は）誘拐されている。なぜな

ら判事がそのように判決を下したからだ。乗組員に問題

は無く、過去の犯罪歴も確認できない。ベネズエラ国民

は不当な扱いを受けている。」 

と主張した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.792」で紹介した通り、ア

ルゼンチン裁判所は米国政府の要請を受け入れ、Boeing

７４７を米国へ引き渡すよう判決を下した。 

 

ただし、これは司法の判決であり、現時点でアルゼンチ

ンのフェルナンデス政権はこの判決について公式なス

タンスは表明していない。 

 

「亡命最高裁 米弁護士事務所を雇う」         

 

ロイター通信は、グアイド暫定政権が任命した外国に居

住する判事らで構成される亡命最高裁が米国の制裁に

ついて協議するため弁護士事務所「Bryan Cave 

Leighton Paisner」と契約したと報じた。 

 

報道を読んでも制裁についてどうしようとしているの

かについては分からなかったが、制裁に関して法的なア

ドバイスを求めるために「Bryan Cave Leighton Paisner」

と契約を交わしたという。 

 

同弁護士事務所は報酬額について、同事務所がサービス

提供をする通常価格の８０％で請け負っており、金額は

１，１５６ドル／時間になるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e53fc84bea07cb7bab08dbf2a15737b.pdf
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経 済                       

「Datanalisis ８２％は与野党協議を支持        

 ～回答者の約７５％の国民は制裁を拒絶～」            

 

８月１６日 世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン社長は、直近の世論調査結果を発表した。 

 

「与野党協議を支持するか？」という質問について 

８２％が支持すると回答。自身を野党支持と認識する回

答者についても対話について高い支持率だったとした。 

 

また、「与野党協議をするにあたり注力するべきテーマ

何か？」という質問について「人道問題の対応」が７２．

２％と圧倒的に多かった。 

 

また、「野党が人道問題に対応するため外国で凍結され

ているベネズエラ政府資産の凍結を解除するべきか」の

質問について「凍結を解除するべき」と回答したのは全

体の７４．８％（野党支持者だけの場合は７１．８％）

だったという。 

 

他、石油産業について「ベネズエラ政府は民間企業に活

動を許可するライセンスを与えるべき」と考えている回

答者が６７．２％。 

 

「米国政府は米国企業がベネズエラで活動できるよう

にするためのライセンスを与えるべき」と考えている回

答者が６１％だった。 

 

他、「米国の制裁を支持するか？」という質問について

「支持する」との回答は２３．８％、「支持しない」と

の回答は７４．８％だったという。 

 

 

 

 

 

「２１年のラム酒輸出量 前年比４５％増」         

 

「ベネズエラ・ラム酒促進基金（Fonproven）」のギジェ

ルモ・カルデナス代表は、２０２１年のベネズエラのラ

ム酒輸出額が前年（２０年）比で４５％増加したと発表

した。 

 

カルデナス代表によると、ベネズエラ国内で生産された

ラム酒の３０％は外国に輸出され、７０％はベネズエラ

国内で消費されるという。また、輸出先は１００カ国以

上だという。 

 

同産業の規模について、現在は２，５００人の直接雇用

を抱えており、間接雇用は９，０００人になると指摘。

同産業はベネズエラGDPの３％に相当すると説明した。 

 

また、Fonproven には１３社のラム酒メーカーが加盟し

ており、この１３社でベネズエラのラム酒市場の９０％

を占めているという。 

 

また、今後もラム酒の販路を海外に広げていくと主張。 

２０２７年に１６０カ国へラム酒を輸出するという目

標を掲げているようだ。 

 

社 会                        

「マイアミ銀行 マドゥロ政権の制裁回避に協力？」         

 

フロリダ州南部裁判所は、マイアミの銀行「Eastern 

National Bank（以下 ENB）」が、米国政府がベネズエラ

へ科した制裁を回避し、ベネズエラの送金を支援してい

た疑いで訴訟を受けたと発表した。 

 

訴訟を起こしたのは ENB の少数株主とクラサオにある

「Mercorp」という会社の９９％の株主。また、ベネズ

エラの「Corpofin」という会社も名を連ねている。 
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制裁回避を支援していたと疑われている理由は「２０１

５年～２１年まで Gabina Rodriguez 氏という人物が

ENB の役員を務めていたからだという。 

 

この Rodriguez 氏は、マドゥロ政権関係者として制裁を

受けていた人物で、Rodriguez 氏が役員を務めていた期

間、ENB はマドゥロ政権の制裁回避に利用されていた

可能性があると訴えている。 

 

また、ENB の役員らは必要なコンプライアンスを受け

ておらず、会社とその株主に対して損害を与えることに

なったと指摘している。 

 

ただし、現時点では訴えが起こされただけであり、実際

にEMBがマドゥロ政権の制裁回避に使われていたかど

うかは定かではない。 

 

「OVV 殺人の約３分の１は警察による殺人」         

 

非政府系団体「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」は、２

０２２年前期にカラカスおよび１３州で起きた９５０

件の殺人事件のうち３３０件は警察による殺人である

と訴えた。 

 

つまり、約３分の１は警察による殺人ということになる。 

 

なお、殺害された人を性別で分けると、８４％は男性で、

そのほとんどは２０歳～２９歳だという。 

 

OVV の Adrian Gonzalez 氏によると、２０２２年前期

の時点で殺人発生件数自体は前年同期と比べて明確に

減少しているという。 

 

以上 


