
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月１９日～１０月２０日報道         No.８２２   ２０２２年１０月２１日（金曜） 

1 / 7 

（写真）米国国務省 “ベネズエラの主要野党団 米国で政府関係者らと協議” 

 

 

２０２２年１０月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「主要野党 米国政府高官と協議 

～予備選の実行委員 ８０名が立候補～」 

「米国 ベネズエラ不法移民１７００名を追放」 

「マドゥロ政権 蘭政府と ABC 諸島について協議」 

経 済                     

「米国政府 マドゥロ政権に協議再開圧力 

～シェブロンの制裁緩和には対話再開が必要～」 

「トヨタカローラ新モデル ベネズエラで販売」 

社 会                     

「カラカスの Hiromi Sushi バイトテロで炎上」 

２０２２年１０月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「米国 中露へのベネ原油輸出で７名を起訴」 

「大統領夫人の親族 ２億ドルの資金洗浄に関与」 

経 済                    

「CANTV 株 自社労働者が購入」 

「小規模企業向け融資 ５４５％増加」 

「イラン ベネズエラでイラン産原油精製開始」 

「CENDA ９月の基礎食糧費は３５７．７ドル」 

社 会                    

「２１年のコロンビア麻薬栽培面積 過去最大」 

「国営病院の医療資材不足 ６９．４％」 
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２０２２年１０月１９日（水曜）             

政 治                       

「主要野党 米国政府高官と協議           

   ～予備選の実行委員 ８０名が立候補～」       

 

１０月１９日 主要野党メンバーは、米国国務省の

Wendy Sherman 次官と協議。与野党協議によりベネズ

エラの危機を解決する方針について再確認した。 

 

Sherman 次官は、メキシコでの与野党協議の再開を通じ

て自由で公平な選挙が２０２４年に実現できるよう支

援を継続すると説明。ベネズエラの現在の問題について

早急に解決する必要があると述べた。 

 

また、マドゥロ政権に対して圧力をかけることでベネズ

エラの人道危機を改善し、ベネズエラに民主主義が戻る

よう働きかけるとの見解を示した。 

 

なお、主要野党から協議に参加したのは Gerardo Blyde

前与野党協議の野党代表、Roberto Enríquez 氏（キリス

ト教社会党）、Stalin González 氏（新時代党）、Tomás 

Guanipa 氏（第一正義党）、Luis Emilio Rondón（新時代

党）、Freddy Guevara（大衆意思党）, Mariela Magallanes

氏（LCR）、Luis Aquiles Moreno 氏（行動民主党）、Claudia 

Nikken 氏（無所属）。 

 

 

（写真）米国国務省 

この面談の前日の１０月１８日、主要野党のオマ―ル・

バルボサ野党協議団代表は、２０２３年６月末に予定し

ている予備選挙に関して、準備の進捗状況を発表。 

 

現在、予備選を運営する実行委員会の役員を選定してお

り８０名以上の立候補があったと説明した。 

 

この選定を通じて１０名の実行委員会の役員を決定す

るとしている。 

 

「米国 ベネズエラ不法移民１７００名を追放」         

 

「ウィークリーレポート No.274」で紹介したが、米国

政府はベネズエラの不法移民の入国管理を強化。 

 

今後、陸路で入国してきた不法移民をメキシコに追放す

るとの政策を発表した。 

 

１０月１９日 メキシコの Marcelo Ebrad 外相は、米国

政府が同政策を施行して４日間で１，７６８名のベネズ

エラ不法移民をメキシコに追放したと発表した。 

 

なお、日毎の追放者数もカウントしており、以下の通り

となっている。 

 

１日目：７４４名 

２日目：５９４名 

３日目：２５１名 

４日目：１７９名 

 

米国政府はベネズエラ移民用の就労ビザ枠を２．４万人

拡大すると発表したが、このペースで追放した場合、約

２カ月で２．４万人を超える。 

 

今回の米国の対応について国連移民機関などが懸念を

表明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/414ed9d685608429db31939b76bbd5ae.pdf
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「マドゥロ政権 蘭政府と ABC 諸島について協議」                  

 

１０月１８日 マドゥロ政権のイバン・ヒル外務省欧州

担当次官と Roberto Shuddeboom 在ベネズエラ・オラン

ダ代表大使は、蘭領 ABC 諸島との取引を再開するため

の協議を行った。 

 

ABC 諸島とはアルーバ、ボナイレ、クラサオ。この３

島の頭文字をとって ABC 諸島と呼ばれる。 

 

ABC 諸島はベネズエラの目と鼻の先にあり、以前は取

引や人の往来が盛んだったが、マドゥロ政権との関係悪

化、Covid-１９、ベネズエラ移民の入国抑止などの問題

を受けて現在は原則人も物も直接移動はできていない。 

 

９月２９日 マドゥロ大統領は、ファルコン州パラグア

ナ半島に軍事拠点を設けるよう命じた。 

 

この場所は ABC 諸島と特に近く、麻薬密売ルートとし

ても知られているという。 

 

 

（写真）ベネズエラ外務省 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「米国政府 マドゥロ政権に協議再開圧力      

 ～シェブロンの制裁緩和には対話再開が必要～」           

 

米国エネルギー会社「Chevron」の制裁ライセンスが１

１月末で失効する。 

 

現在、「Chevron」はベネズエラで採掘事業を再開できる

よう「外国資産管理局（OFAC）」に対して制裁ライセン

スの許可範囲拡大を求めており、OFAC が修正について

検討していると報じられている。 

 

ロイター通信は、米国政府関係者から入手した情報を報

道。 

 

「Chevron の原油採掘の再開にはマドゥロ政権側から

の誠意が必要。」との見解を示したという。具体的には

「与野党対話が再開しない限り、特に大きな制裁緩和は

行わない」との考えのようだ。 

 

なお、本稿で主要野党のメンバーが Wendy Sherman 次

官と協議したとの記事を紹介した。 

 

ロイター通信によると、同じ日に主要野党メンバーは米

国大統領府でベネズエラ問題を担当しているファン・ゴ

ンサレス氏、米国国務省のブライアン・ニコルス次官、

米国のジェームス・ストーリー・ベネズエラ米国大使な

どと協議をしたという。 

 

この協議では外国（特に欧州）で凍結されている口座を

人道支援のために使用することについて検討したとい

う。 
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「トヨタカローラ新モデル ベネズエラで販売」         

 

「Toyota de Venezuela」は、２０２２年末から新モデル

「Corolla Seg 2022」の販売を開始するという。 

 

ガソリン容量は５０リットル。 

燃費は都市部であれば８．９リットルで１００キロメー

トルほど走行可能だという。 

 

「Toyota de Venezuela」のウェブサイトによると、

Corolla Seg は１台３万ドル弱。２年、５万キロ保証と

なっている。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「カラカスの Hiromi Sushi バイトテロで炎上」           

 

アルバイトが職場で不適切な行為を行っていることが

ソーシャルメディアなどで拡散し炎上する「バイトテロ」

は日本でも度々起きているが、ベネズエラでもカラカス

の寿司バーでバイトテロが起き、炎上している。 

 

問題となっているのは「Hiromi Sushi」という日本食レ

ストラン。 

 

以下は映像の一部を切り取ったものだが、アルバイトと

思われる調理スタッフが友達と遊んでおり、ズボンを下

げて臀部を素手で触りながら寿司を作っている。 

 

この映像が拡散され、バイトを首にするよう求めるコメ

ントが多く投稿されている。 

 

この種のバイトテロは、ベネズエラでも「Hiromi Sushi」

に限らず、多くの店舗で報じられている。先日は、ケン

タッキーのようなフライドチキンを提供する「Arturo’s」

のサンベルナルディーノ店でも同様の事件が起きてい

る。 

 

 

（写真）@DalierNews 
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２０２２年１０月２０日（木曜）              

政 治                       

「米国 中露へのベネ原油輸出で７名を起訴」        

 

ニューヨーク検察庁の Breon Peace 検事は、制裁を回避

し中国、ロシアにベネズエラ産原油を密売したとして７

名の人物を起訴した。 

 

起訴されたのはロシア人の Yury Orekhov 氏、Artem Uss

氏、Svetlana Kuzurgasheva 氏、Timofey Telegin 氏、

Sergey Tulyakov 氏。 

 

また、Yury Orekhov 氏が所有するとされる「アラブ首

長国連邦（UAE）」とドイツの会社に制裁を科した。 

 

ベネズエラ産原油の密売を仲介し、手数料を得ていたと

いう。 

 

他に Juan Fernando Serrano Ponce 氏、Juan Carlos Soto

氏の２名も密売スキームに関与したとして起訴されて

いる。 

 

罪状は明確に報じられていないが、どうやら米国で購入

した電子機器がこの取引に使用されていたことが理由

だという。 

 

「大統領夫人の親族 ２億ドルの資金洗浄に関与」           

 

１０月１９日 フロリダ州南部裁判所は、マドゥロ大統

領の妻シリア・フローレス氏の親戚のマルピカ・フロー

レス氏について、スペインで PDVSA 取引に関連して２

億ドルのマネーロンダリングを行ったと指摘した。 

 

また、２０１６年３月にマドリッドで１，５００万ドル

のホテル（Hotel Torrelaguna）を購入したとも指摘され

ている。 

 

マルピカ・フローレス氏は、国家歳入庁長官（２０１３

年、２０１６年）や PDVSA 財務担当役員（２０１４年

～２０１６年）などを務めた人物。 

 

マルピカ・フローレス氏は、２０１７年に米国政府から

制裁を受けたが、２０２２年６月、米国政府はマルピカ

氏へ科していた制裁を解除したばかり（「ベネズエラ・

トゥデイ No.769」）。 

 

経 済                       

「CANTV 株 自社労働者が購入」            

 

国営通信公社「CANTV」は、株式市場を通じて同社の

株式２０％の売却を実施した。 

 

証券会社「Ratio Casa de Bolsa」の Marco Gasperini 社

長によると、この株式について「順調に販売されている」

と言及。ただし、具体的な数字は現時点では明言できな

いという。 

 

また、CANTV の株式売却について同社の労働者が大量

に購入していると指摘した。 

 

「我々が驚いているのは、同社の労働者が自社の株式購

入を行っていることだ。発行した株式の２０％程度が自

社労働者により購入されている。」 

 

また、Gasperini 社長は、CANTV の次に売却される国

営企業の株式について、国営銀行「Banco de Venezuela」

になる予定と言及した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1a4253f0f2a266f045196aa22a65f332.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1a4253f0f2a266f045196aa22a65f332.pdf
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「小規模企業向け融資 ５４５％増加」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２０２２年９月

時点の小規模企業向け融資が約４億１，１２０万ボリバ

ル。前年同期比５４４．５％増えたと報じた。 

 

小規模企業向け融資を最も多く行っているのは、国営銀

行「Banco de Venezuela」で１．８億ボリバル。全体の

４４．６％を占めている。 

 

続いて民間銀行の「Bancrecer」が約６，３９０万ボリバ

ル（同１５．５４％）、「Banesco」が約３，１９０万ボ

リバル（同７．７６％）と続く。 

 

マドゥロ政権は企業家支援を打ち出しており、金融機関

に小規模事業者への融資を拡大するよう求めている。 

 

実際に融資額自体は増加しているが、この金額は融資全

体の７．８４％と全体としては小さな割合だという。 

 

「イラン ベネズエラでイラン産原油精製開始」         

 

イランメディア「Shana」は、イランの Javad Owji エネ

ルギー相にインタビューを実施。 

 

Owji エネルギー相は、「ベネズエラのカラボボ州にある

「El Palito 製油所」でイラン産原油の精製を開始した」

と言及したという。精製量は日量１０万バレルになると

いう。 

 

「Shana」によると、El Palito 製油所は、最初はイラン

が建設した製油所だという。 

 

Owji エネルギー相は、４３年前から描いていた夢が実

現した。この夢を実現できたのは我々の同志「イラン国

家原油精製供給公社（NIORDC）」のおかげとした。 

 

またロイター通信は、エルパリート製油所で原油を精製

するため、今後ベネズエラに４００万バレルのイラン産

原油が到着するという。 

 

「CENDA ９月の基礎食糧費は３５７．７ドル」         

 

１０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」は、９月の基礎食

糧費がドル建てで月額３５７．６８ドル（２，８７９．

３６ボリバル）だったと発表した。 

 

つまり、１日当たりの食費が約１２ドルになる。 

 

先月の基礎食糧費は２，３５２．５４ボリバルだったの

で、先月比２２．４％増加したことになる。 

 

なお、１２カ月前の２０２１年９月の基礎食糧費は月額

１，００９．３１ボリバルで１８５．２８％増。 

 

現在、ベネズエラの最低賃金は月額１３０ボリバルなの

で、基礎食料費だけでも最低賃金の２２倍になる。 

 

 

（写真）CENDA 
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社 会                       

「２１年のコロンビア麻薬栽培面積 過去最大に」            

 

国連の麻薬犯罪対策室は、２０２１年にコロンビアの麻

薬（コカイン）栽培が急激に増加したと発表した。 

 

同組織によると、２０２０年のコロンビアの麻薬栽培面

積は１４．３万ヘクタール。これが２０２１年には２０．

４万ヘクタールと４３％増加したという。 

 

麻薬栽培が最も活発な地域はエクアドルとの国境周辺

でその規模は約９万ヘクタール。次いで、ベネズエラの

国境の El Catatumbo が約４．３万ヘクタールだという。 

 

国連は２００１年からコカイン生産についての調査を

始めており、今回の裁判面積は調査を始めて以降、最も

大きいという。 

 

特にコロンビアの麻薬栽培は２０１４年から拡大して

おり、米国政府は麻薬撲滅として援助を行っているが、

問題は悪化している。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

 

 

「国営病院の医療資材不足 ６９．４％」         

 

非政府系団体「Medico por la Salud（健康のための医療）」

は、ベネズエラの病院の手術資材の不足に関する調査結

果を発表。 

 

同団体によると、国営病院の６９．４％は医療資材が不

足しており、この資材不足率は２０１８年頃から変わっ

ていないという。 

 

また緊急手術室の資材不足は４６％。５年前の調査と比

べて１０％ほど改善したという。 

 

また、同団体によると２０２２年１月～６月の間に、国

営病院の医療資材不足、設備の劣化、停電などを理由に

２２５名の患者が亡くなったという。 

 

この調査はあくまで国営病院を対象としており、民間病

院の状況は異なる。 

 

以上 


