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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 シモン・ボリバルの霊廟にて軍人昇格式を実施” 

 

 

２０２２年７月４日（月曜） 

 

政 治                     

「Delphos 世論調査 

～野党の一番人気はロサレス・スリア州知事～」 

「投票したいのは与党候補以外の誰か」 

「軍人昇格式 軍人１．５万人が昇格」 

経 済                     

「アムアイ製油所 引き続き稼働停止」 

「眼科業界 １億ドルの投資必要だが融資困難」 

「ルーマニア・ベネズエラ商工会議所を発足」 

社 会                     

「マドゥロ政権 独立記念日補助金を支給」 

２０２２年７月５日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 独立記念日に演説を投稿」 

～民主主義のため団結呼びかけ、制裁を擁護～」 

経 済                    

「OPEC 事務局長 ベネズエラ・イランが 

エネルギー不足を緩和する可能性あり」 

「１１月 石油産業・金融分野に大きな変化？ 

～銀行 金融システムへの加入求める～」 

「国会財務委員長 米国はエネルギー供給求めた」 

「ベネズエラ政府 太陽光発電を検討」 

「衣料団体 ４００社から２０社へ減少」 
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２０２２年７月４日（月曜）             

政 治                       

「Delphos 世論調査                  

 ～野党の一番人気はロサレス・スリア州知事～」       

 

ベネズエラの世論調査会社「Delphos」は、２０２３年

に予定されている野党による予備選挙についてアンケ

ート調査を実施した。 

 

調査結果は下図の通り。 

 

 

 

「野党の予備選挙が実施された場合、誰に投票したいか」

との質問について、最も多い回答は「誰もいない」で３

３．８％だった。 

 

最も多く支持を受けたのは現在スリア州知事を務めて

いるマニュエル・ロサレス知事で、１５．１％。 

 

次いでカプリレス元ミランダ州知事が１２．５％。 

３番目がレオポルド・ロペス VP 党首で９％（グラフは

６％に見えるため書き間違いの可能性あり） 

４番目が急進野党のマリア・コリナ・マチャド VV 党首

で８．７％。 

５番目がファン・グアイド議長で６．３％との結果が出

た。 

 

（写真）マニュエル・ロサレス現スリア州知事 

 

「投票したいのは与党候補以外の誰か」         

 

上記の通り、ロサレス知事への投票意思は１５．１％と

決して高くはないが、彼が大統領選に出馬した場合に敗

北するかどうかは未知数だ。 

 

Delphos は、「大統領選が行われる場合、誰に投票する

か？」とのアンケート調査も実施。 

 

その結果、マドゥロ大統領との回答は１９．２％。 

そして、最も多かったのは「与党候補以外の誰か」で６

１．９％を占めた。 

 

つまり、対抗候補が誰であってもマドゥロ大統領以外の

人に投票したいという回答が最も多いとの結果だった。 
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なお、「投票したくない」との意見は１３％となってい

る。 

 

「軍人昇格式 軍人１．５万人が昇格」         

 

７月５日はベネズエラの独立記念日で国民の祝日で、通

常、独立記念日の前に軍人が昇格することになっている。 

 

ベネズエラが独立を宣言したのは１８１１年７月５

日。今年で２１１年目になる。 

 

７月４日 マドゥロ大統領はシモン・ボリバルの霊廟に

て、軍人昇格式を行った。 

 

マドゥロ政権は軍内部にテロ因子がいると認識してお

り、ここ数年、マドゥロ大統領は大規模な軍事イベント

にあまり出席していない。 

 

シモン・ボリバルの霊廟という狭い空間で行われたこと

もテロ攻撃を警戒してのことだったのかもしれない。 

 

マドゥロ大統領は、国家の独立を守る軍人らの功績を称

え、団結して外圧に屈することなく、戦うよう求めた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

経 済                        

「アムアイ製油所 引き続き稼働停止」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.775」にて、停電が理

由でアムアイ製油所の稼働が停止したとの記事を紹介

した。 

 

現地メディア「El Pitazo」が内部関係者から確認した情

報によると、７月４日時点で今もアムアイ製油所の稼働

は再開していないという。 

 

パラグアナ石油コンプレックスに電力を供給している

「Genevapca（Generadores de Vapor CA）」の発電施設

の故障が原因のようだ。 

 

同発電施設は以前からメンテナンスがされておらず、配

管が故障したという。 

 

「眼科業界 １億ドルの投資必要だが融資困難」                  

 

「眼科医療器材連盟（Avedem）」の Mario Labella 代表

は、現在の連盟の状況について、現在も活動中の加盟企

業は６５社と説明。 

 

輸入品との競争により国内産業は疲弊したが、現在も活

動している６５社はしっかりと動いていると説明した。 

 

また、眼科業界を立て直すためには１億ドルの投資が必

要になるが、現在は融資を得ることが出来ず、立て直し

は困難との見方を示した。 

 

また医療器材の輸入について、外国の販売会社からの要

求が多く、輸入に遅れが生じる原因となっていると指摘

した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29d0c378cbec03d5b1ceefd4467901b7.pdf
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「ルーマニア・ベネズエラ商工会議所を発足」                  

 

７月４日 ルーマニアのブカレストにて「ルーマニア・

ベネズエラ商工会」が発足した。 

 

ルーマニアはマドゥロ政権を政府と認識しているよう

で、マドゥロ政権のカルロス・ファリア外相が同商工会

の発足をツイッターで発表した。 

 

なお、ITC でルーマニアとベネズエラの貿易取引（ルー

マニアのベネズエラからの輸入）を見る限り、２０２０

年は４９９万ドル、２０２１年は２３４万ドルで、その

多くは「有機化学品」となっている。 

 

ルーマニアからベネズエラへの輸出は２０２０年が８．

８万ドル、２１年が１１．５万ドルとないに等しい。 

取引自体はそこまで大きな国ではないようだ。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「マドゥロ政権 独立記念日補助金を支給」              

 

マドゥロ政権は祖国カード保有者を対象に、独立記念日

を祝した補助金を支給すると発表した。 

 

補助金の支給は７月５日～１５日にかけて行われる。 

 

 

 

支給額は２３．１ボリバル。ドルに換算すると４．２ド

ルに相当する。 

 

 

（写真）祖国システム公式ツイッター 

 

２０２２年７月５日（火曜）              

政 治                       

「グアイド議長 独立記念日に演説を投稿           

 ～民主主義のため団結呼びかけ、制裁を擁護～」       

 

７月５日は独立記念日。 

 

グアイド議長は、独立記念日を記念した演説を自身のツ

イッターに投稿。第二の独立のために戦うよう求めた。 

 

「我々が自由と独立を勝ち取ることを諦めることは出

来ない。 

 

民主主義を毀損する独裁者ニコラス・マドゥロと戦い続

けよう。独裁者が国を不安定化させ、現在の複雑な状況

を作り上げた。 
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このように複雑な状況にあるが、ベネズエラ国民が引き

続き戦い続けることを確信している。 

 

包括的な合意を通じて、２０１８年から行われていない

自由で公平な大統領選と国会議員選を可能な限り早急

に実施する。」 

 

「そのために制裁は必要であり、大多数は変化を求めて

いる。あなた方の協力と団結が必要である。 

 

全てのベネズエラ国民がベネズエラの自由を勝ち取る

ために活動する義務を負っている。 

 

７月５日、独立記念日に改めて民主主義への戦いを宣言

する。」 

 

経 済                       

「OPEC 事務局長 ベネズエラ・イランが        

    エネルギー不足を緩和する可能性あり」        

 

７月５日 OPEC のモハマド・バーキンド事務局長は、

ナイジェリアで開催されたエネルギー会議に出席。 

 

ベネズエラとイランがエネルギー不足を緩和する可能

性があると指摘した。 

 

バーキンド事務局長は、長年の経済制裁がベネズエラと

イランの原油供給能力を制限し、加えて欧米諸国はロシ

アへ制裁を科したと非難。現在のエネルギー不足はこれ

らの制裁に責任があると指摘した。 

 

しかし、現在の制裁を解除することで、ベネズエラとイ

ランがエネルギー市場に戻り、エネルギー不足の問題を

緩和できるとの見解を示した。 

 

 

 

マドゥロ大統領は６月に中東諸国を外遊していたが、そ

の際にバーキンド事務局長とも会合を行っていた。 

 

「１１月 石油産業・金融分野に大きな変化？     

   ～銀行 金融システムへの加入求める～」        

 

与党国会の国家調和対話平和委員会で副委員長を務め

ているルイス・エドゥアルド・マルティネス氏は、１１

月に石油産業および金融分野で大きな変化が起きる可

能性があると言及した。 

 

国家調和対話平和委員会というのは、与野党協議に関連

した委員会である。 

 

つまり、与野党協議の結果、１１月頃に石油産業・金融

分野で何らかの前向きな変化がみられる可能性がある

ことを示唆しているのだろう。 

 

「現在、石油産業について、Chevron、Repsol、Eni に

関して制裁を段階的に緩和しているが、特にベネズエラ

国外からは制裁を維持しろとの意見が存在する。」と言

及。 

 

一方で、金融部門についても現在の制裁を緩和しなけれ

ばいけないと強調。「金融部門に関して、ベネズエラが

置かれている状況が安定しない限り、ベネズエラの石油

産業を正常化させることは出来ない。なぜなら決済は取

引に不可欠なものだからだ。」と主張した。 

 

他、金融機関は現在、米国に対して、現金ドルを金融シ

ステムに計上するライセンスを求めているという。 

 

マルティネス副委員長によると、ベネズエラ国内の金融

機関の金庫には総額１０億ドルの現金外貨が保管され

ているが、これらの現金ドルには保険がかかっていない

という。また、ドル札の状態の劣化も起こり得るという。 
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この保管されたドルを新しいものに代えるなどの手段

が現在のところないと指摘。 

 

この金融部門の問題についても１１月に何らかの改善

がある可能性があると説明した。 

 

「国会財務委員長 米国はエネルギー供給求めた」            

 

６月下旬、バイデン政権の関係者がベネズエラを訪問し、

マドゥロ政権高官と協議を行った（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.773」）。 

 

与党国会で国家経済金融委員会の委員長を務めるヘス

ス・ファリア氏は、ベネズエラの民放「Globovision」に

出演。 

 

米国政府とマドゥロ政権高官との交渉の内容について、

「バイデン政権はマドゥロ大統領に対して、国際社会に

原油を供給するよう求めた」と説明した。 

 

また、エネルギー価格がここまで高騰した理由について、

欧米による悲惨な経済妨害がエネルギー不足を生み出

したと指摘。 

 

ベネズエラについては、制裁を受けて以降１，４００億

ドルの経済的な損失を被ったと非難した。 

 

また、「ベネズエラ石油商工会（CPV）」は、増産のため

に民間セクターが石油産業で活動できる環境を整える

必要があると提案。 

 

現在のインフラ状況でも短期・中期的に産油量を日量１

２０万バレルまで上げることは可能とした。 

 

 

 

 

「ベネズエラ政府 太陽光発電を検討」         

 

ネストル・リベロール内務司法平和相と「国営電力公社

（Corpoelec）」役員らは、「国際太陽光同盟（ISA）」の

代表者らと協議。ベネズエラでの太陽光パネル設置につ

いて意見交換した。 

 

「世界代替エネルギーマップ」によると、ベネズエラは

世界で有数の太陽光発電の潜在性の高い国だという。 

 

過去、故チャベス政権下で太陽光発電を振興するプロジ

ェクトが進められ、電力供給が不安定な農村部や地方に

太陽光パネルが設置されたが、現在はメンテナンス不足

により機材が故障し、使用できなくなっているようだ。 

 

「衣料団体 加盟企業４００社から２０社へ減少」         

 

ベネズエラ衣料産業商工会のロベルト・ミメリス代表は、

ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に出演。ベネズエラ

衣料業界の現状について語った。 

 

ミメリス代表によると、服の布はほとんど国内で生産さ

れておらず、布については９割が輸入品だという。 

現在はドルが安く輸入がしやすい状況になっているが、

関税や物流面で問題があるという。 

 

また、同商工会は２０００年には４００社が加盟してお

り、同業界が雇用していた労働者数は１２～１３万人い

たが、経済低迷に伴い加盟企業は減少。現在は２０社、

労働者は２００人程度まで減少したという。 

 

ミリメス代表は、「衣料分野では多くの企業が消滅し、

あるいはインフォーマルセクターに移った。インフォー

マルセクターは正規の衣料業界よりはるかに大きくな

っている」と語った。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4354ef8bf9ffe9744b56fd35ff151c3.pdf

