
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月２２日～６月２３日報道            No.７７１   ２０２２年６月２４日（金曜） 

1 / 7 

（写真）グアイド暫定政権 “グアイド議長ロサレス夫人、米国でバイデン大統領と面談” 

 

 

２０２２年６月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「ペトロ次期大統領 マドゥロ大統領と電話協議 

～外交再開には時間がかかる～」 

「グアイド議長 Monomeros 経営権継続を主張」 

「グアイド議長妻 バイデン大統領らと面談」 

「ノルウェーにて与野党代表がフォーラム同席」 

経 済                     

「Hyundai 新モデル Kona ２０２２ 販売開始」 

「ラグアイラ―マルガリータ間フェリー運航再開」 

社 会                     

「コロンビア 難民申請待ちベネ人は４．２万人」 

２０２２年６月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「アルゼンチン司法当局 捜査結果を公表 

～テロリストとの関係を疑う証拠あり～」 

「野党 マドゥロ政権とテロリストの関係非難」 

経 済                    

「外貨使用額 大規模金融取引税により８％減」 

「Sudeban BNC のシステム移行を視察」 

「野党監査長 Monomeros は取られると指摘」 

「Nestle・Polar タチラ州知事に違法取引訴え」 

社 会                    

「政治腐敗度ランキング ベネズエラ最下位」 
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２０２２年６月２２日（水曜）             

政 治                       

「ペトロ次期大統領 マドゥロ大統領と電話協議     

       ～外交再開には時間がかかる～」       

 

６月２２日 グスタボ・ペトロ次期コロンビア大統領は、

マドゥロ大統領と電話会談を行ったと発表した。 

具体的には「私はベネズエラ政府と“国境の解放”と“国

境周辺での人々の人権保護の協力”について意見を交わ

した」という。 

 

同日、マドゥロ大統領もツイッターにてペトロ次期大統

領と電話協議を行ったと投稿。 

「グスタボ・ペトロ次期大統領と意見を交わした。私は

ベネズエラ国民を代表し、彼らに当選への祝辞を伝えた。

また、国境正常化に向けて協力する意思を伝え、様々な

平和や両国の繁栄について意見を交わした。」とした。 

 
（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

コロンビアの大統領がマドゥロ大統領と電話で意見交

換をするだけでも両国にとっては大きな進歩と言える

だろう。 

 

ただし、両国の外交関係の修復には時間がかかるようだ。 

 

ペトロ次期大統領は、コロンビアのメディア「Noticias 

Caracol」のインタビューに出演。 

 

マドゥロ政権との関係について聞かれると 

「長いプロセスになる。両国の関係は一日で解決できる

問題ではない。両国の関係は間違いなく、壊滅的に破壊

された。あらゆる方面で問題が生じている。その結果、

両国の国民の生活に問題が起きている。」 

と述べた。 

 

また、在ベネズエラ・コロンビア大使について聞かれる

と「即座に任命する意思はない」と回答した。 

 

他、国境のテロ対策について 

「ベネズエラはコロンビアの平和を支援することが出

来る。同様に我々もベネズエラ国民を救うことが出来

る。」との見解を示した。 

 

「グアイド議長 Monomeros 経営権継続を主張」         

 

６月２２日 グアイド議長は、コロンビアメディア「El 

Heraldo」で「Monomeros」についてマドゥロ政権の手

には渡らないとの見解を示した。 

 

「Monomeros の経営権の問題は外交の範囲を超えてい

る。（マドゥロ政権へ Monomeros の経営権を委譲する

ことは）ベネズエラ国民の保護の実施に非常に大きな影

響をもたらす。 
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英国にある GOLD、米国の CITGO、コロンビアの

Monomeros は独裁者の略奪から保護しなければいけな

い。」と述べた。 

 

Monomeros はベネズエラ政府系の企業なので、コロン

ビアの政府認識が変わった場合、役員の人事権がマドゥ

ロ政権に移動するため、自動的にマドゥロ政権側に任命

権が移動する。 

 

この理論によりMonomerosのコントロール権はマドゥ

ロ政権からグアイド政権に移譲された。 

 

ただし、マドゥロ政権に戻った場合、米国が Monomeros

に対して制裁を科すかどうかの議論が避けられない。

Monomeros はコロンビアの肥料の４０％を供給してい

るコロンビアの農業生産にとって重要な会社と言われ

ている。 

 

Monomeros が制裁で身動きが取れなくなることを恐れ、

ペトロ新政権が経営権を移動させないという可能性も

ありそうだ。 

 

「グアイド議長妻 バイデン大統領らと面談」                  

 

６月２１日 グアイド議長の妻、ファビアナ・ロサレス

氏は米国で同国国務省の Brian A. Nichols 次官と面談し

た。 

 

両者はベネズエラの人道問題および男女平等を実現す

るための方策について意見交換を行ったという。 

 

また、６月２３日には、米国のバイデン大統領と面談。 

 

ラテンアメリカの情勢について意見交換をしたという。 

 

 

 

ロサレス氏はバイデン大統領の妻のジル・バイデン婦人

とも面談。バイデン婦人は自身のツイッターでロサレス

氏について「First Lady」（大統領夫人）と記載しており、

米国の対ベネズエラ方針について間接的に主張してい

ると言えそうだ。 

 

 

（写真）ファビアナ・ロサレス氏ツイッター 

 
（写真）ジル・バイデン米国大統領夫人ツイッター 
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「ノルウェーにて与野党代表がフォーラム同席」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.770」で紹介した通り、

与野党協議の代表２名がノルウェーで開催された「オス

ロ・フォーラム」に出席した。 

 

ノルウェー政府は、公式ツイッターアカウントにて、与

党代表のホルヘ・ロドリゲス国会議長と野党前代表のヘ

ラルド・ブライ氏が同席している写真を投稿。与野党協

議の進展を望むとのコメントを公表した。 

 

 

（写真）ノルウェー外務省 

 

経 済                        

「Hyundai 新モデル Kona ２０２２ 販売開始」           

 

６月２２日 「MMC Automotriz S.A.,」社は、「Hyundai」

の「Hyundai Kona ２０２２」をベネズエラの全国

「Hyundai」代理店で販売すると発表した。「Hyundai 

Kona ２０２２」の販売は、７月１５日から。 

 

 

同車はクロスオーバーSUV で、環境に配慮した１０

０％電気自動車だという。欧州で多くの販売実績を持つ

自動車だという。 

 

「Hyundai en Venezuela」のホセ・ビセンテ・ゴメス副

販売部長は、自動車販売代理店にて代替的な融資を相談

できると説明した。 

 

 

（写真）Union Radio 

 

「ラグアイラ―マルガリータ間フェリー運航再開」                  

 

「パラグアナ海運」は同社のツイッターで、７月２０日

から「ラグアイラ―マルガリータ間のフェリー運航を再

開する」と発表した。 

 

同社の発表によると、毎週木曜日に運航するという。 

 

マルガリータは、ベネズエラのリゾート地であり、

Covid-１９感染拡大防止のために２０２０年３月から

運航を停止していた。 

 

なお、同区間の乗車料金はオプションによって変わるよ

うだが１人３０～８０ドルだという。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62233174d5d10c7605ad00d050f5dbbe.pdf
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社 会                        

「コロンビア 難民申請待ちベネ人は４．２万人」           

 

６月２１日 アンドレス・ベジョ・カトリック大学の「人

権センター」と非政府系団体「Alerta Venezuela」は、

コロンビアで難民申請しており、回答待ちのベネズエラ

人は４．２万人いると発表した。 

 

コロンビアには１８０～２００万人のベネズエラ移民

いるとされており、全体の２％程度に相当するという。 

 

なお、コロンビアは「一時滞在許可（TPS）」という制度

を採用しており、パスポートやビザが切れたベネズエラ

人でも TPS を受けることが出来れば同国で正規の就職

や賃貸契約が可能となっている。 

 

ペトロ新政権はベネズエラの移民対応については明確

な方針を示していないが、TPS は継続すると明言して

いる。 

 

２０２２年６月２３日（木曜）              

政 治                       

「アルゼンチン司法当局 捜査結果を公表               

   ～テロリストとの関係を疑う証拠あり～」        

 

これまで何度か紹介している通り、ベネズエラの

「Estrasur」という会社が所有しているとされる飛行機

Boeing７４７がアルゼンチンで出国停止措置を受けて

いる。 

 

理由は、同飛行機がイランの「Mahan Airline」が所有し

ていた飛行機で、米国政府が同飛行機を制裁対象にして

いたためだと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.768」）。 

 

 

本件は、マドゥロ政権がテロ組織の構成員の移動をサポ

ートしている可能性があることを意味している。また、

同飛行機はアルゼンチンへ到着する前にパラグアイに

立ち寄っており、アルゼンチンからウルグアイへ移動し

ようとしていた。 

 

南米の複数の国をまたいだ国際問題にもなっており、メ

ディアでは大々的に報じられている。 

 

６月１６日 アルゼンチン司法当局は、同飛行機がテロ

組織と関係していた疑いがあるとの見解を発表した。 

 

同国のメディア「Infobae」によると、同飛行機の過去の

フライトスケジュールを確認したところ、２２年４月２

３日の時点で Boeing７４７は「Mahan Air」の名義だっ

たという。 

 

これまで、Boeing７４７は２２年１月に「Estrasur」に

売却されたと報じられていたため、虚偽の可能性が出て

いる。 

 

また、同飛行機に搭乗していたパイロット Gholamreza 

Ghasemi 氏が、米国がテロ組織認定している「Mahan 

Airline」と関係している可能性が高いと指摘した。 

 

他、スケジュール帖に「Mahan Air Hotel（No.2）」と書

かれた予定と電話番号が書かれていたという。 

 

イラン政府、マドゥロ政権は、米国政府のでっちあげと

反論しており、出国禁止措置を速やかに解除するよう求

めているが、問題は収束の気配を見せていない。 
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「野党 マドゥロ政権とテロリストの関係非難」           

 

グアイド暫定政権は、Boeing７４７の件について、制裁

を回避するために迂回して第三国を利用していたと指

摘。 

 

今回のルートを用いて欧米の制裁を回避し、マネーロン

ダリングを行っていたと訴えた。 

 

また、同ルートを用いて GOLD など鉱物の違法売買を

行っていたのではないかと指摘。 

 

以前はニカラグアを経由して米国に GOLD を輸出して

いたが、その企業は米国から制裁を受けたため、別の販

売ルートを構築しようとしていたとした。 

 

経 済                       

「外貨使用額 大規模金融取引税により８％減」         

 

「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベロス氏は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

３月２８日に大規模金融取引税の改定で外貨建て取引

に３％の課税がされるようになってから２カ月が経過

し、外貨を使用する取引は８％ほど減少したと指摘した。 

 

また、外貨で支払う場合、５２％の人は現金で支払って

いると説明した。 

 

外貨の使用が減ったということは、ボリバル建て取引が

増えたことを意味する。 

 

オリベロス氏によると、現在は携帯電話でのボリバル建

て決済サービスが多く用いられているという。 

 

 

 

「Sudeban BNC のシステム移行を視察」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.770」で紹介した通り、

「Banco Nacional de Credito（BNC 銀行）」が「BＯＤ

銀行」の株式を購入し、BOD 銀行が吸収された。 

 

この吸収を受けて、BOD 銀行の顧客システムを BNC

銀行に移動する手続きが６月２３日夜に始まり、６月２

４日に完了する。 

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、このシステム移行作

業完了後に、移行が適切に行われているかを確認すると

発表した。 

 

なお、２４日のシステム移行後、BOD 銀行の顧客は

BNC のウェブページにログイン（ID、パスワードは

BOD 銀行の時に使用していたものと同じ）し、送金な

どを行うことが出来るという。 

 

ただし、窓口業務など一部の取引について、BOD 銀行

の顧客ができないサービスもあり、全ての移行が完了す

るのは６月２７日の予定だという。 

 

「野党監査長 Monomeros は取られると指摘」         

 

グアイド暫定政権が会計監査長に任命したエンリケ・サ

ンチェス・ファルコン氏は、現地メディア「El Pitazo」

の取材に対応。 

 

コロンビアでグスタボ・ペトロ候補が大統領に当選した

ことを受けて、「Monomeros」はマドゥロ政権のコント

ロール下に戻るとの見解を示した。 

 

「コロンビアの大統領選の結果を受けて、我々は

Monomeros を失うことを認識しなければいけない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62233174d5d10c7605ad00d050f5dbbe.pdf
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マドゥロ政権側の Pequiven は常に自身が Monomeros

の正当な株主であることを主張してきた。新たな役員を

任命し、組織を再構築しようとするだろう。」 

と述べた。 

 

一方、グアイド議長は、野党が Monomeros の資産をコ

ントロールし続けると指摘しており、両者の見解が分か

れている。 

 

「Nestle・Polar タチラ州知事に違法取引訴え」            

 

６月２３日 大手食品メーカーの「Polar」と「Nestle」

の代表は、タチラ州のフレディ・ベルナル知事と面談。 

 

２年程前からコロンビア国境を経由して衛生法に準じ

ない健康に害を及ぼすような違法な食料品がベネズエ

ラへ流れていると訴えた。 

 

コロンビアのドゥケ政権は両国の国境移動を制限して

いるが、両国は１６４キロの陸が接する国で、両国の取

引をゼロにすることは不可能。違法取引が増加していた

という。 

 

社 会                       

「政治腐敗度ランキング ベネズエラ最下位」            

 

「Council of the Americas」は米州地域１５カ国の政治

腐敗度を「司法独立性」「民主主義」「報道の自由」の３

つのテーマについて、１０点満点で評価。その結果を公

表した。 

 

結果、ウルグアイが７．４２と最も高く、コスタリカ（７．

１１）、チリ（６．８８）、ペルー（５．６６）、ドミニカ

共和国（５．１９）、アルゼンチン（５．０４）、パナマ

（４．９６）、コロンビア（４．８７）と続く。 

ベネズエラは最下位の１．６３ポイントだった。 

 

なお、同団体は毎年ランキングを公表しているが、ベネ

ズエラについては「通信・ソーシャルメディア」の分野

で一定の改善がみられたと指摘している。 

 

 

（写真）Council of the Americas 

 

以上 

 


