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（写真）大統領府 “５つの経済特別地域を発表、国内外企業にベネズエラへの投資を呼びかけ” 

 

 

２０２２年７月２０日（水曜） 

 

政 治                     

「ロドリゲス兄妹・ラカバ知事 Covid-１９感染 

～１カ月で感染者数が５倍に増加～」 

「第一正義党からの推薦候補の可能性がある３名」 

「与党国会 護民官候補１０名を選定」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 ５つの経済特別地域を発表 

～トルトゥガ島に１０のホテル建設～」 

「マドゥロ政権 トルコ企業に投資呼びかけ」 

「インドネシア 石油・ガス分野で経済関係強化」 

「米国 ベネズエラへの直行便再開を検討」 

２０２２年７月２１日（木曜） 

 

政 治                    

「米政府 ペトロ新政権の対ベネ方針を尊重」 

「ルラ元大統領 １０月の大統領選に出馬」 

経 済                    

「アルーバ ベネズエラとの移動制限を解除」 

「Changan Auto ベネズエラで躍進」 

「イベリア航空 １０月からカラカス便を再開」 

「交渉有無に関わらず制裁解除すべき ５２％」 

「銀行業界 半期で従業員３６６４名減少」 

社 会                    

「サルサラウンドダンスでギネス記録に挑戦」 
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２０２２年７月２０日（水曜）             

政 治                       

「ロドリゲス兄妹・ラカバ知事 Covid-１９感染    

     ～１カ月で感染者数が５倍に増加～」       

 

７月２０日 マドゥロ大統領は、デルシー・ロドリゲス

副大統領とホルヘ・ロドリゲス国会議長（２人は兄弟）

およびカラボボ州のラファエル・ラカバ知事が Covid-

１９に感染したと発表した。ラカバ知事についてはこれ

で５回目の感染になる。 

 

マドゥロ大統領によると、ラカバ知事は安定しており、

回復傾向にある。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロドリゲス国

会議長の容態については明言しなかったが、年齢的には

まだ若いため、死亡リスクは低い方だろう。 

 

７月２０日 直近２４時間の Covid-１９感染確認者数

は１１９名（ミランダ州３３名、ヤラクイ州２８名、カ

ラカス２６名、カラボボ州５名、ボリバル州４名など）、

Covid-１９を原因とする死者は３名（８２歳女性、７６

歳男性、８０歳男性）となっている。 

 

ベネズエラの感染者数は世界的に見ればかなり少ない

がこの１カ月で５倍ほどに増えている。 

 

ただ、公式な発表が信頼できないことなどを踏まえれば

実際にはもっと感染者は多い可能性がある（同日の日本

の感染者数は約１５．２万人）。 

 

マドゥロ大統領は 

「Covid-１９が消滅したと考えてはいけない。ベネズエ

ラは世界的に見て感染者数はかなり少ない。 

しかし、増加傾向にある。我々は１カ月ほど前まで

Covid-１９感染者は１０万に１人だった。 

それが現在は１０万人に５人と５倍に増えている。明確

な増加を確認している。」 

と言及した。 

 

 

（写真）Maduradas 

“左からラファエル・ラカバ知事、デルシー・ロドリゲ

ス副大統領、ホルヘ・ロドリゲス国会議長” 

 

「第一正義党からの推薦候補の可能性がある３名」           

 

７月２０日 野党国会の Avilio Troconiz 議員は、主要

野党の一角「第一正義党（PJ）」から予備選挙に出馬す

る可能性のある候補の名前を３名言及した（下写真）。 

 

 

（写真）Maduradas 
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写真左から１人目は、カルロス・オカリス元スクレ市長、

２人目はファン・パブロ・グアニパ野党国会第１副議長、

３人目はエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事。 

 

オカリス元市長は、２０２１年に行われた州知事選の際

にミランダ州知事に出馬しようとしたが、独立野党「隣

人の力（FV）」のダビッド・ウスカテギ氏に敗北し、出

馬することが出来なかった。 

 

グアニパ副議長は、２０１８年にスリア州知事に当選し

たものの、制憲議会で知事就任を宣誓することを拒否し、

知事になれなかった。 

 

PJ はグアイド暫定政権と関係はあまりよくないが、グ

アニパ副議長はグアイド暫定政権と良好な関係を維持

している印象。考え方も「大衆意思党（VP）」に近い印

象を受けている。 

 

カプリレス元知事は、１２年・１３年に行われた大統領

選の野党統一候補。既に２度、大統領選で敗北しており、

求心力は高くない。 

 

率直に言って、どの候補もマドゥロ大統領に勝てるかど

うかは疑問ではある。 

 

「与党国会 護民官候補１０名を選定」                  

 

７月１９日 与党国会は、護民官の候補者１０名を発表

した。発表された人物の名前は以下の通り。 

 

１．Edgar José Moya Millán, 

２．Gonzalo Segundo González Vizcaya, 

３．Neida Josefina Pérez Morillo, 

４．Yahaira Thais Medina Gutiérrez, 

５．Yelitza Coromoto Bravo Rojas, 

６．Josmary Angelica Páez Fonseca, 

 

７．Daniel Augusto Ramírez Herrera, 

８．Dorangel Lourdes Carrizales Acero, 

９．Elvis Junior Hidrobo Pérez 

１０．Juan Carles Toro Castellano. 

 

「護民官」は、市民側の立場で政府に問題の是正を求め

る役職者であり、ベネズエラ公権力のトップになり得る

役職である。 

 

ベネズエラは「行政」「立法」「司法」「選挙」「民衆」の

５権分立が憲法で謳われている。 

 

「行政」のトップは、大統領 

「立法」のトップは、国会議長 

「司法」のトップは、最高裁判長 

「選挙」のトップは、選挙管理委員長 

とはっきり決まっているが、 

「民衆」のトップは、「検事総長」「行政監督長」「護民

官」の３役職者が「倫理委員会」という組織を作り、こ

の３人の誰かが代表になる決まりとなっている。 

 

政治的な力関係でトップが決まる印象で、現在はタレ

ク・ウィリアム・サアブ検事総長が「民衆権」のトップ

になっている。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 ５つの経済特別地域を発表     

    ～トルトゥガ島に１０のホテル建設～」           

 

７月２０日 マドゥロ大統領は「経済特別地域法」の成

立を受けて、特別地域に認定された５地域を発表した。 

 

経済特別地域は、国内外企業の投資を呼び込むことを目

的に設置される特別地域で、この地域で活動する企業は

主に税制面での優遇を受けることが出来る。 
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経済特別地域に認定された地域は以下の通り。 

 

「isla La Tortuga（トルトゥガ島）」 

「Paraguaná (ファルコン州)」 

「Puerto Cabello-Morón (カラボボ州)」 

「La Guaira (ラグアイラ州) 」 

「Margarita (ヌエバ・エスパルタ州)」 

 

マドゥロ大統領は、アジア・欧州・南米・カリブ海企業

に対して、イデオロギー的な議論は横において、ベネズ

エラへ投資するよう求めた。 

 

なお、トルトゥガ島はリゾート地でこの地域にホテルを

１０軒建設し、世界的な観光地にすると説明した。 

 

「マドゥロ政権 トルコ企業に投資呼びかけ」         

 

ホセ・ブラチョ在トルコ・ベネズエラ大使は、トルコの

外国取引担当官と面談。 

 

ベネズエラで成立した経済特別地域法について意見交

換をし、トルコ企業の投資を改めて求めた。 

 

 

（写真）在トルコ・ベネズエラ大使館 

 

「インドネシア 石油・ガス分野で経済関係強化」                  

 

７月２０日 マドゥロ政権の石油省高官とインドネシ

ア政府は、石油・ガス分野での二国間の経済関係深化に

ついて意見交換を行った。 

 

ベネズエラ石油省のカパジャ・ロドリゲス・アジア・中

東・オセアニア担当次官は、インドネシアがベネズエラ

と石油・ガス分野での経済関係強化を望んでいることを

確認した。 

 

また、ロドリゲス次官は、６月からインドネシアの他に

マレーシア・フィリピン・ベトナム・タイなども訪問し

ており、これらの国でも経済関係の強化を約束したと言

及している。 

 

「米国 ベネズエラへの直行便再開を検討」                  

 

７月２０日 政治学者のトマス・ソシアス氏は、自身の

ソーシャルメディアアカウントにて米国がベネズエラ

との直行便再開を検討していると述べた。 

 

また、外交関係についても再開を検討しているようだが、

外交関係の再開は、米国で予定されている中間選挙（１

１月８日）以降になるだろうとの見解を示した。 

 

 

（写真）トマス・ソシアス氏ツイッター 
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２０２２年７月２１日（木曜）              

政 治                       

「米政府 ペトロ新政権の対ベネ方針を尊重」        

 

在コロンビア・米国代表大使のフランシスコ・パルミエ

リ大使は、「W Radio」に出演。 

「我々は全ての国の自国主権を尊重する。ベネズエラに

ついての扱いも同様だ。」と発言。ペトロ新政権の対ベ

ネズエラ方針を尊重すると発言した。 

 

現在、米国とコロンビアはグアイド暫定政権をベネズエ

ラの正当な政府と認識しているが、８月７日からコロン

ビア大統領に就任する予定のグスタボ・ペトロ氏は左派

政治家であり、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認識

するとみられている。 

 

「新たな政府がどのような決定をするか様子を見てい

る。ただ、決断するのは彼らだ。米国はコロンビアと良

好な関係を維持するために可能な努力をする。」 

との見解を示した。 

 

「ルラ元大統領 １０月の大統領選に出馬」           

 

２２年１０月２日にブラジルで大統領選が予定されて

いる。 

 

７月２１日 「労働党（PT）」のルイス・イナシオ・ル

ラ・ダ・シルバ元大統領は、同大統領選への出馬を正式

に発表した。 

 

事実上、現在ブラジルの大統領を務めているジャイロ・

ボルソナロ氏と一騎打ちになる見通しだ。 

 

現時点で、ブラジルで行われる世論調査ではどの調査会

社でもルラ元大統領が当選するとの結果が出ている。 

 

 

ルラ元大統領への投票意思を示す回答が４５％前後、ボ

ルソナロ大統領への投票意思を示す回答が３０％前後

となっている。 

 

経 済                       

「アルーバ ベネズエラとの移動制限を解除」            

 

７月２１日 現地メディア「Descifrado」は、内部関係

者からの情報として、アルーバ政府が、ベネズエラとの

空路の移動制限を解除すると報じた。 

 

以前よりアルーバとクラサオがベネズエラとの経済関

係再開を模索していると報じられており、空路の再開は

その一環と思われる。 

 

アルーバがベネズエラとの空路移動を禁止したのは、２

０１９年。当時は Covid-１９が理由ではなく、政治的な

理由。 

 

グアイド暫定政権が発足したばかりの２０１９年２月、

米国はベネズエラに人道支援物資を運ぶとして、ベネズ

エラの隣国であるコロンビアやアルーバやクラサオに

支援物資を搬入。そこからベネズエラへ物資を送り込も

うとした。 

 

マドゥロ政権はこの動きを拒絶。国境を封鎖して、物資

搬入を止めた。それ以降、アルーバとベネズエラの関係

は悪化し、空路での移動も止まっていた。 

 

アルーバの Evelyn Wever-Croes 首相は、２０２１年の

政権運営報告の中で、２０２２年の目標についても触れ

ており、ベネズエラとの経済関係の再開を１つの目標と

していた。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月２０日～７月２１日報道            No.７８３   ２０２２年７月２２日（金曜） 

6 / 7 

 

「Changan Auto ベネズエラで躍進」         

 

自動車販売において「Changan Auto」という会社がベネ

ズエラ国内で躍進しているという。 

 

「Changan Auto」は、「F-７０」というモデルを２年前

からベネズエラで販売しており、新たに「Alsvin」「CS

１５」「Benni」というでモデルをベネズエラに投入した

という。 

 

２０２０年、「Changan Auto」はベネズエラ国内で１８

００台を販売。直接雇用している従業員は８０名、間接

的には１００名超の雇用を支えているという。 

 

「Changan Auto」の販売代理店は、カラカス、バレンシ

ア、バルキシメト、アカリグア、バリナス、マラカイボ、

エルビヒア、エルティグレの８店舗で、新たにマラカイ

に販売代理店がオープンするという。同社のウェブサイ

トは「Marca - Changanvzla」を参照されたい。 

 

 

 

(写真) Changan Auto “上は Alsvin、下は F７０” 

 

「イベリア航空 １０月からカラカス便を再開」         

 

１０月３０日からスペインの航空会社「イベリア航空」

がマドリッド―カラカス間の運航を再開すると発表し

た。 

 

現在、スペイン向けで運行している航空会社は「Plus 

Ultra」「Air Europa」。ここにイベリア航空が加わり、３

社がマドリッド―カラカス間を運航することになる。 

 

マドリッド→カラカス間は週３便（日曜・火曜・土曜）、 

カラカス→マドリッド間は週３便（月曜・水曜・日曜）

を予定している。 

 

使用される飛行機は Airbus３５０だという。 

 

「交渉有無に関わらず制裁解除すべき ５２％」         

 

経済学者フランシスコ・ロドリゲス氏は、現地世論調査

会社「Datanalisis」が行った制裁に関するアンケート調

査の結果を公表。 

 

「全ての経済制裁・個人制裁を解除するべき」の回答は

全体の２８．７％。 

「与野党交渉に関係なく、ベネズエラ国民の生活に悪影

響を与えている制裁は解除するべき」との回答は２３．

２％だったという。 

 

つまり、回答者の５１．９％は「与野党交渉の有無に関

わらず制裁は解除するべき」と考えていると説明した。 

 

一方で、「マドゥロが退陣しない限り制裁を緩和するべ

きではない」との回答は全体の２０．４％と比較的高く、

「交渉の進展に応じて制裁を緩和するべきである」との

回答は１５．３％だったという。 

 

https://www.changanvzla.com/marca/
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（写真）Datanalisis 

 

「銀行業界 半期で従業員３６６４名減少」         

 

「銀行監督局（Sudeban）」は、２０２２年前期（１月～

６月）の金融機関の状況に関する報告書を公表した。 

 

同報告書によると、ベネズエラ国内の金融業界が抱える

従業員数は３２，２６０名。従業員数が半年で３，６６

４名減少したことになるという。 

 

なお、１年前の２０２１年６月には金融業界は３８，２

２０名を雇用しており、当時から５，９６０名減少した

という。 

 

また、２２年６月の銀行の店舗数は２，４７０店舗。 

２１年６月は２，６８７店舗だったため、２１７店舗減

ったことになるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「サルサラウンドダンスでギネス記録に挑戦」            

 

カラカスの「Plaza Caracas」の前で「数百人が一斉にサ

ルサを踊るというギネス記録に挑戦した。 

 

このダンスは「Rueda de Casino（ルエダ・デ・カジノ）」

とよばれるキューバダンスから派生したサルサラウン

ドダンスだという。 

 

このギネス記録のオーガナイザーは「カラカス・ダンス・

カンパニー」というアルタミラにあるダンススクール。 

 

実際のダンスの様子は ccsdancecompany のインスタグ

ラムでみることができる。 

 

 

（写真）ccsdancecompany 

 

以上 


