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（写真）Discifrado “ペトロ新政権 Monomeros のコントロールをマドゥロ政権に返還か” 

 

 

２０２２年７月６日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 圧力で批判的な記事を制限？」 

「野党予備選 LCR のベラスケス党首が立候補」 

経 済                     

「カリブ海諸国 ペトロカリベの再開を決定」 

「ペトロ新政権 Monomeros をマドゥロへ返還？」 

「OVF ６月のインフレ率は前月比１４．５％」 

「Profranquicia 外国企業１０社が投資を検討」 

「Conviasa 燃料問題でチリ・アルゼンチン便停止」 

社 会                     

「FAO ベネズエラの貧困率２２．９％」 

２０２２年７月７日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ロペス国防相らを留任 

～空軍・海軍総司令官が交代～」 

「マドゥロ政権 人権団体の活動家７名を拘束」 

「国連・CAF ベネズエラで農業振興」 

経 済                    

「米国政府 制裁ライセンスを更新 

～２３年７月まで液化ガス取引を延長～」 

「Conindustria マドゥロ政権と団体を発足」 

社 会                    

「西 ベネズエラとの運転免許相互協定を解除」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月６日～７月７日報道               No.７７７   ２０２２年７月８日（金曜） 

2 / 7 

 

２０２２年７月６日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 圧力で批判的な記事を制限？」       

 

非営利団体「Redes Ayuda」は、２０２１年にベネズエ

ラで起きたインターネット上の閲覧制限・表現の自由の

侵害について非難した。 

 

同団体は、２０２１年にマドゥロ政権が報道関係者らに

対して９３件の侵害を行ったという。 

 

また、「公権力による恣意的な嫌がらせ」も度々報告さ

れているという。 

 

また、各コミュニティにはマドゥロ政権の関係者がおり、

そのコミュニティ内で与党に対して批判的な投稿や発

言をした人は、補助金を支給されない、安価に食料品を

購入できる政府サービスを利用できないなど不利益を

被ると指摘。 

 

職権乱用によりベネズエラ国民の表現の自由が侵害さ

れていると訴えた。 

 

「野党予備選 LCR のベラスケス党首が立候補」         

 

野党「LCR」のアンドレス・ベラスケス党首は、２０２

３年に予定されている野党の大統領予備選に出馬する

ことを発表した。 

 

LCR は、ボリバル州を中心に活動する地方政党で、ベ

ラスケス党首は１９８９年～１９９５年までボリバル

州の知事を務めていた人物。 

 

政治思想的には急進野党に近いが、主要野党とも関係が

あり、両者の中間に位置するようなスタンスを執ってい

る。 

ボリバル州ではそれなりに知名度の高い人物だが、全国

レベルでいうと知名度・人気は低くベラスケス氏が統一

候補になるのは難しい印象がある。 

 

ただし、急進野党のリーダーであるマリア・コリナ・マ

チャド VV 党首が予備選挙への出馬を辞退し、ベラスケ

ス党首への投票を呼び掛けるようなことがあれば、番狂

わせがあるのかもしれない。 

 

なお、野党の予備選挙で正式に出馬を発表したのは、ベ

ラスケス党首が最初になる。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

経 済                        

「カリブ海諸国 ペトロカリベの再開を決定」           

 

セ ント ビンセ ント ・グレ ナデ ィーン 諸島 の Ralph 

Gonsalves 首相は、多くのカリブ海の国々が「ペトロカ

リベ」の再開について合意し、米国政府に対して制裁解

除を求めていると説明した。 

 

ペトロカリベは、２００５年に故チャベス大統領が始め

た仕組みで、カリブ海諸国に対して好条件でベネズエラ

産原油を販売する仕組み。 
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長期の低金利融資でベネズエラ産原油が購入でき、ベネ

ズエラ政府側が了承すれば、大豆やコメなどで代物返済

することも可能という内容になっている。 

 

原油価格の高騰に苦しむカリブ海諸国にとっては、大き

な助け舟になり得るだろう。 

 

Ralph Gonsalves 首相は、米国の経済制裁について、決

済に問題が生じるため、米国政府に対して特定の制裁解

除を求めていると説明した。 

 

今回の Gonsalves 首相の発言に先立ち、バハマの Phillip 

Davis 首相、アンティグア・バーブーダの Gaston Browne

首相らも米国に対してベネズエラへの制裁緩和を求め

ていた。 

 

「ペトロ新政権 Monomeros をマドゥロへ返還？」         

 

７月５日 コロンビアのグスタボ・ペトロ次期大統領は

ラジオ番組「La W」に出演。 

 

マドゥロ政権をベネズエラ政府として認識するとの考

え を 改 め て 示 し 、 ベ ネ ズ エ ラ 政 府 系 の 肥 料 会 社

「Monomeros」のコントロールをマドゥロ政権に返還

する可能性について言及した。 

 

同社のコントロールをマドゥロ政権へ返還する理由は、

コロンビア国内の肥料価格を下げるためだという。 

 

「Monomeros は、ベネズエラ国営石油化学公社（ペキ

ベン）が保有する会社だ。ペキベンと取引することが出

来れば、肥料をより多く生産できる。」と説明。 

 

「コロンビアが Monomeros を必要とする理由は何だろ

うか？民間企業に Monomeros を渡す為ではない。 

 

 

Monomeros が稼働を再開すれば肥料価格を下げること

が出来る。」と説明。 

 

また、同インタビューの中で、ペトロ氏はイバン・ドゥ

ケ政権について、政治的な意図を理由に「Monomeros」

の運営を危険にさらし、肥料価格を引き上げ、コロンビ

ア国内の農業セクターに打撃を与えたことを非難した。 

 

「OVF ６月のインフレ率は前年比１４．５％」                  

 

野党国会が発足した経済調査団体「ベネズエラ金融観測

所」は、２２年６月のインフレ率について先月比１４．

５％増と発表した。 

 

同団体は５月のインフレ率を１０．１％としていたため、

インフレが加速していることになる。 

 

なお、２２年１月～６月までの累積インフレ率は５３．

８％。２１年７月～２２年６月までの１２か月分のイン

フレ率は１７０％になる。 

 

また、１カ月当たりの基礎食糧費（５人家族が最低限の

生活をするために必要な食費）について、６月は月額３

８０ドルと発表。 

 

先月は３８２ドルだったため、微減しているが、２１年

６月当時は月額３００ドルだったため徐々に食費が増

加しているとした。 

 

（２１年６月～２２年６月までの基礎食糧費の推移は

次ページ参照） 
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また、品目別で見ると、最もインフレ率が高かったのは

「通信サービス」で先月比４８．２％増。 

「家具家具等」が同１５．７％ 

「レストラン・ホテル」が同１３．２％と続いた。 

「食料・非アルコール品」は同８．９％増だった。 

 

 

（写真）OVF 

 

「Profranquicia 外国企業１０社が投資を検討」         

 

「ベネズエラ・フランチャイズ商工会（Profranquicia）」

のカルロス・ドゥラン代表は、「Union Radio」のインタ

ビュー番組に出演。 

 

ベネズエラでの投資は非常に大きな障害があるにもか

かわらず投資を再開する外国企業が存在すると言及し

た。 

 

具体的には、１０社の外国企業が現在ベネズエラに参入

しようとしていると言及。 

 

過去７年間で約８０００のフランチャイズ店舗が閉鎖

したが、最近はフランチャイズ店舗が増え始めており現

在は４，５００店舗ほど全国にフランチャイズがあると

説明した。 

 

また、新たな企業が立ち上がる際の障害としては、銀行

の融資が不足していると指摘。 

融資が出来る環境になれば更に経済回復が早くなるだ

ろうとの見解を示した。 

 

「Conviasa 燃料問題でチリ・アルゼンチン便停止」         

 

ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」は、アルゼンチン・

チリ行きの飛行機１６機の運航を停止すると発表した。 

 

両国への飛行機の運航を停止する理由は燃料不足だと

いう。 

 

６月に「Conviasa」の子会社「Emtrasur」の飛行機 Boeing

７４７がアルゼンチンで動けなくなった。 
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「ウィークリーレポート No.259」で紹介したが、Boeing

７４７は米国の制裁対象になっている。そのため、

Boeing７４７がアルゼンチンで給油を試みた際、燃料を

供給する会社が制裁に抵触することを懸念し、給油を拒

んだという。 

 

Conviasa もベネズエラの国営航空会社で制裁対象に入

るため、同様に給油を拒まれる可能性があり、燃料が保

証できないためリスクが高い両国への運航を停止した

という。 

 

社 会                        

「FAO ベネズエラの貧困率２２．９％」           

 

「国連食糧機関（FAO）」は、過去２０年間のスパンで

見てラテンアメリカ地域は貧困との闘いに負けている

との見解を示した。 

 

２０２０年、Covid-１９で経済情勢が急激に悪化したこ

とで、ラテンアメリカ地域は５，２３０万人の貧困生活

者がいたと指摘。 

 

２０２１年は５，６５０万人に悪化。ラテンアメリカ地

域の総人口の８．６％に相当するとした。 

 

ラテンアメリカ地域で、貧困率が最も高いのはハイチで

４７．２％。次いでベネズエラが２２．９％、ニカラグ

アが１８．６％、グアテマラが１６％、エクアドルが１

５．４％、ホンジュラスが１５．３％。 

 

貧困率が低い地域ではウルグアイとキューバが２．５％

以下、 

チリが２．６％とした。 

 

 

 

 

２０２２年７月７日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 ロペス国防相らを留任         

       ～空軍・海軍総司令官が交代～」        

 

一般的にベネズエラでは独立記念日（７月５日）の前後

でベネズエラ国軍の最高幹部らの人事が交代する。 

 

ベネズエラ国軍関連の最高幹部というと、一般的に 

・国防相 

・ベネズエラ国軍戦略総司令官 

・ベネズエラ陸軍総司令官 

・ベネズエラ海軍総司令官 

・ベネズエラ空軍総司令官 

・ベネズエラ民兵軍総司令官 

 

７月７日 マドゥロ大統領は、パドリーノ・ロペス国防

相を留任すると発表。 

 

また、国軍戦略総司令官、陸軍総司令官、民兵軍総司令

官についても現在の総司令官が留任すると発表した。 

 

交代したのは空軍と海軍のトップ。 

 

空軍総司令官は、新たに Santiago Infante 将軍が就任し

た。 

 

また、海軍総司令官は Aníbal Brito 総督が就任した。 

 

なお、７月７日の軍事式典にもマドゥロ大統領は出席せ

ず、ビデオでの演説だった。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d7796f1a1f9c62e056a2b0491d3714c4.pdf
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「マドゥロ政権 人権活動家ら７名を拘束」           

 

野党政党「Bandera Roja（BR）」は、同政党の構成員ネ

ストル・アストディージョ氏がベネズエラ副大統領府直

轄の公安組織 SEBIN に拘束されたと訴えた。 

 

また、この７２時間の間に人権活動家や政治家など合計

７名がマドゥロ政権に拘束されていると説明。マドゥロ

政権による人権侵害を非難した。 

 

具体的には、人権団体の活動家であるガブリエル・ブラ

ンコ氏も国家警察に拘束された。他、司法当局の労働組

合代表を務めていたエミリオ・ネグリン氏もカラカスで

国家警察に拘束されたという。 

 

また、マドゥロ政権の軍部諜報機関 DGCIM が人権団

体 Provea の活動家の住居に押し入ったと訴えた。 

 

 

（写真）Provea 

“DGCIM が人権活動家の自宅に押し入ったと非難” 

 

「国連・CAF ベネズエラで農業振興」         

 

国連のベネズエラ事務所と「アンデス開発基金（CAF）」

は、ベネズエラの食料安全・生産性開発・基礎サービス

の改善などのテーマで協力合意を締結した。 

 

国連ベネズエラ事務所の Gianluca Rampolla 代表による

と、今回の協定の目的は、ベネズエラ国内の社会回復を

促進するためだという。 

 

ベネズエラ政府と国連、あるいはベネズエラ政府と

CAF が協力合意を締結することはよくあるが、国連と

CAF がベネズエラ開発で協力合意を締結するというの

は珍しいように思える。 

 

CAF はベネズエラの社会インフラ開発に関連してベネ

ズエラ政府に融資を行ってきた。マドゥロ政権は CAF

に融資再開を求めているが、政府認識や米国の経済制裁

の問題でこのテーマは思うように進んでいない。 

 

今回の合意は、国連がマドゥロ政権を代行しているとい

うことなのかもしれない。 

 

 

（写真）CAF 
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経 済                       

「米国政府 制裁ライセンスを更新            

     ～２３年まで液化ガス取引を延長～」            

 

７月７日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、液化

ガスの取引を許可する趣旨の制裁ライセンスを２０２

３年７月１２日まで延長した。 

 

２０２１年 ７月に米国政府は液化ガスの取引を許可

する趣旨の制裁ライセンスを発行。今回延長期限が来て

いたため更新を行ったことになる。 

 

液化ガスとは具体的に家庭用ガスに使用されるもので、

２０１９年に PDVSA が経済制裁を受けた。 

 

制裁後も、ロシアのサポートを受けて、ベネズエラには

辛うじて液化ガスが届いていたが、２０２０年に米国政

府が制裁を強化したことでロシアがベネズエラ事業か

ら撤退。 

 

以降家庭用ガスが枯渇し、首都カラカスでも薪で火を起

こすなど深刻な状況に陥った。 

 

国民生活への影響が大きすぎるため、バイデン政権は制

裁ライセンスを発行し、液化ガスの取引を許可。 

 

それ以降、ガス不足についての報道はかなり減ったと思

われる。 

 

「Conindustria マドゥロ政権と団体を発足」         

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のルイージ・

ペセラ代表は、マドゥロ政権のイポリト・アブレウ国内

生産相と面談し、工業会の様々な問題についていくつか

の合意を交わしたと発表した。 

 

 

具体的には、７月２０日に Conindustria はマドゥロ政

権と新たな団体を設立する合意を締結するという。 

 

同団体を通じて経済再開のための現実可能な提案につ

いて議論を交わすと説明した。 

 

また、スリア州では５年間、Corpoelec が電力使用量の

請求をしてこなかったという。そして、その溜まった請

求を今になって一括で要求しているという。この問題に

ついても議論すると説明した。 

 

他、Conindustria からマドゥロ政権に対して、大規模金

融取引税を０．５％下げるよう提案するという。 

 

社 会                       

「西 ベネズエラとの運転免許相互協定を解除」            

 

スペイン政府は、ベネズエラとの運転免許相互協定を解

除すると発表した。 

 

ベネズエラの運転免許証は、スペインで通用していた。

同様にスペインの運転免許証もベネズエラで使用する

ことが出来ていた。 

 

この協定は２００５年に交わしたが、外交関係の問題で

協定の延長が出来ないまま失効したため、今後はベネズ

エラの運転免許証はスペインでは有効ではないという。 

 

また、スペインでは、ベネズエラ運転免許証の偽物が出

回っているが、スペイン政府は免許証が偽物か本物かを

管理することが出来なかったことも原因と報じられて

いる。 

 

以上 


