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（写真）大統領府 “国際刑事裁判所（CPI） カラカスに事務所を設置し、人道犯罪を調査” 

 

 

２０２２年３月３０日（水曜） 

 

政 治                     

「与党国会 最高裁判事の任命を３度延期 

～最高裁内部に決定を遅らせる人物が２名～」 

「穏健野党ファルコン元知事 新党を発足」 

「VP セバジョス氏 分裂した VP に移籍」 

経 済                     

「PDVSA 輸出拡大に向けタンカー購入を検討」 

「Chevron 米・ベネズエラの直接協議を仲裁」 

「マドゥロ大統領 SWIFT からの脱却を志向」 

社 会                     

「アレアサ元外相が一般女性と結婚」 

２０２２年３月３１日（木曜） 

 

政 治                    

「国際刑事裁判所 ベネズエラに事務所を開設 

～マドゥロ大統領も事務所開設に合意～」 

「スポーツ振興分野で北朝鮮と協力合意」 

経 済                    

「CITGO ２１年度は１．６億ドルの赤字 

～新役員は PDVSA に賠償請求した会社役員～」 

「Conviasa ４カ国の国際線を再開」 

「マドゥロ政権 印と経済協力について協議」 

社 会                    

「９８％は１日に１度ソーシャルメディア使用」 
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２０２２年３月３０日（水曜）             

政 治                       

「与党国会 最高裁判事の任命を３度延期       

  ～最高裁内部に決定を遅らせる人物が２名～」       

 

与党国会は最高裁判事の人数を３２名から２０名に減

らすために、新たな最高裁判事の任命プロセスを進めて

いるが、最終段階まできて動きが止まっている。 

 

与党国会は再び最高裁判事の任命に関する議論を延期

した。同議論が延期されるのは、これで３回目になる。 

 

最高裁判事の任命は、とても重要なイベントなので塾考

が必要だが、３回目の延期というのは異例だろう。 

 

新判事の任命が遅れている理由について、与党「ベネズ

エラ社会主義統一党（PSUV）」のペドロ・カレーニョ議

員は、同じく与党議員で、最高裁判事検討委員会の委員

長を務めているジュセッペ・アレッサンドロ議員と会談

を行い、 

「最高裁内部で２名の人物が決定を妨害している。彼ら

は倫理観がなく、国民の手本にならない。」と発言。 

 

２名の強い決定権を持つ人物が任命プロセスを妨害し

ていることを明らかにした。 

 

カレーニョ議員は、この人物が誰で、どのようなスタン

スで任命を妨害しているのかは明らかにしていないが、

報道では Marjorie Caldron Guerrero 判事とマイケル・

モレノ最高裁判長の名前が挙がっている。 

 

とはいえ、噂の域を出ず、真相は不明だ。 

 

 

 

 

「穏健野党ファルコン元知事 新党を発足」         

 

３月３０日 穏健野党のリーダー格「発展進歩党（AP）」

のヘンリー・ファルコン元党首が新党発足を発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.734」で紹介した通り、

ファルコン AP 元党首は党内での内部対立を理由に、自

身が発足した AP からの離党を宣言。新たな政党を発足

すると宣言していた。 

 

ファルコン党首が発足した新党の名前は「Futuro（未

来）」。新党立ち上げを発表した記者会見では、数十人の

党員とされる人物がファルコン党首の背後に控えてい

た。 

 

ファルコン党首は 

「新党の発足にあたり、これだけ多くの党員が加わった

ことは、フェイクニュースや情報操作に対抗する独立し

た民主主義がベネズエラにあることを意味しており、そ

のことを誇りに感じている。」と宣言。 

 

なお、ファルコン党首はメタバースなど最新鋭のインタ

ーネット技術の振興についても触れており、若者の取り

込みを考えているのかもしれない。 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン「Futuro」党首 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a6e934aeca50791fc5c8c54b6c577f6.pdf
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「VP セバジョ氏 分裂した VP に移籍」                  

 

「行動民主党（AD）」が主要野党派と穏健野党派の２つ

に分裂していることについては、これまで度々紹介して

きたが、実は「大衆意思党（VP）」も同様に２つに分裂

しており、最高裁は穏健派の VP を正当な VP と認識し

ている。 

 

ただし、AD と違って、穏健派の VP はほとんど政治的

な力がなく、影響力が乏しいためメディアに出ることは

めったにない。 

 

しかし、その穏健派 VP が珍しくメディアに露出してい

る。 

 

３月３０日 「大衆意思党（VP）」の発足当初からの幹

部で、タチラ州の州都サンクリストバルの市長を務めた

こともあるダニエル・セバジョス氏（下写真、右の男性）

が、穏健派 VP に移籍すると発表したためだ。 

 

穏健派 VP の党首を務めているホセ・グレゴリオ・ノリ

エガ氏（下写真、左の男性）は、記者会見でセバジョス

氏の入党を歓迎すると表明。セバジョス氏の入党を受け

入れた。 

 

 

（写真）ホセ・グレゴリオ・ノリエガ氏 Twitter 

 

２０１４年、セバジョス氏がサンクリストバル市の市長

だった時に起きた学生を中心とした抗議行動について、

マドゥロ政権は意図的に暴動を起こしたとしてセバジ

ョス氏を拘束。２０１８年６月に釈放された。 

 

釈放されて以降、政治スタンスがやや変わったようで、

VP の基本路線とセバジョス氏の考えが合わずに度々問

題が起きていた。 

 

２０２１年１０月の全国州知事選でもセバジョス氏は

タチラ州知事の主要野党推薦候補になることを望んだ

が、VP がそれを支持しないことで問題になっていた。 

 

経 済                        

「PDVSA 輸出拡大に向けタンカー購入を検討」           

 

ロイター通信は、PDVSA が新たなタンカー購入を検討

しており、PDVSA の物流子会社「PDV Marina」や

PDVSA の役員らがタンカーを販売している複数の業者

と協議を行っていると報じた。 

 

また、協議を行った企業は、支払いを現金ではなく原油・

石油製品で受け取ることに合意しているという。 

 

PDVSA が新たなタンカーを購入しようとしている理由

は、制裁緩和後に輸出が増えることを予見し、輸出能力

を拡大するためだという。 

 

PDVSA は３０隻のタンカーを所有しているようだが、

その多くはメンテナンス不足で劣化しているという。 

 

ロイターが確認した内部資料によると、ある企業は

Afromax５隻（夫々７０万バレル搭載可能）の購入権付

貸与契約を提案。１隻当たり２２．５００～３５，００

０ドル／日の１２カ月契約だという。支払いは原油４０

０万バレル（約３億ドル）で返済する内容だという。 
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「Chevron 米・ベネズエラの直接協議を仲裁」                  

 

「米州開発銀行（BID）」のグスターボ・ガルシア元代表

は、「米国ベネズエラ商工会議所（Venamcham）」のフ

ォーラムで登壇。 

 

バイデン政権とマドゥロ政権との直接交渉について、

「Chevron」が両社の協議を促したと言及した。 

 

「両国の協議の発端は、米国政府が増産を国内エネルギ

ー会社に求め、シェブロンはベネズエラでの活動再開に

ついて求めた。」と指摘。 

 

「両国の会合自体は少し前から決まっていたが、バイデ

ン政権はマドゥロ政権との協議について、情報マネジメ

ントを誤った。米国がマドゥロ政権に科した制裁をそん

なにすぐに解除しないと考えた方が良い。」 

との見解を示した。 

 

また、仮に OFAC が PDVSA への制裁を緩和した場合

シェブロンの産油量は日量１５～２０万バレルほど増

えるとの見通しを示した。 

 

「マドゥロ大統領 SWIFT からの脱却を志向」                  

 

３月３０日 マドゥロ大統領は演説で「ベネズエラは政

治的な理由で国際決済ネットワーク「SWIFT」から排除

された」と指摘。 

 

「帝国主義国が政権交代のためにベネズエラを SWIFT

から追い出した。幸いにも我々は政権を維持したが、

SWIFT に戻りたいとは考えていない。現状に満足して

いる。」と発言。 

 

SWIFT を介した決済システムに戻ることを求めていな

いとの姿勢を示した。 

 

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、欧米は一部のロシア

金融機関を SWIFT から排除。ロシアは友好国、中立国

と独自の決済システムを構築しようとしている。 

 

ベネズエラはロシアの友好国として、その流れに乗るこ

とが予想される。 

 

社 会                        

「アレアサ元外相が一般女性と結婚」           

 

３月２７日 マドゥロ政権の最高幹部の一人、ホルヘ・

アレアサ元外相（現コミューン相）が結婚式を行った。 

結婚相手は Germania Fernandez という写真家の一般人

女性。 

 

アレアサ元外相は、故チャベス元大統領の娘、ビルヘニ

ア・チャベス氏の娘婿だったが、離婚しており、今回は

２度目の結婚になる。 

 

アレアサ元外相のインスタグラムによると、両名は６年

ほど前から付き合っていたという。 

 

 

（写真）アレアサ元外相インスタグラム 
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２０２２年３月３１日（木曜）              

政 治                       

「国際刑事裁判所 ベネズエラに事務所を開設     

   ～マドゥロ大統領も事務所開設に合意～」        

 

３月３１日 「国際刑事裁判所（CPI）」のカリム・カー

ン判事がベネズエラを訪問。 

 

マドゥロ大統領と協議し、共同で記者会見を実施。 

ベネズエラの首都カラカスに CPI の事務所を開設する

と発表した。 

 

２０１８年、アルゼンチン、チリ、コロンビアなど南米

６カ国の政府が CPI に対して、マドゥロ政権を「人道

に対する罪」で訴えた。 

 

カリム判事はこの訴えを調査する CPI の担当判事で、

２０２１年１１月にベネズエラを訪問していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.674」）。 

 

 

（写真）大統領府 

“カラカスに CPI 事務所設置を発表するマドゥロ大統

領とカリム CPI 判事” 

 

 

 

 

マドゥロ大統領は、 

「CPI と我々の検察当局は、カラカスに CPI 事務所を

開設することで合意した。これはとても大きな意味のあ

ることだ。我が国は CPI が彼らの仕事を遂行すること

を許可する。」と発言。 

 

また、司法制度について 

「我々は抜本的な改革を行っているところだ。 

私は司法分野にも革命を起こすよう呼び掛けている。 

政治・社会・対話のために変更しなければいけない法律

は全て変えるべきだ。」との見解を示した。 

 

なお、記者会見でマドゥロ大統領は「ベネズエラに来る

前、カリム判事は私のことを化け物だと思っていたので

はないか」と冗談を飛ばすなど、特に緊迫した雰囲気は

なかったようだ。 

 

「スポーツ振興分野で北朝鮮と協力合意」           

 

３月３１日 ベネズエラと北朝鮮は、スポーツ分野で協

力する趣旨の覚書を締結した。 

 

同覚書を締結したのは、スポーツ相のエルビン・マルド

ナード大臣。北朝鮮からは Ri Sung Gil 大使が出席し、

署名を交わした。 

 

具体的にどのような種目で協力するのかは不明だが、ト

レーニングやスポーツマンシップのマインド形成など

の分野で協力をするようだ。 

 

北朝鮮とベネズエラは１９６５年に国交を樹立。 

１９７４年にベネズエラは北朝鮮を独立国家として認

識している。 

 

最近も北朝鮮とベネズエラは政府高官の往来があり、友

好関係を維持している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
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経 済                       

「CITGO ２１年度は１．６億ドルの赤字            

 ～新役員は PDVSA に賠償請求した会社役員～」            

 

CITGO は２０２１年の業績（EBITDA）について、１．

６億ドルの赤字と発表した。 

 

通年では赤字だが、２１年第４四半期は２，１００万ド

ルの黒字。四半期別では、２０１９年第３四半期から最

もよい業績だったという。 

 

CITGO の Carlos Jorda 社長は、 

「２０２１年初め、ハリケーン Uri の影響で Corpus 

Christi 製油所の活動に悪影響が出た」と説明。一方

「Lake Charls 製油所と Lemonto 製油所の高い稼働率

により一定の利益を上げた」と説明。 

 

２１年第４四半期は、同社の製油所の稼働率は９４％

（日量７９．６万バレル）で、第３四半期の８５％から

９ポイント改善したと述べた。 

 

また、原油需要も２０２０年より改善したと説明した。 

 

他、２０２２年満期予定だった６．５億ドルの社債につ

いて、２０２６年満期の社債（年利６．３７５％）へ借

り換えすることに成功したと発表。 

 

なお、先月 Lober Kent 氏が CITGO の新役員に就任し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.729」）。 

 

この Kent という人物は CITGO で働く前は Koch とい

う会社の役員を務めていたが、与党の国営報道局「AVN」

は、「Kent 氏が Koch の役員を務めていた当時、Koch は

PDVSA に対して４億ドルの接収賠償請求を起こしたと

指摘。 

 

 

PDVSA の資産を奪う試みを主導した人物を経営層に入

れるグアイド暫定政権の倫理観を非難した。 

 

「Conviasa ４カ国の国際線を再開」         

 

３月３１日 「ベネズエラ航空監督局（INAC）」の Juan 

Teixeira 社長は、近日中にアルゼンチン、チリ、ペルー、

エクアドルの路線が再開すると発表した。 

 

た だ し 、 運 航 す る の は ベ ネ ズ エ ラ 国 営 航 空 会 社

「Conviasa」のみのようだ。 

 

また、ベネズエラの航空当局（INAC）がラテンアメリ

カの代表として、近日中に開催される「国際民間航空組

織（OAIC）」の加盟国総会に出席すると説明。 

 

OAIC の会合には南米から８カ国の代表が出席するよ

うだが、そのうちの１カ国にベネズエラが選ばれたと主

張。国際的にベネズエラは孤立していないとアピールし

た。 

 

「マドゥロ政権 印と経済協力について協議」         

 

３月３１日 マドゥロ政権の商業省 Daniel Gómez 次官

は、インド大使館で外交官と協議。二国間取引の発展に

ついて協議したと発表した。 

 

インドとベネズエラの主な経済関係は、原油と医薬品。 

 

Daniel Gómez 次官によると、ベネズエラ国内で販売さ

れている医薬品の８５％はインドから輸入していると

いう。 

 

現在インドから医薬品、年間１．２億ドルを輸入してい

るが、この量を２億ドルまで引き上げるのが当面の目標

だという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eb071786cc2d54a96b81e301c2a01bab.pdf
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社 会                       

「９８％は１日に１度はソーシャルメディア使用」            

 

メディア戦略に関するベネズエラのコンサルタント会

社「Nölck Red América」は、ベネズエラ国内に住む１

８歳～６５歳の１００人を対象に広告に関する調査を

実施した。 

 

ベネズエラ人が最も多く利用する広告付きメディア媒

体はソーシャルメディア、次いで YouTube だという。 

 

１日に１度以上アクセスするメディアについて、「ソー

シャルメディア」と答えた人は全体の９８％。 

「YouTube」と答えた人は同４８％だった。 

次に多かったのは「ニュースサイト」で３０％。 

他、「ラジオ」「電子メール」「衛星テレビ放送」などが

挙がった。 

 

広告に関心を持ち購入を検討する際に、潜在的な消費者

はウェブサイトで検索、Whatsapp のグループチャット、

ラジオなどで情報を収集するという。 

 

消費者の購買までの流れを踏まえると、ベネズエラで商

品を販売するためにはウェブサイトの立ち上げは不可

欠と指摘。 

 

ただし、ウェブ上には大量の情報があるため、その中か

ら自社の商品をアピールするためには一定の戦略が必

要とした。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


