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（写真）行動民主党（AD） “AD ６月１１日に内部選挙を実施、分裂解消か” 

 

 

２０２２年５月２０日（金曜） 

 

政 治                     

「バイデン政権とマドゥロ政権の交渉内容 

～与野党協議の正式な再開は３週間後？～」 

「米国 マドゥロ政権はテロ取り締まり非協力国」 

「１７年の与野党協議を妨害したのは外国」 

経 済                     

「マドゥロ政権 輸出促進プログラムを開始」 

「Cantv 高速インターネットサービスを提供」 

「TropiBurger カラカスに３店舗、再進出」 

社 会                     

「自殺するベネズエラの若者が増加」 

22 年 5 月 21～22 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 野党再構築を支持」 

「AD ６月１１日に内部選挙を実施 

～主要野党・穏健派の対立に終止符か～」 

経 済                    

「ベネズエラ債権者 ダボスで協議」 

「カルドン製油所で火災発生」 

「為替レート １ドル５ボリバル直前に」 

「チュロスチェーン 知財侵害で KFC を訴え」 

社 会                    

「マドゥロ政権 スリア州の災害復旧で人員派遣」 
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２０２２年５月２０日（金曜）             

政 治                       

「バイデン政権とマドゥロ政権の交渉内容         

  ～与野党協議の正式な再開は３週間後？～」       

 

ここ数日、与野党協議再開に向けた動きが活発化してい

る。 

 

現時点で公式には与野党協議は再開していないものの、

与野党代表が直接協議するなど、事実上の協議は始まっ

ている。 

 

ただし、不安要素もある。 

「Bloomberg」は、内部関係者から直近の与野党協議の

状況について入手した情報を報じた。 

 

この関係者からの情報によると、マドゥロ政権はアレッ

クス・サアブ氏の解放あるいは一定の酌量措置を求めて

いるが、バイデン政権側が難色を示しているという。 

 

また、選挙条件について米国政府が望む条件にマドゥロ

政権側が難色を示しているという。 

 

他、バイデン政権は野党とマドゥロ政権との協議を求め

ているが、マドゥロ政権側はバイデン政権との直接協議

を求めており、この点でも意見の相違があるという。 

 

上記のやり取りを見る限り、協議は既に始まっており、

正式に協議実施を発表する時にはすでに合意事項が大

筋で決まっているということかもしれない。 

 

なお、ベネズエラ人記者 Celia Mendoza 氏が、与野党協

議の仲裁を務めるノルウェー政府関係者から得た情報

をツイッターで投稿。 

 

 

「私のノルウェーの情報ソースによると、メキシコでの

ベネズエラの与野党協議は３週間以内に再開する可能

性があるという。つまり、６月の第２週ということにな

る。」とした。 

 

「米国 マドゥロ政権はテロ撲滅の非協力国」         

 

５月２０日 米国のブリンケン国務長官は、米国政府の

テロ取り締まりに非協力的な国リストを公表。 

 

イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、ベネズエラの名前

を挙げた。 

 

ベネズエラが米国のテロ取り締まり非協力国にリスト

入りした話は、特に新しい話ではなく、２００６年から

続いている。 

 

このリストに入っていることを理由に、米国から軍事品

目をベネズエラに輸出することは原則禁止されている。 

 

ホワイトハウスは毎年、議会に対してテロ対策取り締ま

りに協力的ではない国のリストを提出する必要があり、

キューバについては２０２１年から更に一歩進んだ「テ

ロ支援国家」と認定されている。 

 

「１７年の与野党協議を妨害したのは外国」         

 

５月２０日  マドゥロ大統領は「良い政府（Buen 

Gobierno）」と題した政治イベントを実施。 

 

経済回復のための政策を続ける、 

社会主義の発展、人権擁護、国民保護を促進する、 

医療業界にはびこる汚職を無くす、 

など政府として国民が求める活動をする必要性を強調

した。 
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この政治イベント自体はいつもの政治イデオロギー的

なイベントだが、その中でマドゥロ大統領は２０１７年

に行われた与野党協議（当時の協議会場はドミニカ共和

国）について言及。 

 

「１７年の与野党協議は合意寸前だったが、合意する直

前に電話がかかってきて合意が不成立になった」と主張。

電話をかけたとされる人物の名前について言及した。 

 

マドゥロ大統領によると、当時の与野党協議の際に２０

１８年第１四半期に大統領選を実施することで野党と

合意が成立し、署名を交わす寸前だったという。 

 

しかし、署名を交わす直前に野党側の協議代表を務めて

いたフリオ・ボルヘス氏（PJ の元幹事長）に電話がかか

ってきて、ボルヘス氏は署名をしないよう指示を受けた

という。 

 

その電話をかけた人物は、コロンビアのファン・マニュ

エル・サントス大統領（当時）とトランプ政権のレック

ス・ティラーソン国務長官（当時）だったと指摘。 

 

その結果、署名が中断され、その後米国政府が書いた代

案を提示され、交渉は白紙に戻ったと訴えた。 

 

この話は、筆者もマドゥロ政権の政府関係者などから聞

いていたが、マドゥロ大統領の口から直接聞くのは恐ら

く今回が初めてなのではないだろうか。 

 

もちろん、これはマドゥロ政権側の主張であり、事実は

やや脚色されていると思うが、米国政府が与野党協議に

強い決定権を持っていたことは間違いないだろう。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 輸出促進プログラムを開始」           

 

５月２０日  マドゥロ大統領は「良い政府（Buen 

Gobierno）」と題した政治イベントの中で、輸出促進プ

ログラム「Exporta Facil」を発表した。 

 

同プログラムは、輸出に必要な行政手続きを簡素化する

もので、「輸出唯一窓口（VUCE）」で手続きが一元化さ

れるという。 

 

最初に「輸出唯一窓口（VUCE）」（www.vuce.gob.ve）に

登録を行い、登録完了後に証明書が発行される。 

 

輸出にかかる契約書を「郵政公社（ipostel）」に提出。 

 

輸出品は「プエルト・カベジョ港」および「ラグアイラ

港」に集められ、軍が輸出品の内容を確認。問題なけれ

ば外国に輸出にされるという内容。 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 
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「Cantv 高速インターネットサービスを提供」                  

 

国営通信公社「Cantv」は、カラカス西部地域を対象に

高速インターネットサービス「ABA Ultra」を開始する

と発表した。 

 

この高速サービスは、新たなファイバーを設置したこと

で可能になったという。 

 

料金はケースバイケースのようで、公表されておらず、

関心のある人は直接 Cantv に相談する必要があるよう

だ。 

 

Cantv の技術者が高速インターネットサービスの利用

を希望する人の建物に行き、調査を行うという。 

 

「TropiBurger カラカスに３店舗、再進出」         

 

ハンバーガーのチェーン店「TropiBurger」がベネズエ

ラに再進出していると報じられた。 

 

報道によると、「TropiBurger」は２１年９月にカラカス

の商店街 Chacaito に再度進出。２２年に入り新たに１

店舗、最近更に１店舗をオープンし、現在はカラカスに

３店舗あるという。 

 

「TropiBurger」がベネズエラに最初に進出したのは１

９７０年代。そして、ベネズエラから撤退したのは１９

９０年代半ばとかなり昔。故チャベス元大統領が大統領

に就任する以前のことだったという。 

 

現在はデリバリーの需要が高く、売り上げを順調に伸ば

していると報じられている。 

 

 

 

 

社 会                        

「自殺を考えるベネズエラの若者が増加」           

 

「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」は、２０２１年にベ

ネズエラで自殺とされる死者数が３４０件あったと発

表。２０２０年の３０６名から１１％増えたと報じた。 

 

特に自殺が多いのは５歳～１７歳の児童で、死者数の６

５％を占めており、１８歳以上の自殺者は３５％だとい

う。 

 

自殺と断定できない者も含めて、自殺が多い州は、メリ

ダ州（１８～４５件）、グアリコ州（１７～３８件）、デ

ルタアマクロ州（１～９件）だという。 

 

２０２２年５月２１日～２２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 野党の再構築を支持」          

 

５月２１日 グアイド議長は、マドゥロ政権を退陣させ

るために野党各党が行っている抜本的な再構築を支持

するとの見解を表明した。 

 

野党は、２０２４年の大統領選に向けて、２０２３年に

野党統一候補を決めるための予備選挙を実施する予定。 

 

予備選挙は各党から１名の候補者を擁立し、擁立された

候補の中から最終的に１名の統一候補を決める予定。 

 

そのため、現在各党は推薦候補を選ぶために全国的な検

討に入っている。 

 

推薦候補の検討は当然ながら、その党の基本方針を決め

ることも意味するため、各党は抜本的な再構築の段階に

ある。 
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「AD ６月１１日に内部選挙を実施         

   ～主要野党・穏健派の対立に終止符か～」       

 

「行動民主党（AD）」の書記官を務めるカルロス・プロ

スペリ氏は、アラグア州、ヤラクイ州を回り、各州の党

幹部・党員らと意見交換を実施。６月１１日に内部選挙

を実施すると発言した。 

 

これがどのような選挙なのか報道では全く報じられて

おらず、前述で指摘した通り AD の大統領選の推薦候補

を決めるための選挙の可能性はある。 

 

ただ、もう１つの可能性もありそうだ。 

それは主要野党 AD と穏健派 AD のどちらが正当な AD

かを決めるための投票だ。 

 

現在 AD は、主要野党 AD と、分離した穏健派 AD の２

つの AD が存在する。 

 

この穏健派 AD の代表を務めるベルナベ・グティエレス

氏も６月１１日に内部選挙を実施すると発表している。 

 

 

（写真）ベルナベ・グティエレス穏健派 AD 党首 

 

２つの AD は現在も対立をしており、両者が合同で内部

選挙を実施するという報道は確認できていないが、内部

選挙の実施日が同じ日なのは偶然にしては出来過ぎて

いるだろう。 

 

この選挙を通じてどちらが正当な AD か決めようとし

ている可能性もありそうだ。 

 

経 済                       

「ベネズエラ債権者 ダボスで協議」            

 

米国バイデン政権がベネズエラ石油産業への制裁を緩

和するのではないかとの観測を受けて、ベネズエラ債の

価格が上昇している。 

 

制裁緩和で新たなビジネスチャンスが期待できること

が理由か、今週ダボスで開催される「世界経済フォーラ

ム」で投資家がベネズエラについて意見交換を行う予定

だという。 

 

「Bloomberg」によると、この会合を企画したのは英国

本社の「IlliquidX Ltd.」と「Canaima Capital Management」

というディストレストアセットを専門に扱う投資会社

で、５月２３日に２０名超の債権者が集まる予定。 

 

会合には「Shell Plc」の元役員の Jeroen Van Der Veer

氏、「ベネズエラ石油商工会」のレイナルド・キンテロ

代表や、債務再編の専門家ロドリゴ・オリバレス氏、

「Grupo Araya Energia」のファン・カルロス・アンドラ

ーデ氏らが出席するという。 

 

「IlliquidX Ltd.」のセレスティノ・アモレ社長は、会合

では制裁緩和後のベネズエラの石油産業やガス事業の

可能性について意見交換する予定だと説明している。 
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「カルドン製油所で火災発生」             

 

５月２２日午後 ファルコン州にあるカルドン製油所

で火災が発生した。 

 

アイサミ石油相は、同日夜にこの火災についてソーシャ

ルメディアで投稿。 

 

「日曜午後、カルドン製油所で火災が発生した。具体的

には西湾地域で火災が発生した。この火災が製油所の活

動に影響を与えることはない。」と投稿。 

 

また、現場の映像を交えて、現在は消火され問題はコン

トロールされたと補足した。なお、報道によるとけが人

は出ていないという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

「為替レート １ドル５ボリバル直前に」         

 

この６カ月以上、ベネズエラの為替レートは１ドル４ボ

リバル半ばを維持している。 

 

中央銀行が両替市場にドルを供給することで、為替レー

トを安定させてきたが、ボリバル安の圧力は徐々に拡大

しており、レート維持が困難な状況になっている。 

 

中央銀行が公表した５月２０日の平均為替レートは１

ドル４．９４５３ボリバル。並行レートの参照サイト

「DolarToday」の為替レートは１ドル４．９７ボリバル

と、共に１ドル５ボリバルを超える寸前になっている。 

 

 

 

 

（写真）Dolar Today、BCV 
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「チュロスチェーン 知財侵害で KFC を訴え」         

 

ベネズエラのチュロスチェーン店「Churromania」は、

「KFC Venezuela」に対して、知的財産権の侵害で訴え

を起こすと発表した。 

 

訴えを起こす理由は、「KFC Venezuela」が使用している

スローガン「指までなめたくなる（para chuparse los 

dedos）」が、「Churromania」の使用しているスローガン

「指までなめたくなるマニア（Una manía para chuparse 

los dedos）」と類似しているためだという。 

 

「Churromania」は、自社の知的財産権を保護するため

に必要な措置を取ると説明している。 

 

 

（写真）Churromania 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 スリア州の災害復旧で人員派遣」         

 

４月末 ベネズエラ第２の州スリア州は豪雨に見舞わ

れマラカイボ湖南部では堤防の一部が決壊。農業地まで

水が流れ、近隣のインフラ設備、農畜産業に深刻な影響

を与えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.748」）。 

 

 

 

マドゥロ政権はスリア州政府に対して、災害対策費とし

て１３３５万ボリバル（約３０万ドル）を支給したが、

事態の収拾は容易ではない。 

 

５月２１日 レミヒオ・セバジョス内務司法相は、スリ

ア州の道路・住居・基礎サービスなどを復旧するために

技術者らを派遣すると発表。 

 

スリア州の問題解決に努めるとの姿勢を示した。 

スリア州は野党「新時代党（UNT）」に所属する知事（マ

ニュエル・ロサレス知事）が治める州だが、マドゥロ政

権と一定の協力体制はあるようだ。 

 

 

（写真）レミヒオ・セバジョス内務司法相 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2b8e632ea0b1521f58885b377e20650.pdf

