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（写真）Shutterstock “ベネズエラ・コロンビアの商活動再開への期待高まる” 

 

 

２０２２年８月１２日（金曜） 

 

政 治                     

「与野党協議 ８月中旬も再開めど立たず 

～マドゥロ政権側に協議のメリット少ない～」 

「セルビアと観光・文化・スポーツ分野で覚書」 

経 済                     

「PDVSA 欧州への原油輸出を停止？ 

～債務返済ではなく燃料との交換取引を要求～」 

「コロンビア企業 ベネズエラで事業再開を計画」 

「観光セクター 今後に楽観的な見通し」 

社 会                     

「カラカス労働者の給料 月１２０～３５０ドル」 

22 年 8 月 13～14 日（土・日） 

 

政 治                    

「２０２４年 大統領選のシナリオ 

～拒絶率低いのはオカリス候補とラカバ候補～」 

「AD 予備選候補はカルロス・プロスペリ氏？」 

「Emtrasur 米引き渡しに外務省声明を発表」 

「最高裁 拘留者を大量に解放」 

経 済                    

「コロンビア 家庭用ガスの輸入再開を検討 

～コロンビアとの年間取引１２億ドルも～」 

「マドゥロ政権 Monomeros 役員の変更に挑戦」 

「PDVSA 産油量減少は技術的な問題」 
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２０２２年８月１２日（金曜）             

政 治                       

「与野党協議 ８月中旬も再開めど立たず        

 ～マドゥロ政権側に協議のメリット少ない～」       

 

２２年３月 米国の政府高官がベネズエラを訪問。マド

ゥロ大統領らと協議を行った（「ベネズエラ・トゥデイ

No.724」）。 

 

その後、マドゥロ政権は米国籍の拘束者２名を解放（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.726」）。その後も５月、６月と

バイデン政権はベネズエラに政府高官を派遣している。 

 

ロシアのウクライナ侵攻を受けて混乱するエネルギー

供給を安定させるため、バイデン政権はベネズエラ産原

油の調達を再開したいという考えがあり、制裁緩和に向

けた与野党協議再開の観測が高まった。 

 

ベネズエラの野党側が２０２４年に予定されている大

統領選に出馬するためには、野党として選挙が公平と呼

べるに足る条件になったと言える建前が必要になる。 

 

そのために与野党協議の実施は不可欠で、野党は８月中

旬に与野党協議を再開させたいと意欲を示している。 

 

一方、マドゥロ政権側がどこまで協議再開を望んでいる

かは不透明だ。 

 

もちろんマドゥロ政権も米国の経済制裁によりベネズ

エラの経済回復に大きな蓋がされており、経済回復と国

の安定のために制裁解除を望んではいる。 

 

しかし、原油価格の高騰を受けて産油量が少ないながら

も一定の経済回復が続いており、マドゥロ政権はここ数

年で最も安定した状態にある。 

 

率直に言って、原油価格の高騰が続く限り、マドゥロ政

権側に差し迫った協議の必要性を感じないのが現状だ

ろう。 

 

AFP 通信は、現在のベネズエラの与野党協議の状況に

ついて記事を投稿。内部関係者からの情報として、現時

点では協議再開の目途が立っていないと報じた。 

 

政治学者リカルド・スクレ氏は、与野党協議について 

「仮に私が政府（マドゥロ政権）だった場合、交渉を行

う意味があるのか疑問に感じるだろう。野党と交渉して

も、野党は制裁の緩和については決定権がない。マドゥ

ロ政権が求めるものを提供できない。」と指摘。 

 

別の政治学者パブロ・アンドレス氏は、 

「マドゥロ政権が野党と協議をするインセンティブは

失われた。対話が失敗すれば野党の敗北を意味する。 

もし、協議が進展し、選挙に正当性が生まれた場合、マ

ドゥロ政権が敗北する可能性が高まる。マドゥロ政権に

とって協議を行うメリットは小さく、デメリットは大き

い。」と指摘した。 

 

これらの理由からかマドゥロ政権は交渉再開の条件と

して、米国で拘束されているサアブ氏の解放を求め、同

時にアルゼンチンで拘束され、米国が差し押さえを申請

している「Emtrasur」の飛行機と乗組員の解放を求めて

いる。 

 

８月１２日 グアイド議長は「野党は人道支援と政治分

野および段階的な制裁緩和について、合意を交わす意思

がある。」と発言した。 

 

ただし、この呼びかけにマドゥロ政権が応じるかどうか

は不透明と言える。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c51af958e5a876ed509d4bce6951898f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c51af958e5a876ed509d4bce6951898f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年８月１２日～８月１４日報道            No.７９３   ２０２２年８月１５日（月曜） 

3 / 7 

 

「セルビアと観光・文化・スポーツ分野で覚書」         

 

８月１１日 セルビアの Nikola Selakovic 外相がベネズ

エラに到着。 

 

ベネズエラのカルロス・ファリア外相と観光・スポーツ・

文化の分野で覚書を締結したと発表した。 

 

ファリア外相によると、具体的な覚書の内容はスポーツ

では若手選手の人材交流、文化面では図書館の協力など。 

 

また、文化交流を通じて観光・経済面での両国の接近を

進めると説明した。 

 

セルビアの Selakovic 外相は、ベネズエラとセルビアは

外交関係が始まり１４０年が経過すると説明。 

両国の相互協力関係を強化するとの意思を示した。 

 

 

（写真）外務省 

“覚書を締結するカルロス・ファリア外相（写真左） 

と Nikola Selakovic 外相（写真右）” 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA 欧州への原油輸出を停止？        

 ～債務返済ではなく燃料との交換取引を要求～」           

 

８月１２日 ロイター通信は、ベネズエラが欧州向けの

原油輸出を停止したと報じた。 

 

ロイターが関係者から入手した情報によると、ベネズエ

ラ側が原油輸出を停止した理由は、現在の輸出条件に合

意できなかったため。 

 

現在、PDVSA は欧州（Eni、Repsol）に対して、債務返

済のために原油を輸出しているが、債務返済だけではな

く、輸出代金の一部をガソリン・ディーゼル燃料などと

の交換取引にすることを求めているという。 

 

２０１９年、米国政府が PDVSA に対して制裁を科した

後も Eni や Repsol は債務返済に加えて、原油輸出代金

の一部を、燃料を輸出することで相殺する取引を行って

いた。 

 

しかし２０年に米国政府が Eni や Repsol に対して、

PDVSA との取引を停止するよう迫ったため、同スキー

ムでの取引が停止した。つまり、PDVSA 側としては２

０１９年当時の条件に戻すことを求めていることにな

る。 

 

ただし、現状で言えば米国の経済制裁によりこの取引は

不可能。 

２２年５月 米国政府は Eni、Repsol に対して、債務返

済を前提とした PDVSA との原油輸出取引を許可した

が、燃料をベネズエラへ輸出することは許可していない

という。 

 

内部関係者の情報によると、現在 Eni、Repsol に対して

原油を輸出する予定はないという。 
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「コロンビア企業 ベネズエラで事業再開を計画」                  

 

８月７日にコロンビアにペトロ新政権が誕生した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.790」）。 

 

ペトロ新政権発足以降、マドゥロ政権と急激に関係が改

善しており、コロンビアの企業でもベネズエラへの進出

を検討する企業が増えているという。 

 

具体的には、スーパーマーケット ・食品業界では

「Colombina」、「Superalimentos」「Nutresa」など。 

 

航空業界では、「Conviasa」「Wingo」「Latam」など。 

 

「Nutresa」は、既にベネズエラで「Hermo」という名

前で進出しているようだが、今後さらにベネズエラでの

事業を拡大するという。 

 

「観光セクター 今後に楽観的な見通し」         

 

８月１１日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は、

観光分野の企業を対象とした会合を実施。 

 

「観光商工会（conseturismo）」の Leudo Gonzales 代表

は、 

「現在、ベネズエラ政府と観光産業事業者と経済団体が

協力する体制が出来ており、今後の観光業の発展に楽観

的な見通しを持っている。 

 

間違いなく多くの問題が存在している。公共サービスは

劣化しており、値段が上がっている。しかし、現在は成

長期にある。」と発言。 

 

観光分野は回復期に入っているとの見解を示した。 

 

 

 

タチラ州観光商工会の Gipsy Pineda 代表は、「経済特別

区」の枠組みで観光業を促進したいと発言。同時に観光

業の発展のためには外貨建ての融資の再開が必要との

見解を示した。 

 

社 会                        

「カラカス労働者の給料 月１２０～３５０ドル」           

 

調査会社「Anova Policy Reserch」のオマール・サンブ

ラーノ氏は、カラカスの労働者の給料についての調査結

果を紹介。 

 

職業知識の少ない若年層の平均給料は月額１２０～１

３０ドル程度。 

 

専門職については同２００ドル、管理職については３０

０～３５０ドルだという。 

 

給料水準が上昇しているのは「商業」で、 

「製造業」「農業」「金融業」などは給料があまり上昇し

ていないと補足した。 

 

また、公務員の給料は平均月額２０ドルと指摘。 

 

民間セクターより著しく給料が少ないとの見解を示し

た。 

 

なお、「Anova Policy Reserch」は野党国会の委託でカラ

カス労働者の給料調査を行っている。 

 

これまでの調査結果については「ウィークリーレポート

No.263」を参照されたい。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/25f12f266fc7113a87bb8ed70a9fd9f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/25f12f266fc7113a87bb8ed70a9fd9f2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7edae64fd232ca205f95b51cf1c17a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7edae64fd232ca205f95b51cf1c17a4.pdf
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２０２２年８月１３日～１４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「２０２４年 大統領選のシナリオ           

 ～拒絶率低いのはオカリス候補とラカバ候補～」        

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

２０２４年の大統領選のシナリオについてツイッター

で投稿した。 

 

レオン社長の考えでは、与党から大統領選に出馬するの

はマドゥロ大統領。 

 

世論調査の支持率では、与党政治家の中ではカラボボ州

知事を務めるラファエル・ラカバ氏の人気が高いが、ラ

カバ氏はマドゥロ大統領が出馬できない場合の補足的

な存在であり、マドゥロ大統領自身の出馬の脅威にはな

らないとの見解を示した。 

 

野党については問題があると指摘。 

 

野党は「誰が出馬するのか」という問題に加えて「野党

全体で候補者を絞ることが出来るのか」という問題が加

わっていると説明。 

 

出馬候補についても現在は拮抗しており、突出した候補

者が存在しないと指摘。 

現状維持を打開できるような求心力の高い政治家が必

要との見解を示した。 

 

他、急進野党のマリア・コリナ・マチャド党首について

は他の政治家と異なるようだ。 

 

支持率は高いが、彼女の支持は急進派に偏っており、ベ

ネズエラ全体としては過激派に否定的な見解を持つ人

が多いという。 

 

 

また、「Datanalisis」は、与野党政治家の中で拒絶率が低

い政治家についての調査を実施した。 

 

同調査によると、カラボボ州知事のラカバ知事が最も拒

絶率が低い与党政治家だという。 

 

そして、野党政治家の中で最も拒絶率が低い政治家はカ

ルロス・オカリス元スクレ市長だという。 

 

「Datanalisis」は７月にベネズエラ人８００名を対象に

調査を実施。 

 

マドゥロ大統領に拒絶感を示す回答は６８％。 

ラカバ知事の拒絶率は４０．４％。 

 

（写真）ラカバ知事 twitter 

 

野党「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首

（現スリア州知事）の拒絶率は５６．８％。 

 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事の拒絶率は７２．８％。 

 

「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首の拒絶

率は７５．３％。 

 

PJ のカルロス・オカリス元スクレ市長の拒絶率は５

４％だったという。 
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(写真)NotiVeraz“カルロス・オカリス氏（中央男性）” 

 

「AD 予備選候補はカルロス・プロスペリ氏？」           

 

野党系メディア「Efecto Cocuyo」は、主要野党の一角

「行動民主党（AD）」が、予備選の AD 推薦候補者につ

いて、カルロス・プロスペリ氏にすることを決定したと

報じた。 

 

AD の実質的な代表はラモス・アジュップ幹事長だが、

プロスペリ氏はアジュップ氏の右腕と呼ばれる人物。ア

ジュップ幹事長は高齢で自身の身体的な理由もあり、出

馬せず、プロスペリ氏にゆだねたのかもしれない。 

 

ただし、プロスペリ氏はアジュップ幹事長の陰に隠れて

おり、知名度は低く、彼が予備選で当選するのは困難と

思われる。 

 

（写真）カルロス・プロスペリ氏ツイッター 

 

「Emtrasur 米引き渡しに外務省声明を発表」         

 

米国政府はアルゼンチン政府に対して、同国で差し押さ

えられているベネズエラ国営航空会社「Emtrasur」の

「Boeing７４７」の引き渡しを要請（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.788」）。 

 

アルゼンチン裁判所は、米国政府の要請を許可し、

「Boeing７４７」を米国に引き渡すよう命じた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.792」）。 

 

なお、「Emtrasur」に関する過去の背景は「ウィークリ

ーレポート No.259」を参照されたい。 

 

本件について、ベネズエラ外務省は声明を発表。 

 

「我が国は帝国主義政治に反対する。 

ベネズエラの貨物航空機および乗組員がアルゼンチン

で誘拐された。これは国連憲章に謳われた国家主権と国

際法に違反するものである。 

 

この飛行機は６０人の警察が機内を捜索し、何のイレギ

ュラーも確認できなかった。この事実にも拘らず、アル

ゼンチンの Federico Villena 判事は、飛行機を米国へ引

き渡すよう命じた。 

 

アルゼンチン政府はこの乗組員の中にイラン人がいる

ことを理由にこの措置を容認している。」 

と訴えた。 

 

「最高裁 拘留者を大量に解放」         

 

８月１４日 マリア・グティエレス最高裁判長は、彼女

が裁判長に就任してからの１００日間で、拘留所にいる

囚人を大量に減らしたとの成果を発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49afeafde1b7515f233e9ba30288d03e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d7796f1a1f9c62e056a2b0491d3714c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d7796f1a1f9c62e056a2b0491d3714c4.pdf
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進展していなかった裁判を進め、裁判の状況を再確認し、

必要に応じて解放を行ったと説明した。 

 

また「収容所渋滞改善プラン」と題して、収容所で拘束

されている人を今後減らす方針を決めた。 

 

経 済                       

「コロンビア 家庭用ガスの輸入再開を検討            

  ～コロンビアとの年間取引１２億ドルも～」            

 

コロンビアの Irene Velez 鉱物エネルギー相は、「Blu 

Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

「コロンビアのガスは７～８年程度の埋蔵量が残って

いるだけだ。我が国のエネルギー問題を安定させるため

にはベネズエラからガスを調達する必要がある。」と発

言。 

 

コロンビアのガス不足の状況を改善するため、ベネズエ

ラからガスを調達する可能性について言及した。 

 

「Corficolombiana」の Jose Ignacio Lopez 氏は、ベネズ

エラからガスを調達する案について 

「生産と人と投資を、国境を越えて移動させるだけだ。

どちらで生産するかに大きな違いはない。しかし、ベネ

ズエラからガスを調達するようになれば、コロンビアは

ガスの自給国ではなくなることになる。」 

と述べた。 

 

また、コロンビアの Germán Umaña 商業相は、ベネズ

エラとの商取引が再開することで、２０２２年の両国の

取引額は１０～１２億ドルになる可能性があると言及。 

 

これまでは６億ドルを想定していたので２倍に増える

との見解を示した。 

 

 

「マドゥロ政権 Monomeros 役員の変更に挑戦」         

 

現在、コロンビアにあるベネズエラ国営石油化学公社

「Pequiven」の子会社「Monomeros」はグアイド暫定政

権側がコントロールしている。 

 

しかし、コロンビアでペトロ政権が発足したことでグア

イド暫定政権のコントロールが継続できるかどうか懸

念が生じている。 

 

本件に関して、「Monomeros」が本社を置くバランキー

ジャの商工会議所は、マドゥロ政権が Monomeros の役

員変更を申請してきたと発表。この申請を拒否したと説

明した。 

 

「PDVSA 産油量減少は技術的な問題」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.792」で紹介した通り、

ベネズエラの産油量が減少している。 

 

産油量減少について、PDVSA の Gilberto Molino 元財

務担当役員は、人材不足と必要な投資が行われていない

ことが理由と指摘した。 

 

「設備・鉱井・配管などは定期的なメンテナンスが必要

になるが、このメンテナンスが十分にされていない。」

と指摘。 

 

精製部門について、「以前より燃料不足感は緩和された

が全く十分ではない」と言及。 

 

また、多くの延滞債務を抱えており、資金的に深刻な状

況にあると指摘した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e53fc84bea07cb7bab08dbf2a15737b.pdf

