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（写真）グスタボ・ペトロ氏ツイッター “コロンビア大統領選 ペトロ候補の当選が決定” 

 

 

２０２２年６月１７日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 中東外遊から帰国 

～外遊の成果・合意内容の確認～」 

「米国 大統領夫人の従兄弟の個人制裁を解除」 

経 済                     

「カリブ諸国 ペトロカリベ再開を呼びかけ」 

「BOC 株式 Banco Nacional de Credito へ売却」 

「デリバリー会社 バイク便スタッフが抗議行動」 

「スクレ州でムール貝の生産拡大」 

社 会                     

「Emtrasur 乗客 アルゼンチンから出国」 

22 年 6 月 18～19 日（土・日） 

 

政 治                    

「コロンビア 左派グスタボ・ペトロ候補当選 

～対ベネズエラ方針は１８０度転換～」 

「英国 GOLD 訴訟 ベネズエラ中銀総裁が証言」 

経 済                    

「Eni ベネズエラ産原油６５万バレル積み出航」 

「協力連合 所得税の支払い免除」 

「Fedecamaras コロンビアとの取引再開望む」 

社 会                    

「６２％は水道水へのアクセスに問題」 

「ポルトゥゲサ州 豪雨で１．６万 Ha 浸水」 
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２０２２年６月１７日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 中東外遊から帰国          

      ～外遊の成果・合意内容の確認～」       

 

６月１８日 マドゥロ大統領は中東外遊を終え、ベネズ

エラに帰国した。 

 

６月７日～１７日までの１１日間の長期外遊だったこ

とになる。 

 

マドゥロ大統領はこれまで、今回のような長期間の外遊

を控えていたと言われている。理由は与党の内部統制が

取れておらず、軍の掌握ができていないためとされてい

た。 

 

マドゥロ大統領は、外遊中に政権転覆など異常事態が起

こることを警戒していたため、長期の外出を控えていた

と指摘されていた。従って、今回の外遊は、マドゥロ政

権が安定していることを暗示しているようにも見える。 

 

６月１８日 カラカスのマイケティア空港に到着した

マドゥロ大統領は閣僚らに出迎えられた。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領をアイサミ石油相・軍部らが出迎え” 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領 マイケティア空港に到着” 

 

今回の外遊の成果・合意事項を簡単に振り返りたい。 

 

トルコ： 科学技術・農業・交通・観光・エネルギー・

金融などの分野での協力協定を締結した。 

 

アルジェリア： エネルギー分野の協力を前提とした２

国間のハイレベル合同委員会を組織することで合意し

た。また、近いうちに両国の直通便を運航させることで

合意した。 

 

イラン： ２０年に及ぶエネルギー協力協定を締結した。

内容は製油所の修繕や最新鋭化、技術サービスや人材交

流など。イランからのタンカー購入も発表した。他、軍

事・観光・農業関連の協力で合意している。 

 

クウェート： エネルギー分野での２国間協議委員会の

組織を決定。OPEC を通じたエネルギー市場の安定方針

で合意。 

 

カタール： エネルギー分野での協力を確認。投資・農

業・観光などの分野で関係を強化することで合意した。 

 

アゼルバイジャン： エネルギー・農業・科学技術・観

光・教育・交通分野での関係強化で合意した。 
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「米国 大統領夫人の従兄弟の個人制裁を解除」         

 

６月１７日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、マ

ドゥロ大統領の妻、シリア・フローレス大統領夫人の親

族のマルピカ・フローレス氏の制裁を解除すると発表し

た。 

 

マルピカ・フローレス氏の個人制裁が解除されるという

話は以前から報じられていたが、OFAC が正式に発表し

たのは今回が最初になる。 

 

マルピカ・フローレス氏は、国家歳入庁長官や PDVSA

財務担当役員などを経験した人物で、米国政府は同氏に

対してマネーロンダリングの罪で制裁を科していた。 

 

なお、マルピカ・フローレス氏はパナマでも個人制裁を

受けているが、パナマが解除したという報道は確認して

いない。 

 

なお、野党の与野党協議代表を務めていたヘラルド・ブ

ライ氏は本件について「我々は米国政府と密接に協議を

行っており、特定の決定はベネズエラ問題の解決を模索

するために行っている」と発表。 

野党側もマルピカ・フローレス氏の制裁解除に合意して

いたことを示唆した。 

 

 

（写真）OFAC 

 

経 済                        

「カリブ諸国 ペトロカリベ再開を呼びかけ」           

 

６月１７日  アンティグア・バーブーダの Gaston 

Browne 首相は、「カリブ海共同体（CARICOM）」加盟

国に対して、エネルギー支援を得るためベネズエラとの

関係を接近させるよう求めた。 

 

Browne 首相はテレビのインタビューに応じ、現在の原

油価格の高騰が経済に与えるダメージを緩和するため

に、「Petro Caribe（ペトロカリベ）」のイニシアティブ

を再開させたいとの見解を表明した。 

 

ペトロカリベは２００５年に故チャベス元大統領が始

めたベネズエラとカリブ海諸国との関係強化を目的と

した国際同盟である。 

 

この同盟に加盟している国は、ベネズエラ政府と合意し

た枠分は支払いの一部を最長３５年単位で繰り延べる

ことが出来る仕組み。 

また、金利も非常に低く、ベネズエラ政府が合意すれば

食料品など代物返済も可能となっており、カリブ海諸国

にとって好条件の仕組みとなっている。 

 

以前はこの仕組みでマドゥロ政権はカリブ海諸国に対

して数十億ドルの債権を持っていた。 

 

しかし、原油価格低迷を受けて、マドゥロ政権は債権を

大幅にディスカウントして現金を回収するなど、なりふ

り構わずに現金を回収し、野党から非難を浴びた。 

 

なお、ペトロカリベはカリブ諸国を仲間にすることで、

ベネズエラが孤立しないようにするため始めた仕組み

だが、カリブ海諸国のマドゥロ政権に対する対応は今一

つでマドゥロ政権側にとって意味があるのかは考える

必要がありそうだ。 
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「BOC 株式 Banco Nacional de Credito へ売却」                  

 

６月１７日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、ベネズ

エラの民間銀行大手「Banco Occidental de Descuento

（通称 BOD 銀行）」の株式を同じく民間銀行中堅の

「Banco Nacional de Credito（通称 BNC 銀行）」に売却

することを許可すると発表した。 

 

この株式売却にかかる金額などは発表されていない。 

 

BNC は Citi 銀行のベネズエラ事業なども吸収しており、

ベネズエラの中で最も勢いのある銀行と言える。 

 

一方、BOD 銀行はハイリスク投資（ベネズエラ公社債

を保有していたと報じられている）が問題で２０１９年

には SUDEBAN の介入が入っており、それ以降の営業

成績も振るわなかったという。 

 

なお、SUDEBAN によると、BOD 銀行の顧客口座は

BNC 銀行のウェブサイトからこれまで通りの ID、パス

ワードでログインし、今まで通り送金などが可能だとい

う。 

 

「デリバリー会社 バイク便スタッフが抗議行動」         

 

６月１７日 ベネズエラのデリバリー会社「Yummy」

で働くバイク便のスタッフらがカラカスで抗議行動を

起こした。 

 

抗議行動を起こした理由は、配達時にスタッフが受け取

ることが出来るコミッションの手数料を引き上げると

の決定に反対するもの。 

 

報道によると、今回の決定で多い場合は３０ドルのコミ

ッションを得られるところが４ドルに減少するという。 

 

 

ベネズエラでは労働者の労働条件の改悪は禁止されて

おり、「Yummy」は労働省の査察を受けた上で、条件を

戻すよう求められることになりそうだ。 

 

 

（写真）@DanielBlancoPaz 

 

「スクレ州でムール貝の生産拡大」                  

 

漁業・養殖省は、スクレ州養殖調査開発基金とムール貝

養殖の共同プロジェクトを実施することで合意したと

発表した。 

 

発表によると、スクレ州沖に総重量６００キロになるム

ール貝の育種を置き、この場所に養殖産業を作るという。 

 

６００キロのムール貝育種により２０トンのムール貝

が収穫できる見通しだという。 
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（写真）漁業・養殖省 

 

社 会                        

「Emtrasur 乗客 アルゼンチンから出国」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.768」などで紹介して

きた通り、ベネズエラの「Emtrasur」の Being７４７機

がアルゼンチンで出国停止措置を受けている。 

 

理由は、この飛行機に搭乗していたイラン人パイロット

５人が、米国政府がテロ組織指定している関係者ではな

いかとの噂があるためだ。 

 

アルゼンチン政府は調査の結果異常はなかったと発表

しているが、米国政府が本件の捜査に関与しており、状

況は改善していない。 

 

また、この混乱の中で「Emtrasur」のフライト旅程が大

幅に乱れており、現在２００人近くのベネズエラ人が移

動できなくなったことでアルゼンチンに滞留している

という。 

 

これらの乗客がどうなったかというと、ベネズエラの国

営航空会社「Conviasa」やアルゼンチンの航空会社

「Aerolineas Argentinas」などで少しずつ出国している

という。 

 

ただし、今でも多くの乗客がアルゼンチンから出国でき

ずにおり、航空会社から案内されたバスに乗り、ホテル

で待機しているという。 

 

２０２２年６月１８日～１９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「コロンビア 左派グスタボ・ペトロ候補当選     

    ～対ベネズエラ方針は１８０度転換～」        

 

６月１９日 コロンビアで大統領選の決選投票が実施

された。 

 

結果は左派連合のグスタボ・ペトロ候補が当選。対抗候

補のロドルフォ・エルナンデス候補も敗北を認めており

ペトロ候補の大統領就任が決定した。 

 

報道によると、開票率９９．８２％の時点で 

ペトロ候補の得票数は、１，１２７万６．１３０票で、

得票率は５０．４８％ 

 

エルナンデス候補の得票数は、１，０５５万６，２００

票で得票率は４７．２６％。 

 

約３．２ポイントの差でエルナンデス候補を退けた。 

 

なお、結果が公表される前にペトロ候補は、不正があっ

たと訴えており、仮にペトロ候補が敗北していたとすれ

ば、ペトロ候補は敗北を認めず、選挙は大きく荒れたこ

とだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72ffe39ef28a5874218a72741b5cc5fe.pdf
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今回の結果により２２年８月７日からコロンビアにペ

トロ政権が発足することになる。なお、コロンビアの大

統領の任期は４年間なので２０２６年８月までペトロ

氏が大統領となる。 

 

ペトロ候補は左派連合の候補であり、マドゥロ政権と友

好な関係にある人物。 

 

ペトロ候補はベネズエラ移民の増加の理由について、制

裁が理由と指摘しており、ドゥケ政権が主張してきた意

見が１８０度転換することになる。 

 

なお、以下は２０年１２月に起きたトリニダード・トバ

コでベネズエラ人不法移民が海上で亡くなった事件に

ついてのペトロ候補の見解。 

 

 

（写真）ペトロ候補ツイッター 

 

 

 

 

グアイド議長が、同事件について「独裁者が原因」と訴

えた際に、ペトロ氏は「ベネズエラ人１９人がトリニダ

ードトバゴ移動中に溺死した事件は国に対して壊滅的

なブロック（制裁の意味）をしたからだ。ブロックはさ

れるべきではない。 

 

ブロックは飢餓を生み、飢餓が死を生む。政治方針の転

換をすれば人が亡くなる必要はない。」 

と制裁を支持するグアイド暫定政権に反論した。 

 

「英国 GOLD 訴訟 ベネズエラ中銀総裁が証言」           

 

英国銀行に保管されているベネズエラ中央銀行の

GOLD３２トンの裁量権を巡り、グアイド暫定政権とマ

ドゥロ政権は今も争いを続けている。 

 

次は７月１３日～１８日に裁判が予定されているが、同

裁判にカリスト・オルテガ中央銀行総裁（与党側）が出

席する予定で、英国に対してビザ発行を申請していると

ころだという。 

 

なお、同日の議論のテーマは、「グアイド暫定政権が任

命した中央銀行総裁が有効と言えるものかどうか」につ

いて。 

 

仮に、有効ではないと認定された場合、英国 GOLD の

裁量権の争いはマドゥロ政権側に軍配が上がるという。 

 

なお、オルテガ中央銀行総裁は２０１９年から総裁職に

就いており、約３年が経過している。 
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経 済                       

「Eni ベネズエラ産原油６５万バレル積み出航」            

 

「ロイター通信」は、イタリアのエネルギー会社「Eni」

がベネズエラの原油６５万バレルを載せて出港する寸

前と報じた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.766」でも紹介したように、

米国政府の制裁緩和を受けて、Eni のタンカーが早速ベ

ネズエラに到着しており、原油を積んでいるところだっ

た。 

 

また、Eni の「Pantanassa」（マルタ籍）というタンカー

もベネズエラに向かっているという。同タンカーは２０

０万バレルを積載することができるようで、６月はベネ

ズエラの輸出量が増加するとみられている。 

 

「Pantanassa」は、アムアイ沖の海上で原油を荷積みす

る予定だという。 

 

なお、ロイター通信が関係者から入手した情報によると、

「Eni」は同タンカーで運んだ原油の一部をスペインの

エネルギー会社「Repsol」に売却するという。 

 

この原油はビルバオとカルタヘナにある製油所で精製

される予定だという。 

 

「協力連合 所得税の支払い免除」         

 

６月１５日付官報４２３９９号で、「Asociaciones 

Cooperativas（協力連合）」という法人格について、所得

税を免除する政令を公布した。 

 

協力連合は簡単に言うとボランティア団体で、特定の社

会的な目的、社会福祉のために活動する団体を指す。 

 

 

ただし、免税の恩恵を受けるためには「法人登録（RIF）

が最新の状態であること」が必要。 

 

また、所得税を支払う必要がないと言っても、収入・支

出などの財務諸表を徴税庁に提出する必要はあるとい

う。 

 

「Fedecamaras コロンビアとの取引再開望む」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」タチラ支部の

Gypsi Pineda 氏は、コロンビア大統領選後に両国の国境

が解放され取引が再開することに期待を示した。 

 

（この報道が流れた時点ではペトロ候補の当選は決ま

っていない） 

 

Pineda 氏によると、この数年間、両国の国境が封鎖さ

れたことでタチラ州の経済は極めて大きなダメージを

受けたと指摘。 

 

国境封鎖により違法な密売や、法の穴を掻い潜る取引が

増加し、インフォーマル経済が拡大した。 

 

その結果、タチラ州の経済成長が阻害されることになっ

たとの見解を示した。 

 

社 会                       

「６２％は水道水へのアクセスに問題」            

 

「公共サービス観測所（OVSP）」は、水アクセスの問題

が悪化していると指摘した。 

 

同団体が行ったアンケート調査によると、２２年１月の

時点で、水道水に対してネガティブな評価をした人は全

体の５８．９％だったが、２２年５月の調査では６１．

９％に増加したという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b4badc36303b6c1b788c291621e68e2.pdf
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都市別で最も問題が深刻とされるのはスリア州の州都

マラカイボ湖で７９．５％の回答者が水道水についてネ

ガティブな評価をしていた。 

 

なお、カラカスは７２．２％の回答者がネガティブに評

価しており、全体の平均よりも悪い結果が出ている。 

 

具体的な水道水の使用状況についてのアンケートが以

下の通り。 

 

「常に水が出る」との回答は２７．９％で、７割強は水

道水に問題を感じていることが確認できる。 

 

水に問題がある人の中で最も多い回答が「１週間に３日」

で１０．５％、「１週間に２日」で１０．１％など１週

間の半分以上は水が出ない人が大勢いるようだ。 

 

 

（写真）ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP） 

 

 

 

 

 

「ポルトゥゲサ州 豪雨で１．６万 Ha 浸水」         

 

６月１４日頃からポルトゥゲサ州で豪雨が起きており、

浸水被害が出ている。 

 

ポルトゥゲサ州グアナレ市、パペロン市のさとうきび団

体の代表を務めるエミリオ・バルガス代表は、豪雨によ

り同地域の１．６万ヘクタールが浸水したと発表した。 

 

この豪雨により２，５００世帯が浸水被害を受け、中に

はさとうきび農家やサトウキビ畑も被害を受けたと説

明した。 

 

今回の豪雨で砂糖製品１７０万キロの生産が減少した

との見解を示した。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“浸水被害を受けたポルトゥゲサ州農地” 

 

以上 


