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（写真）統一プラットフォーム “グアイド議長 コヘーデス州遊説中に与党支持者らに襲われる” 

 

 

２０２２年６月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 イランを訪問 

～観光・農業・防衛分野の関係強化で合意～」 

「グアイド議長 米州首脳会議 非招待に不満」 

「ボリビア アニェス暫定大統領に懲役１０年」 

経 済                     

「ロイター通信 Eni PDVSA との取引を再開 

～取引の目的は未回収債権の回収？～」 

「イラン マドゥロ政権にタンカー２隻目を販売」 

「ベネズエラ国営銀行 株式５％の売却を発表」 

「PDVSA 年金基金 ２４０ドルを支給」 

22 年 6 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 コヘーデス州遊説中に襲われる 

～野党・米国 元与党議員の関与を非難～」 

「VP 党員４名 解放される」 

「米国の制裁対象飛行機 アルゼンチンで拘束」 

経 済                    

「２１年 コーヒー豆生産２４％増」 

「制裁ディスカウントで１８００万ドルの損失」 

社 会                    

「リベルタドール市 歴史文化遺産に申請」 

「ミランダ州 ディアブロス・ダンサンテス迫る」 
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２０２２年６月１０日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 イランを訪問           

 ～観光・農業・防衛分野の関係強化で合意～」       

 

マドゥロ大統領とシリア・フローレス大統領夫人は、中

東を外遊している。 

 

トルコ、アルジェリアを周り、３カ国目はイランを訪問

した。 

 

この２年程でベネズエラにとってイランは極めて重要

な経済パートナーになっており、マドゥロ大統領は手厚

い歓迎を受けたようだ。 

 

６月１１日 マドゥロ大統領は、エブラーヒーム・ライ

ースィー大統領と会談。 

 

現在特に経済関係が強い石油分野に加えて、「農業」・「観

光」の２分野の経済関係強化について意見交換を行った。 

 

また、「防衛」についても関係を強化することで合意し

たという。 

 

特に観光については、６月１８日からカラカス―テヘラ

ンの直通便が運航を開始すると説明。 

 

直通便の運航開始に先駆けて６月１４日にはイランの

旅行代理店関係者らがベネズエラに到着し、ベネズエラ

観光のレクチャーを受けるなど、観光促進に関するイベ

ントが予定されているようだ。 

 

他、マドゥロ大統領は「ベネズエラには３，３００万 Ha

の肥沃な土地があり、イランの食品を賄う用意がある」

と説明。農業分野での関係強化を求めた。 

 

会談後、マドゥロ大統領はライースィー大統領とともに

同日行われていた国際見本市「イランエクスポ」に出席。 

 

他「MAPNA Group」という産業系のコングロマリット

の工場を視察した。 

 

 

 

（写真）大統領府 “イランエクスポに参加” 
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（写真）大統領府 “MAPNA Group を視察” 

 

「グアイド議長 米州首脳会議 非招待に不満」         

 

６月１０日 米州首脳会議が終了した。 

 

今回の首脳会議は、米国政府の外交スタンスを理由にベ

ネズエラ・キューバ・ニカラグアの３カ国の政府は招待

されなかった。 

 

特にベネズエラについては、米国が認識しているベネズ

エラ政府と実行支配している政府が異なっているが、米

国政府はグアイド暫定政権をベネズエラ政府として公

式に招待することはなかった（非公式にはグアイド暫定

政権の代表が参加していたようだ）。 

 

６月１０日 グアイド議長は ABC 通信のインタビュー

に答え、米州首脳会議にグアイド暫定政権が招待されな

かったことに不満を述べた。 

 

「包括的な合意を結ぶため、メキシコ政府が仲介役とな

っていることを認識している。 

 

米州首脳会議への我々の不参加はメキシコ政府が関係

している。メキシコ政府外相は独裁政権と戦う国民を支

持することなく、独裁者を支持している。 

 

 

メキシコ政府は何か認識違いをしているようで、民主主

義と強権政治のジレンマに陥っている。」 

との見解を示した。 

 

個人的には、メキシコが合意のために中立的な姿勢を示

すのであれば、グアイド暫定政権もマドゥロ政権も参加

しないという落としどころは正しいと考えている。 

 

少なくとも現時点で言えば、グアイド暫定政権が米州首

脳会議に参加することを支持する国は少数だろう。 

 

「ボリビア アニェス暫定大統領に懲役１０年」                  

 

２０１９年１１月～２０年１１月まで約１年間、ボリビ

アの暫定大統領だったヘアニネ・アニェス氏が懲役１０

年の判決を受けた。 

 

２０１９年１０月 ボリビアで行われた大統領選でエ

ボ・モラレス大統領が不正を働いたとの疑惑から抗議行

動が勃発。 

 

モラレス大統領は大統領職の辞任を表明し、アルゼンチ

ンへ亡命した。その後、当時、国会第２副議長を務めて

いた野党ヘアニネ・アニェス氏が暫定大統領就任を宣言。 

 

次の大統領選が開催されるまで約１年間、暫定大統領を

担った。 

 

２０年１１月に改めて大統領選が行われ、モラレス大統

領派閥のルイス・アルセ候補が当選。 

 

アニェス暫定大統領は、クーデター実施を理由に投獄さ

れていた。 
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平和第一裁判所のヘルマン・ラモス判事は「憲法秩序に

違反した罪」として懲役１０年の判決を下した。 

 

ただし、アニェス元暫定大統領は「権力を求めて暫定大

統領に就任した事実はない」と主張。 

 

この判決を不服としており、国際司法裁判所に対して告

訴する意向を示している。 

 

経 済                        

「ロイター通信 Eni PDVSA との取引を再開     

     ～取引の目的は未回収債権の回収？～」           

 

６月１０日 ロイター通信は、イタリアのエネルギー会

社「Eni」が PDVSA の希釈原油（DCO）６５万バレル

を購入すると報じた。 

 

関係者から得た情報によると６月中に２隻のタンカー

で PDVSA の原油を購入する予定だという。 

 

米国政府は２０２０年にベネズエラへの経済制裁を強

化。「Eni」「Repsol」「Reliance」など他国のエネルギー

会社に対しても PDVSA との取引を停止するよう働き

かけた。 

 

これを受けて２０年中頃から各社は PDVSA との取引

を停止し、２年近く「Eni」「Repsol」「Reliance」らとの

取引は停止していた。 

 

しかし、バイデン政権に代わり与野党協議の再開のため

制裁を緩和する方向になっており、その中で米国政府は

「Eni」「Repsol」に対してベネズエラとの原油取引を許

可したと報じられている。 

 

本件について、バイデン政権でベネズエラ問題を担当し

ているファン・ゴンサレス担当官は 

 

「Eni はベネズエラでガス生産をしていたが、未回収債

権がある。彼ら（Eni）は過去行った活動の支払いを原

油で受け取ると我々に説明している。Eni の取引再開は、

マドゥロ政権へ恩恵を与えない」 

と説明しており、Eni の取引再開を事実上認めた。 

 

「イラン マドゥロ政権にタンカー２隻目を販売」         

 

６月１０日 マドゥロ大統領はライースィー大統領と

の協議の際に、イランのタンカー「Yoraco」を購入した

と発表した。 

 

タンカーはイランの「Sadra」という会社が製造したも

ので、積載容量は８０万バレルだという。 

 

マドゥロ大統領は、原油タンカーの引き渡しイベントの

際にイランの技術力を称賛した。 

 

なお、マドゥロ大統領によると、イランからのタンカー

購入はこれで２隻目になるという。 

 

また、２０２４年には３隻目のタンカーを購入予定。４

隻目の購入も視野に入れていると説明した。 

 

 

（写真）大統領府 
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「ベネズエラ国営銀行 株式５％の売却を発表」                  

 

６月１０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ベネズ

エラの国営銀行「ベネズエラ銀行（Banco de Venezuela）」

の株式を５％売却すると発表した。 

 

ベネズエラ銀行は、従業員数や預金受け入れ額などの指

標で、ベネズエラ国内では最も規模の大きい銀行と評価

されている。 

 

マドゥロ大統領は、国営企業の株式を株式市場を通じて

売却すると発表しており、既に通信公社「Cantv」や携

帯電話会社「Movilnet」の株式売却が決定している。 

 

具体的な売却プロセスについては、「株式市場を通じて

行う」という説明のみだったが、外貨建てでも株を購入

することが出来ると述べている。 

 

「PDVSA 年金基金 ２４０ドルを支給」           

 

マドゥロ政権は、PDVSA 年金受給者に対して４ペトロ

を支給すると発表した。 

 

４ペトロは１，２３６ボリバルで、ドルに換算すると約

２４０ドルに相当する。 

 

PDVSA は社会保険として年金に加えて「PDVSA 年金

基金」という基金を独自に有しており、PDVSA 年金受

給者に対して別の年金支払いを行っている。 

 

報道によると、２万人ほどの年金受給者を抱えていると

いう。 

 

 

 

 

 

以前は投資運用益などで「PDVSA 年金基金」はかなり

羽振りが良かったが、PDVSA のデフォルトや制裁など

を受けて運用は悪化。年金支払いが不十分であると不満

の声が存在していた。 

 

なお、PDVSA 年金基金の年金受給者は月６００ドルの

支払いを求めており、単発の２４０ドルでは全くもって

不十分との認識を示している。 

 

２０２２年６月１１日～１２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 コヘーデス州遊説中に襲われる     

  ～野党・米国 元与党議員の関与を非難～」        

 

６月１１日 グアイド議長はコヘーデス州サン・カルロ

ス市を遊説していたが、その際に与党支持者とされるグ

ループと衝突。 

 

グアイド議長自身も攻撃される寸前の事態にまで発展

した。また、グアイド議長が乗っていた車にも発砲され

たという。 

 

野党は今回の一件について 

「今回の攻撃は、ミラフローレス（大統領府）から命じ

られたもので、グアイド大統領の生命を脅かしたのみな

らず、グアイド大統領の関係者、ベネズエラの政治家た

ちの命も危険にさらした。」と訴えた。 

 

実際に銃が撃たれた後の車の映像がソーシャルメディ

ア上に投稿されているが、１発ではなく、５発ほど車に

当たっている。防弾車だったから助かったが、防弾車で

なければ恐らく亡くなっていただろう。 

 

なお、今回の騒動にはコヘーデス州選出の元与党議員

Nosliw Rodríguez 氏が参加しており、マドゥロ政権の組

織ぐるみの関与の可能性が指摘されている。 
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また、６月４日にもグアイド議長がスリア州マラカイボ

市で演説を行おうとしていた際に与党支持者とされる

グループが乱入し、イベントが混乱する事態が起きてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.763」）。 

 

この事件について、米国国務省の Brian Nichols 報道官

は「グアイド大統領とその関係者に対する攻撃について

強く懸念している。この野蛮な攻撃を行った者は司法の

適切な裁きを受ける必要がある」と主張。 

 

「米州機構（OAS）」のアルマグロ事務局長も 

「身体的な安全は保障されなければいけない。いかなる

暴力も独裁者による迫害行為も拒絶する。」 

と今回の一件を非難した。 

 

 

（写真）@alexolvera01 

 

（写真）@EmgajadaVzlaCR 

 

 

「VP 党員４名 解放される」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.764」「No.765」で紹介した

通り、反政府デモを実施した「大衆意思党（VP）」の党

員が拘束されていた。 

 

本件について、６月１０日に４名の党員が解放されたと

報じられた。なお、４名拘束後に新たに５名が拘束され

たとの報道が流れていたが、その５名がどうなっている

のかは確認できていない。 

 

党員４名の解放を受けて VP は声明を発表。 

 

「グスタボ・ドゥケ氏が市長を務めるチャカオ市警が

VP 党員４名をマドゥロ政権に引き渡した」と指摘。 

「VP 党員は刑務所に収容されるべきではなかったし、

マドゥロ政権に引き渡されるべきではなかった」とのス

タンスを強調した。 

 

なお、チャカオ市警は VP 党員４名を拘束した理由につ

いて「街の壁に落書きをするなど社会秩序を乱していた」

と説明していた。以下が問題の落書きのようだ。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f26dfa505c3cb7dfe71dc1fea2890569.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2e8bb598fc591ef846f3a1fef6d00446.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/355e73b4438590cfb775f8a0077d177c.pdf
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「米国の制裁対象飛行機 アルゼンチンで拘束」           

 

６月１１日 米国政府が制裁対象としているイランの

航空会社「Mahan Airline」は、同社が所有していた飛行

機「Boeing７４７」がアルゼンチンの Ezeiza 空港で差

し押さえられたと発表した。 

 

ただし、「Mahan Airline」の Amir Hossein Zokanvari 氏

によると、同飛行機の所有権は２０２２年１月にベネズ

エラの国営航空会社「Conviasa」の関係会社「Emtrasur 

Cargo」に移っており、乗組員も同社が雇っているとい

う。 

 

報道によると、飛行機の乗組員はベネズエラ人１４名、

イラン人５名。乗組員は逮捕されたわけではなく、ホテ

ルで待機を命じられている段階のようだ。 

 

現地時間の６月１２日時点ではこの飛行機はまだアル

ゼンチンに留まったままだという。 

 

経 済                       

「２１年 コーヒー豆生産２４％増」            

 

「ベネズエラ農業生産者団体（Fedeagro）」は、２０２

１年のベネズエラのコーヒー豆生産量が１９，３２０ト

ンで２０２０年の１５，６９５トンから２４％増えたと

発表した。 

 

また、２０２２年については２４，０００トンの生産を

見込んでいるとした。 

 

なお、２００８年には６９，０００トンを生産していた

と指摘。当時と比較すれば生産量は著しく減少したと補

足した。 

 

 

 

「制裁ディスカウントで１８００万ドルの損失」         

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」のレイナルド・キン

テロ代表は、２０２２年１月～３月の３か月間で、制裁

を受けたことを理由に強いられている原油販売時の割

引で１，８００万ドルを失っていると主張した。 

 

また、制裁により石油分野は技術・機会・人材などへの

アクセスが制限されており、ディスカウント以上の損失

を受けているとした。 

 

他、制裁により金融取引が制限されており、融資や投資

の受け入れを妨げていると主張。 

 

これらの制限を理由にベネズエラの石油産業は極めて

深刻な被害を受けていると訴えた。 

 

また、キンテロ代表は、国内の燃料需要についてガソリ

ンは日量１４万バレル、ディーゼル燃料は日量４万バレ

ルと指摘。 

 

仮にベネズエラ国内で日量２０万バレルほど精製が出

来た場合、ベネズエラにガソリン給油のための行列は無

くなるし、給油量の制限もなくなると指摘した。 

 

社 会                       

「リベルタドール市 創造都市に申請」            

 

リベルタドール市のカルメン・メレンデス市長は、「カ

ラカスを創造都市として認定するようユネスコに申請

した」と発表した。 

 

「創造都市遺産」とは、文学・映画・音楽・工芸・デザ

イン・メディアアート・食文化の創造産業 7 分野から、

世界でも特色ある都市を認定するもの。 
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今回の選定結果は２０２３年に発表されるようだ。 

 

治安が悪いことで有名なカラカスだが、町には数百年前

の建物が都市部に多く点在しており、美しい街でもある。 

 

また、これらの歴史的な価値のある建造物が展示物とし

て残っているのではなく、現在も国会議事堂、カラカス

市役所など日常的に使用されている点は特筆に値する

だろう。 

 

カラカスの歴史的な建造物について、弊社で紹介動画を

作成したことがあるので、「YouTube チャンネル」より

確認されたい。 

 

「ミランダ州 ディアブロス・ダンサンテス迫る」         

 

ベネズエラには「ディアブロス・ダンサンテス」と呼ば

れる風習が存在する。 

 

ディアブロス・ダンサンテスは、２０１２年にユネスコ

の無形文化遺産に登録されたもので、悪魔の仮面をまと

ったグループが、マラカス等を鳴らし、踊りながら教会

へ向かい行進。 

 

最後に教会にひざまずき神に許しを請い、司祭の祝福を

受けるというもの。 

 

儀式や祭りを通じて信仰を新たにし、善が悪に打ち勝つ

力を再確認するという趣旨がある。 

 

「ディアブロス・ダンサンテス」は、全国各地で開催さ

れるが、ミランダ州ジャレで行われるイベントが最も有

名。 

 

 

 

 

このジャレの「ディアブロス・ダンサンテス」が６月１

６日にジャレで開催されるという。 

 

今年は２７３周年。Covid-１９を理由にイベントを控え

ていたが、現在は Covid-１９の感染者数は１日当たり

２桁台で推移しており、落ち着いていることもあり、開

催することになったようだ。 

 

 

（写真）Shutterstock 

“ミランダ州ジャレのディアブロス・ダンサンテス” 

 

以上 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpq9rRQdcGo

