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（写真）オマール・バルボサ氏 “新時代党オマール・バルボサ氏が新たな野党交渉団代表になると報じられる” 

 

 

２０２２年５月１３日（金曜） 

 

政 治                     

「野党交渉団 パナマで仲裁国と協議 

～予備選挙の実施スキームについて検討～」 

「ルビオ議員 バイデン政権は制裁緩和決定済み」 

「野党交渉団代表 オマール・バルボサ氏に交代」 

「グアニパ PJ 幹事長 PJ による舵取りが必要」 

「OPEC 事務総長 マドゥロ大統領と協議」 

経 済                     

「国営企業の株式売却 経済改善に期待」 

社 会                     

「チャベス元大統領看護師 汚職で米国へ移送」 

22 年 5 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

「グスタボ・ペトロ候補 大統領選リード 

～ペトロ政権発足はベネズエラ野党に打撃～」 

「隣人の力 大統領選出馬候補について検討」 

「バレラ国会第１副議長 アルゼンチン入国拒否」 

「タニア・アメリア最高裁判事 CNE 役員を退職」 

経 済                    

「イラン エルパリート製油所を補修 

～１．１億ユーロの契約で合意～」 

「Conindustria 免税品目について政府と協議」 

「マドゥロ政権 カタールと農産業協定を検討」 
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２０２２年５月１３日（金曜）             

政 治                       

「野党交渉団 パナマで仲裁国と協議           

  ～予備選挙の実施スキームについて検討～」       

 

５月１３日 野党交渉団が、パナマで与野党協議の仲裁

国らと協議を行った。 

 

報道によると、協議のテーマは３点。 

 

１点目は、メキシコでの与野党協議の再開について 

２点目は、主要野党グループ「統一プラットフォーム」

の規則や役割について 

３点目は、野党の大統領選統一候補を決める予備選挙に

ついて、だったという。 

 

野党系メディア「Cronica Uno」によると、今回の協議

は５月９日から始まり５月１２日には米国のジェーム

ス・ストーリー大使も出席したという。 

 

また、野党の大統領選に向けた予備選挙についての議論

では「統一プラットフォーム」に属する主要野党グルー

プ以外の野党をいかに予備選に参加させるかについて

も議論に上がった。 

 

 

（写真）米国国務省（写真は過去の協議写真） 

現在、野党は「主要野党」「独立野党」「穏健野党」の３

つに分裂している。 

 

以前であれば、「主要野党」の勢力が大きいため、それ

以外の勢力を考慮する必要はなかったが、マドゥロ政権

を倒壊させることが出来ないまま、選挙ボイコットを続

け、経済制裁を擁護し、経済危機を深刻化させたことな

どで主要野党の支持は低迷。 

 

その結果、マドゥロ政権下での選挙参加を続けてきた

「独立野党」「穏健野党」の勢力が拡大しており、無視

できない存在になっている。 

 

そのため、野党が大統領選で当選するためには、「主要

野党」以外の野党グループを予備選挙に参加させ、より

大きな野党統一候補を擁立する必要が生じている。 

 

現時点で「独立野党」で最も勢力が大きな「隣人の力

（FV）」は、主要野党が定めた予備選のルールについて

「主要野党が有利」として拒絶しているという。 

 

また、同じく独立野党に属する「鉛筆同盟（AL）」は、

独自の予備選のルールを提案しているという。 

 

なお、主要野党は穏健野党について「マドゥロ政権の手

先」と否定的な見方を示しており、これまで穏健野党グ

ループを強く非難してきた経緯がある。 

 

従って、穏健野党を予備選挙に加えようとしているかは

疑問。 

 

恐らく「穏健野党」は予備選から外されるものと思われ

る。 
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「ルビオ議員 バイデン政権は制裁緩和決定済み」         

 

５月１２日 米国のマルコ・ルビオ上院議員（フロリダ

州選出）は、自身のツイッターでバイデン政権は既にマ

ドゥロ政権への制裁を緩和することを決めていると投

稿した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.753」で紹介した通り、

民主党の議員団がバイデン政権に対して、ベネズエラへ

の制裁を緩和するよう求める要望書を送った。 

 

ルビオ議員は、この要望書について「バイデン政権が制

裁を緩和する口実を作るためのもの」と指摘。 

 

マドゥロ政権への経済制裁を緩和しないよう訴えた。 

 

「野党交渉団代表 オマール・バルボサ氏に交代」         

 

５月１３日 現地メディア「Tal Cual」は、与野党協議

の野党交渉団の代表が現在のヘラルド・ブライ氏（元バ

ルータ市長）からオマール・バルボサ氏に交代すると報

じた。 

 

また、ベネズエラなどラ米圏のニュースを中心に扱うマ

イアミのネットテレビ局「EVTV」の番組で、Carlos 

Acosta 氏、Jessica Vallenilla 氏も同様の発言をしている。 

 

バルボサ氏（７７歳）は、「新時代党（UNT）」の創設者

の１人で、チャベス政権前の１９８５年～８９年にはス

リア州知事を務めたことがある。 

 

また、２０１５年の国会議員選に当選し、２０１８年に

は国会第１副議長を務めた。 

 

一般的には穏健的な方針の政治家として認識されてお

り、マドゥロ政権との協議には適した人物と思われる。 

 

「グアニパ PJ 幹事長 PJ による舵取りが必要」                  

 

５月１２日 「第一正義党（PJ）」のトマス・グアニパ

幹事長は、現地メディア「Monitoreamos」の取材に対応。 

 

「ベネズエラには、PJ のリーダーシップが足りていな

い（ベネズエラには、PJ のリーダーシップが必要）」と

の見解を示した。 

 

また、「PJ が野党のリーダーシップをとっていた頃は今

よりも独裁政権の倒壊が間近に迫っていた」と主張。 

 

「ここ２年間、我々（PJ）は現実に目を向け、暫定政権

という方針の見直しを試みてきたが、この間に野党は勢

力を失い、分裂した。」との見解を示した。 

 

グアニパ幹事長の発言は、グアイド暫定政権（大衆意思

党）のやり方を否定し、野党のかじ取りを再び PJ に戻

すべきとの主張と理解できる。 

 

２０１５年まで主要野党のかじ取りは「第一正義党（PJ）」

が担っていた印象を受けていた。 

 

しかし、１５年１２月に行われた国会議員選で野党が圧

勝し、多数派になった後に、各党が大統領選を意識し、

野党のかじ取りを奪い始めた印象がある。 

 

その結果、野党の統率が乱れ、２０１９年に大衆意思党

がグアイド暫定政権を発足させ、それ以降、大衆意思党

のかじ取りが４年近く続いていることになる。 

 

確かに２０１５年までの主要野党の方が現在よりはる

かに支持が高かっただろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
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「OPEC 事務総長 マドゥロ大統領と協議」         

 

５月１１日 「石油輸出国機構（OPEC）」の Mohammad 

Barkindo 事務総長は、マドゥロ大統領と協議を実施。 

 

Barkindo 事務総長は、「この２年間でベネズエラの石油

産業は急激に持ち直した」、「今回のベネズエラ訪問で石

油産業の施設を訪問し、施設が適切に機能しているとこ

ろを見た」とマドゥロ政権のエネルギー産業立て直しを

評価した。 

 

また、Barkindo 事務総長は 

「我々は、ベネズエラがブロック（制裁）を受けたこと

で、産油量が減少し、産油施設、製油所、石油化学工場

にどのような影響が生じたかを理解している」、「石油産

業を地政学的な武器にしてはいけない」 

と発言。制裁を間接的に非難した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

経 済                        

「国営企業の株式売却 経営の改善に期待」           

 

５月１１日 マドゥロ大統領は、「CANTV」「Movilnet」

など国営企業の株式の５～１０％を証券取引所を通じ

て 売 却 す る と 発 表 し た （「 ベ ネ ズ エ ラ ・ ト ゥ デ イ

No.753」）。 

 

経済学者ルイス・オリベロ氏は、国営会社の株式売却に

ついて「マドゥロの発言は国営企業には資金がないと認

めたことを意味する。過去の効率の悪い経営が起因して

いる。」と指摘した。 

 

また、今回の株式売却により CANTV のサービスは改

善する可能性があり、収入が改善することも有り得ると

の見解を示した。 

 

社 会                        

「チャベス元大統領看護師 汚職で米国へ移送」           

 

５月１２日 故チャベス元大統領の専属看護師のクラ

ウディア・パトリシア・ディアス・ギジェン氏が汚職容

疑でスペインから米国に移送された。 

 

彼女の罪状は、マネーロンダリングが２件とマネーロン

ダリングの計画１件の合計３件。 

 

パトリシア氏は、故チャベス元大統領の看護師として活

動していたが、２０１１年～１３年まで第２の国家予算

と呼ばれた「国家開発基金（FONDEN）」の代表を務め

た人物。 

 

FONDEN は、原油収入の一部を財源に貧困対策など社

会開発プロジェクトを実施する基金。 

 

政府の基金であったものの、基金の資金の使い方は不透

明で FONDEN を通じて多くの汚職が行われたと指摘

されている。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
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２０２２年５月１４日～１５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グスタボ・ペトロ候補 大統領選リード       

 ～ペトロ政権発足はベネズエラ野党に打撃～」        

 

コロンビアの大統領選が５月２９日に予定されている。 

 

５月１０日 アンケート調査会社「Yanhaas」は、同大

統領選の世論調査を公表。 

 

直近では、左派系「Pacto Histórico」のグスタボ・ペト

ロ候補への投票意思が４０％で１位。２位の「Equipo 

por Colombia」のフェデリコ・グティエレス氏が２１％

と１９ポイントの大差をつけてペトロ候補がリードし

ている。 

 

５月２９日の大統領選で５０％を超える票が集まらな

ければ１位と２位の決選投票が行われるため、今回の結

果の場合は６月に決選投票が行われることになる。 

 

２０２１年１２月～２２年５月までの世論調査を見る

限り、フェデリコ・グティエレス氏が２２年３月から急

激に支持を伸ばしているが、ペトロ候補の支持も伸びて

いる。 

 

 

（写真）Encusesta Presidencial Yanhaas 

 

 

 

このアンケート調査結果を見る限りペトロ候補が有利

だが、決選投票までにペトロ候補にネガティブな情報が

流れ、５月２９日に敗北した他の候補がグティエレス氏

を支持すれば、逆転する可能性も十分にある。 

 

現時点ではペトロ候補が当選するとは言い切れない状

況だろう。 

 

ペトロ候補は左派系の政治家で、仮にペトロ候補が当選

した場合、コロンビアの対ベネズエラ方針は１８０度転

換する。 

 

コロンビアのドゥケ政権は米国政府と並んでマドゥロ

政権と対立する政府だが、ペトロ候補はマドゥロ政権を

ベネズエラ政府と認識すると明言している。 

 

つまり、コロンビアはグアイド暫定政権をベネズエラの

政府と認識しなくなるため、同国にあるベネズエラ政府

系企業「Monomeros」のコントロール権もマドゥロ政権

側に戻ることを意味する。 

 

グアイド暫定政権は「Monomeros」を通じて政治資金を

捻出していたとの指摘は多い。 

 

また、野党政治家はコロンビアで多くの不正を働いてい

る疑惑が存在するが、ドゥケ政権がグアイド暫定政権を

擁護しているため、グアイド暫定政権にマイナスになる

ような調査は行わず、捜査が進んでいない。 

 

他、コロンビアには多くの野党政治家が亡命しているが、

ペトロ政権が彼らの亡命を許容するかも疑問だ。 

 

仮にコロンビアでペトロ政権が誕生した場合、ベネズエ

ラ野党は厳しい立場に追い込まれることになるだろう。 
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「隣人の力 大統領選出馬候補について検討」           

 

独立野党「隣人の力（FV）」幹部らは、２０２４年の大

統領選の出馬候補を決めるため全国行脚を開始。 

 

最初の場所としてバリナス州を訪問した。 

 

FV のグスタボ・ドゥケ党首（チャカオ市長）は、演説

を実施。ベネズエラに希望をもたらし、団結をもたらす

ために大統領選候補を統一しなければいけないと主張

した。なお、現時点で FV として誰を候補に擁立するか

は決めていないとも補足した。 

 

個人的な認識だが、現在マドゥロ政権に対抗できるのは

主要野党ではなく独立野党だろう。 

 

独立野党からリカルド・クサノ氏（Fedecamaras 元代表）

あるいはグスタボ・ドゥケ党首が出馬し、主要野党がそ

れを支持する形が最も理想的。 

 

ただし、主要野党がそれを容認する可能性は低いだろう。 

 

 

（写真）隣人の力 

 

 

「バレラ国会第１副議長 アルゼンチン入国拒否」                  

 

与党国会は「議員外交」と称し、与党国会と他国の国会

議員との関係を強化しようとしている。 

 

この与党国会の「議員外交」はイリス・バレラ国会第１

副議長が代表となっており、彼女を中心に与党議員団が

外国を回っている。 

 

そして、ブラジルからアルゼンチンに与党議員団が移動

した際、アルゼンチン入国時にバレラ国会第１副議長が

入国を拒否され、ウルグアイに移動せざるを得なかった

と報じられている。 

 

アルゼンチンメディアによると、この措置はアルゼンチ

ンがマクリ政権時代に「米州機構（OAS）」と交わした

合意によるものだという。 

 

バレラ国会第１副議長は、「米州相互援助条約（TIAR）」

の入国禁止リストに入っているようで、この規定に基づ

き入国が禁止されたという。 

 

なお、バレラ氏はブラジル、パラグアイなどは問題なく

入国している。 

 

アルゼンチンのフェルナンデス政権とマドゥロ政権の

関係は、ブラジル・パラグアイよりも良好で、今回のア

ルゼンチン政府の対応について不思議がる記事も散見

される。 

 

「タニア・アメリア最高裁判事 CNE 役員を退職」                  

 

４月２６日 与党国会は、新たな最高裁判所（TSJ）の

判 事 ２ ０ 名 を 任 命 し た （「 ベ ネ ズ エ ラ ・ ト ゥ デ イ

No.746」）。この中に、「選挙管理委員会（CNE）」役員を

務めていたタニア・デ・アメリア氏が含まれていた。 
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５権の最高権力である「CNE」の役員と「TSJ」の判事

を兼任することは考えられないため、CNE 役員を退職

すると思われていたが、５月１３日正式にアメリア氏が

CNE 役員を退任したと報じられた。 

 

ただし、現時点で後任は決まっていないという。 

 

アメリア氏は１２年３カ月、CNE 役員を続けてきた。 

また、２５年間、公務員としての活動を続けたことにな

るという。 

 

彼女が退任で受け取る退職金は月額１，１２１ボリバル

（約２５ドル）。つまり、年間約３００ドル。２５年の

勤務で約７，５００ドルということになる。 

 

経 済                       

「イラン エルパリート製油所を補修          

       ～１．１億ユーロの契約で合意～」            

 

イランのニュースメディア「IRNA」は、イランのエネ

ルギー系のエンジニアリング会社「イラン石油建設エン

ジニア国営会社（La empresa estatal Compañía Nacional 

de Ingeniería y Construcción de Petróleo de Irán）」がベ

ネズエラの El Palito 製油所を補修するために１．１億

ユーロの契約を締結したと報じた。 

 

先週、イランの Javvid Owji 石油相がベネズエラを訪問

しており、その際に合意を交わしたという。 

 

エルパリート製油所の精製能力は、日量１４．６万バレ

ルで、現在の稼働率は約半分（日量７万バレル）だとい

う。 

 

「IRNA」によると、同プロジェクトに必要な１．１億

ドルの資金は「Naftiran Intertrade Company」により融

通されるという。 

 

なお、エルパリート製油所はしばらく稼働停止していた

が最近再開している。そして、同製油所でイランの重質

油を精製する計画が存在するようだ（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.752」）。 

 

「Conindustria 免税品目について政府と協議」         

 

前回の「ウィークリーレポート No.251」で紹介した通

り、マドゥロ政権は３，２０５の輸入品目についての免

税措置を２０２２年１２月末まで延長した。 

 

この免税措置は、輸入品の価格を下げる効果がある一方、

外国産の商品の競争力が上がるため、国内の製造業にと

っては厳しいものにもなっている。 

 

製造業で構成される経済団体「Conindustria」の Luigi 

Pisella 代表は、マドゥロ政権と免税品目の削減に向けて

協議を行っていると発表。輸入に依存しない経済体制を

作るために政府と協議を続けるとの見解を示した。 

 

なお、今回は３，２０５品目が免税対象となっているが、

更新前は４，４６５品目だったという。つまり、１，２

６０品目が協議の結果、免税対象から除かれたというこ

とになる。 

 

「マドゥロ政権 カタールと農産業協定を検討」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、マドゥロ政権が

カタール政府に対して、「国連工業開発機関（UNIDO）」

のスキームで農産業の発展に関する協定を提案し、現在

は融資部分で協議を詰めているところだと報じた。 

 

この協議は、在ベネズエラ・カタール大使とベネズエラ

外務省のルーベン・ダリオ氏（多国籍テーマ担当次官）

との協議で意見が交わされたという。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f90155435a40321435649cb7e41133a7.pdf

