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（写真）Conviasa “６月１８日からカラカス―テヘランの直行便が運航開始（月２便）” 

 

 

２０２２年５月２３日（月曜） 

 

政 治                     

「野党 大統領選統一候補の選定プロセスを検討 

～UNT ロサレス党首、AD プロスペリ氏有力～」 

「コロンビア大統領選後に対ベネズエラ方針転換」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 製油所・発電所の火災 

～コロンビア・ドゥケ政権の仕業と非難～」 

「カラカス―テヘラン間 直行便が運航開始」 

「外貨準備 ５カ月で５億ドルが減少」 

社 会                     

「検察庁高官の汚職協力者に有罪判決」 

２０２２年５月２４日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 米州首脳会議に意欲 

～米州首脳会議 ３カ国の扱い未だ決まらず～」 

経 済                    

「Chevron 制裁ライセンス更新期限迫る 

～大きな変更はされない見通し～」 

「Glencore 罰金支払いで米英伯と合意」 

「PDVSA ２２年１～４月期の営業成績」 

「１００ドルのうち７０ドルは国産品の支出」 

社 会                    

「ビジェガス氏 Globovision退社しTelevenへ？」 
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２０２２年５月２３日（月曜）             

政 治                       

「野党 大統領選統一候補の選定プロセスを検討      

 ～UNT ロサレス党首、AD プロスペリ氏有力～」       

 

５月２３日 主要野党を中心に構成される政治グルー

プ「統一プラットフォーム」は、大統領選の野党統一候

補を決めるための予備選挙の実施方法をどのようにす

るかの検討を開始すると発表した。 

 

５月１６日 「統一プラットフォーム」は、２０２３年

に予備選挙を実施すると発表した。 

 

ただし、どのように予備選挙を行うかは決まっていない。 

具体的には、野党が単独で選挙を行い手集計で開票する

か、「選挙管理委員会（CNE）」の支援を受けて投票機を

用いて集計を行うか、２つの選択肢がある 

 

グアイド暫定政権が実施する投票で投票するのは、野党

支持者ばかりになるため、勝敗のカギになる約６割の無

党派層の意志が反映されにくい。 

 

他方、CNE に支援を求めれば場合、急進野党から与党

側の選挙システムに準じた予備投票で決めたとの非難

を受けることになり、野党のイメージ悪化につながる。 

 

特に急進野党のリーダーを務めるマリア・コリナ・マチ

ャド VV 党首は、CNE の支援を受けない予備選挙の実

施を求めており、野党が単独で実施する予備選挙であれ

ば出馬すると表明している。 

 

仮にマチャド党首が予備選挙で大統領選統一候補にな

った場合、マドゥロ政権と交渉で合意できるとは思えず、

マチャド党首が大統領選に出馬しない、あるいはできな

い可能性が高い。 

 

なお、現在主要野党各党は予備選挙に推薦する各党候補

を選定している最中だ。 

 

本テーマについて、政治系メディア「Polianalitica」は、

「新時代党（UNT）」は現在スリア州知事を務めている

マニュエル・ロサレス知事を党の候補として推薦する方

向で検討していると報じた。 

 

また、「行動民主党（AD）」については、AD の顔と理解

されているラモス・アジュップ候補ではなく、アジュッ

プ候補の右腕として活動してきたカルロス・プロスペリ

氏が推薦候補になる可能性があるという（プロスペリ氏

は前号「ベネズエラ・トゥデイ No.757」の表紙写真の

人物）。 

 

「大衆意思党（VP）」は決まっていないが、グアイド議

長の出馬をマドゥロ政権が承諾する可能性は皆無。そも

そもマドゥロ政権はVPをテロ組織と認識しており、VP

候補が選挙に出馬できる可能性はかなり低いだろう。 

 

「第一正義党（PJ）」もまだ決まっていないが、最有力

候補はカプリレス元ミランダ州知事、あるいはカルロ

ス・オカリス元スクレ市長のいずれかだろう。 

 

ただ、オカリス候補はミランダ州知事選の野党統一候補

を選ぶにあたり、独立野党「隣人の力（FV）」のダビッ

ド・ウスカテギ氏に敗北した。カプリレス元知事は知事

時代の公共入札の不正を理由に公職選への出馬が禁止

されている。 

 

上記の顔ぶれを見る限り、どの候補も目新しい印象は無

く、旧体制の主要野党の悪いイメージがぬぐえない。 

 

彼らが選挙で勝利するのは難しい印象がある。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07309fd213b4e5208811b939f33a21e5.pdf
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「コロンビア大統領選後に対ベネズエラ方針転換」         

 

コロンビアの政治専門家 Giulio Cellini 氏は、米国系メ

ディア「La Voz de America」に出演。 

 

コロンビアの対ベネズエラ政策について、「誰が当選し

てもコロンビアの対ベネズエラ方針はドゥケ政権の頃

より軟化するだろう」との見解を示した。 

 

「５月２９日のコロンビア大統領選で何が起きるとし

ても、絶対にコロンビアの対ベネズエラ方針は変わる。 

 

仮にペトロ候補が当選した場合、当然ながら両国の外交

関係は全面的に再開する。外交だけではなく商取引分野

でも関係が再開する。 

 

仮にフェデリコ・グティエレス候補が当選した場合も、

ペトロ候補よりも穏やかなものになるが、コロンビアの

対ベネズエラ方針は必ず変化する。」 

との見解を示した。 

 

コロンビアの大統領選は５月２９日に開催される。 

同選挙で大統領が決定する可能性は低く、６月に１位通

過候補と２位通過候補が決選投票を行う可能性が高い。 

 

この１位、２位通過者はグスタボ・ペトロ候補とフェデ

リコ・グティエレス候補になると考えられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.754」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 製油所・発電所の火災       

  ～コロンビア・ドゥケ政権の仕業と非難～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.757」で紹介した通り、

カルドン製油所で火災が発生した。アイサミ石油相の発

表によると、この火災で製油所の稼働が止まることはな

かったという。 

 

５月２３日 マドゥロ大統領は、カルドン製油所で起き

た火災について「コロンビアのドゥケ政権が仕掛けたテ

ロ攻撃」と訴えた。 

 

マドゥロ大統領の説明によると、カルドン製油所で起き

た火災は同製油所へ電力を送っている送電施設で問題

が起きたことが原因のようだ。この電力の停止について、

ドゥケ政権による仕業と考えているようだ。 

 

また、グリ水力発電所で起きている電力問題もドゥケ政

権が仕掛けていると訴えた。ただし、どの訴えにも具体

的な証拠は無く、説得力に乏しい。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26ed0d2d39c44303d3c7b0cb8ff82a23.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26ed0d2d39c44303d3c7b0cb8ff82a23.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07309fd213b4e5208811b939f33a21e5.pdf
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「カラカス―テヘラン間 直行便が運航開始」         

 

ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」は、イランのテヘ

ランとベネズエラのカラカス間の直行便を６月１８日

から開始すると発表した。 

 

運航は１５日に１度（月２回）になる予定。両国の直通

便は特別価格になると補足した。 

 

イランとベネズエラは石油分野で関係を強化しており、

人の往来が増えているという。今回の定期便は、イラン

の技術者の行き来を想定したものなのだろう。 

 

なお、現在のベネズエラの国際線の離発着状況について

は「ウィークリーレポート No.249」を参照されたい。 

 

「外貨準備 ５カ月で５億ドルが減少」                  

 

これまで何度か報じてきたが為替レートの維持が持続

不能な段階に来ているようだ。 

 

中央銀行の発表によると、５月２０日時点のベネズエラ

の外貨準備は１０４．９億ドルだった。 

 

５カ月前の２１年１２月２０日は１０９．８億ドルだっ

たので、５億ドル減少したことになる。 

 

「第一正義党（PJ）」の党員のホセ・ゲラ氏は、 

「両替市場に中央銀行が外貨を供給することで為替レ

ートを維持してきたがもう限界にあり、これ以上のレー

ト維持は自殺行為」との見解を示した。 

 

１０４．９億ドルというとまだ外貨準備は潤沢にあるよ

うに見えるが、実際のところ、この１０４．９億ドルの

うち、ほとんどが制裁や政府認識の問題を理由に使用で

きない。 

 

マドゥロ政権が外貨準備の中で使用できる外貨はわず

かで５億ドルの減少はかなりの減少と言える。 

 

なお、５月２４日時点の公式な平均為替レート（両替テ

ーブル）は１ドル４．９５８５ボリバル。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の為替レート

は１ドル４．９９ボリバルとなっている。 

 

社 会                        

「検察庁高官の汚職協力者に有罪判決」           

 

５月２３日  AP 通信のコレスポンデントを務める

Joshua Goodman 氏は、自身のソーシャルメディアアカ

ウントで、米国裁判所でベネズエラ検察庁高官に賄賂を

支払ったとされる企業家（カルロス・ウルバノ・フェル

ミン氏）が有罪判決を受けたと投稿した。 

 

ただし、執行猶予付きの懲役５年というかなり軽い措置

で何らかの司法取引があったことは確実と思われる。 

 

なお、有罪判決を受けたのは、マドゥロ政権から離反し

たルイサ・オルテガ氏が検察庁のトップ（検事総長）を

務めていた当時の汚職であり、Joshua Goodman 氏が指

摘した「ベネズエラ検察庁高官」とはルイサ・オルテガ

検事総長の可能性が高いと理解されている。 

 

２０１７年３月 オルテガ検事総長（当時）はマドゥロ

政権に反旗を翻した。 

 

当時、オルテガ検事総長は米国のトランプ政権と取引を

して、自身の身の安全と資産の安全を条件にマドゥロ政

権に反旗を翻したと理解されている。今回の一件も名前

は出ていないが、オルテガ検事総長の可能性は考えられ

るだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed39978587d52dbc26a3f32435ecf6b5.pdf
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２０２２年５月２４日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 米州首脳会議に意欲          

 ～米州首脳会議 ３カ国の扱い未だ決まらず～」           

 

６月６日～１０日にかけて米国ロサンゼルスで米州首

脳会議が開催される。 

 

米州地域の国際会議だが、米国政府は自国の外交政策

（非人道的な独裁国家非難）を理由に、ベネズエラ、キ

ューバ、ニカラグアの政府代表を招待しない意向を示し

ている。 

 

この点について、アルゼンチン、メキシコ、ボリビア、

ホンジュラス、グアテマラの他、複数のカリブ海諸国の

代表が「ベネズエラ、キューバ、ニカラグアの政府代表

を招待しない場合、首脳会議をボイコットする」と宣言

している。 

 

バイデン政権は現在も米州首脳会議の招待状を出して

おらず、対応に苦慮している。 

 

５月２４日 マドゥロ大統領は、演説で「２５以上の国

が、米州首脳会議にベネズエラ・キューバ・ニカラグア

の政府代表を出席させるよう、帝国主義国（米国）に求

めている。」と主張。 

 

「秘密は厳守なので、明らかにしないが、この首脳会議

に我々の声は届く」と自信をみせた。 

 

マドゥロ大統領が米州首脳会議に参加することは相当

難しいと思うが、バイデン政権が事態を収めるため、何

らかの手段でマドゥロ政権側の代表（与党系の人道団体

など）が会議に出席することはあるのかもしれない。 

 

 

 

また、米国とカナダを除く米州３３カ国で構成される国

際グループ「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体

（CELAC）」もアルゼンチンで首脳会議を開催する予定

で、CELAC の会議にはベネズエラ、キューバ、ニカラ

グアの政府代表が招待される予定。 

 

南米は左傾化の流れにあり、米国の影響力が強い「米州

機構（OAS）」から「CELAC」に国際グループの重心を

移そうとする動きがある。 

 

今週・来月に予定されているコロンビア大統領選、来年

のブラジル大統領選を受けて、南米の左傾化に拍車がか

かる可能性がある。 

 

経 済                       

「Chevron 制裁ライセンス更新期限迫る       

      ～大きな変更はされない見通し～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.755」で紹介した通り、米

国バイデン政権は、米国エネルギー会社「Chevron」に

対して、事業再開に向けて PDVSA と協議することを許

可したと報じられている。 

 

この「Chevron」は、米国政府の制裁によりベネズエラ

国内での産油・原油の購入などの取引が全面的に禁止さ

れている。 

 

しかし、米国政府はベネズエラで事業を行っている米国

のエネルギー会社らに対して制裁ライセンスを発行。 

 

「ベネズエラ国内の職員や施設の安全確保、資産メンテ

ナンスに必要な支出」 

「現地職員や委託業者への給料支払い」 

「株主や役員会議の参加」 

など一部の活動は許可している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
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この制裁ライセンスの有効期限が２２年６月１日と更

新が迫っているが、「ロイター通信」は、ライセンス更

新のタイミングで特に大きな変更は予見されないと報

じた。 

 

上記の制裁ライセンスでは既に「株主や役員会議の参加」

は許可されている。 

 

つまり、「バイデン政権が米国エネルギー会社「Chevron」

に対して事業再開に向けて PDVSA と協議することを

許可した」というのは、バイデン政権が考える概念上の

制裁ライセンスの適用範囲を広げただけの話であり、制

裁ライセンス自体を変更する必要はないのだろう。 

 

ただし、ロイター通信が内部関係者から入手した情報に

よると、「まだ検討段階」のようで、ライセンスに何ら

かの変化がある可能性も考えられる。 

 

「Glencore 罰金支払いで米英伯と合意」         

 

５月２４日 鉱物資源開発・商品取引を行うスイス本社

の「Glencore」は、南米・アフリカ地域で行われた汚職

について、英国・米国・ブラジルと合意を交わすことに

成功したと発表した。 

 

「Glencore」は、同社が行った食料や鉱物資源の違法取

引を理由に米国へ１０．２億ドル、ブラジルへ４０００

万ドルを支払うという。英国については、まだ支払い額

は決まっていないようだ。 

 

「Glencore」は、「Helsing Enterprise」という会社が中

心となって行ったベネズエラの石油産業の汚職に関与

したとされており、２０１８年に米国の「PDVSA US 

Litigation Trust」から訴訟を受けた。 

 

 

 

しかし、２０１９年に米国内の PDVSA コントロール権

がグアイド暫定政権に移ったこともあり、この２年半、

「Helgins Enterprise」が行ったとされる汚職について

は進展を聞いていない。 

 

なお、「Helsing Enterprise」が行ったとされる汚職事件

については「ウィークリーレポート No.37」を参照され

たい。 

 

「２２年１～４月 PDVSA 事業成績」         

 

エネルギー専門誌「Petroguia」は、２２年１～４月期の

PDVSA 事業について、収入が前年同期比６６％増えた

と報じた。 

 

PDVSA によると、同期の収入は４７億８，６００万ド

ル。 

 

また、２２年１～４月期のベネズエラ産原油の平均価格

は前年比７７％増の１バレル７６．７９ドルだったとい

う。 

 

なお、PDVSA は制裁を受けて１バレル２０ドル相当の

ディスカウントを余儀なくされており、仮にこのディス

カウントが無ければ更に収入が増えたと指摘している。 

 

「１００ドルのうち７０ドルは国産品の支出」            

 

市場アナリスト会社「Atenas Group」のアレクサンダー・

カブレラ商業部長は、ラジオ番組「Union Radio」に出

演。ここ最近のベネズエラの商業状況について見解を表

明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d786d9a367942a0eac6d85c097cb2c0b.pdf
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カブレラ氏によると、ここ３カ月ほどはカーニバル、セ

マナサンタ、母の日とイベントが続いたため、アルコー

ル飲料の販売が２１％ほど増加したという。 

 

また、菓子類・ケーキ類は２４％増、衣類などの小売業

は９％増だったという。 

 

また、現在のベネズエラ家庭の支出の８０％は食料品と

なっていると指摘した。 

 

他、ドル建ての物価高騰について指摘。 

「２０２１年１月当時、１５０ドルあれば１５０～１６

０の商品を購入することが出来たが、現在同じくらいの

量を購入するためには３００～３５０ドルが必要にな

っている」と述べた。 

 

また、ベネズエラ人が購入している商品について、１０

０ドルを購入した場合、そのうちの７０ドルは国内産の

商品を購入、残りの３０ドルで外国産の商品を購入して

いるとした。 

 

社 会                       

「ビジェガス氏 Globovision 退社し Televen へ？」         

 

米国政府の制裁対象になっているベネズエラの民放

「Globovision」の政治インタビュー番組「Vladimir a la 

una」で司会を務めていたウラディミール・ビジェガス

氏は、５月に思想の違いを理由に「Globovision」を退社

していた。 

 

ビジェガス氏は、元々故チャベス政権時代に在ブラジ

ル・ベネズエラ代表大使を務めていた与党系の人物で、

現在文化相を務めているエルネスト・ビジェガス氏の兄

でもある。 

 

 

 

しかし、チャベス政権途中で与党の方針に反対し、離反。 

 

以降、主要野党でも与党でもない穏健野党的なジャーナ

リストとして活動している。 

 

そのウラディミール・ビジェガス氏が、ベネズエラ国内

の別の民放「Televen」で活動すると報じられた。 

 

報道によると、現時点では「Televen」役員の承認を待

っている段階で決定ではないという。 

 

元々、与党の幹部クラスの人物であり、且つ政治ジャー

ナリストとして多くの与野党政治関係者と意見交換し

てきた経緯から与野党の橋渡しになることも期待され

る人物の一人とされている。 

 

 

（写真）Globovision / Televen 

 

以上 


