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（写真）大統領府 “１月１２日 マドゥロ大統領 与党国会で２０２２年の年次報告を実施” 

 

 

２０２３年１月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 大使館再開よりも大統領選の実施」 

「国連人権弁務官 米国の移民政策に懸念」 

「選挙専門家 CNE 役員検討プロセスに懸念」 

経 済                     

「PDVSA Ecopetrol に取引再開条件を提示か 

～CITGO への原油供給の停止を要請～」 

「２２年の PDVSA 原油輸出量は２．５％減」 

「２２年１～１１月 ベネ原油価格５４％増」 

「２３年 石油セクターは前年比７．２％増」 

「マドゥロ政権 ロシア国際線の増便を検討」 

２０２３年１月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「ロペス党首 PJ、AD 党員らを非難 

～野党協議団 ロペス党首の非難に反論～」 

「マドゥロ大統領 国会にて２２年年次報告 

～銀行 外貨預金３０％を上限に融資可能～」 

経 済                    

「１～２月 イランから自動車３０００台到着」 

「コロンビア Monomeros の購入引き続き希望」 

「建設業界の人材需要 急速に回復」 

社 会                    

「ベネズエラ Covid-１９新規感染者は２桁台」 
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２０２３年１月１１日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 大使館再開よりも大統領選の実施」       

 

米国国務省の Kristina Rosales Kostrukova 報道官は、金

融系メディア「Bloomberg」の取材に応じ、ベネズエラ

での米国大使館の再開について、質問を受けると 

 

「米国政府はベネズエラの勇気ある民主主義擁護活動

を支援している。国会議員など反マドゥロ政権グループ

に対する攻撃が現在も続いている。我々の注力するべき

課題は引き続き２０２４年に予定されている大統領選

である」と発言。 

 

大使館再開についての回答を避けて、バイデン政権が注

力しているベネズエラ問題について「自由で公平な大統

領選挙の実施」とした。 

 

なお、野党国会はグアイド暫定政権を終了させた一方で、

２０１５年に当選した国会議員は引き続き議員として

有効であるとの方針を示しており、２０２３年も野党国

会の議長、第１副議長、第２副議長を任命した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.853」）。 

 

この決定について、マドゥロ政権は「違法な政府認識を

掲げて国家の政府を不当に搾取している」と指摘。野党

側を非難し、捜査を進める姿勢を示している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.855」）。 

 

他、メキシコでの与野党協議について「まだ合意点にい

たっていない」と述べた。 

 

 

 

 

 

「国連人権弁務官 米国の移民政策に懸念」         

 

国連人権高等弁務官事務所の Volker Türk 弁務官は、米

国の移民政策について「難民の基本的な国際人権の侵害

リスクを犯している」と非難した。 

 

２２年１０月 米国のバイデン政権はメキシコ国境か

ら流入する不法移民を強制的に追放する措置を決定し

た。 

 

これは Covid-１９感染拡大防止を建前とする措置だが、

実際のところは不法移民の排除を目的としている。 

 

米国最高裁は、バイデン政権の決定について取り消しを

命じ、２２年１２月２１日に同措置が失効する予定だっ

たが、１２月１９日に最高裁はこの失効措置を延期する

と決定。現在も強制追放措置は続いている。 

 

なお、メキシコから流入する不法移民は、メキシコ人・

ニカラグア人、ハイチ人など多岐にわたるが、ベネズエ

ラ人も２０２２年に入り急増。 

 

ベネズエラ不法移民の急増が、バイデン政権の移民追放

措置の判断に大きな影響を与えたと考えられている。 

 

「選挙専門家 CNE 役員検討プロセスに懸念」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.855」にて、与党国会

が「選挙管理委員会（CNE）」役員の再任命を検討して

いるとの記事を紹介した。 

 

憲法で定められている CNE 役員の任期は７年。 

現在の CNE 役員は２０２１年に任命されたので、本来

であれば２０２８年に任期が満了する予定となってい

る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d98db03861403d2c5ac35b5fff799f53.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d98db03861403d2c5ac35b5fff799f53.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/816ff087e32915b601b3ccff47cce0e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/816ff087e32915b601b3ccff47cce0e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/816ff087e32915b601b3ccff47cce0e2.pdf
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現地メディア「Efecto Cocuyo」は、選挙専門家エウヘニ

オ・マルティネス氏に対して、今回の CNE 役員の再任

命についてヒアリングを実施。 

 

「CNE 役員の交代は非常に悪いサインである。前回の

CNE 役員の任命は多大な政治的努力と国際社会のロビ

ー活動により実現した。」と指摘。 

 

次の役員任命をしても、現在よりも良い条件にはならな

い可能性を指摘した。 

 

他、コレテ・カプリレス氏は、現在の CNE 役員につい

て「わずかだが２０２１年の CNE 役員の任命は、国民

の選挙に対する信頼を勝ち取ることができた。」と指摘。 

 

「２１年１１月に行われた州知事選では、バリナス州知

事に野党候補が当選したが、CNE がバリナス州の選挙

結果を白紙に戻した。しかし、１２月の再選挙の結果、

結局野党系の候補が当選した。CNE 内で圧力がかかっ

たことが要因だ。 

 

現在も CNE は与党勢力が優勢だが、現在の役員を変え

る必要があるかどうかは疑問。任命に失敗すれば、与党

勢力が再び CNE 内での権限を強化する恐れがある。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

経 済                        

「PDVSA Ecopetrol に取引再開条件を提示か     

    ～CITGO への原油供給の停止を要請～」           

 

２２年１１月 ベネズエラ企業「Prodada Energy」が日

量２，５００万立法キューブのガスをコロンビアに輸出

することが決まった。 

 

 

 

 

両国の取引が動き出そうとしている中、米国の「外国資

産管理局（OFAC）」が発効した PDVSA への制裁措置

が問題になっており、コロンビアのエネルギー会社

「Ecopetrol」は OFAC に対して PDVSA との取引につ

いての制裁ライセンスを要請している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.855」）。 

 

本件についての追加情報として、PDVSA は Ecopetrol

に対して取引を開始するにあたり条件を提示している

という。 

 

「Petroguia」によると、PDVSA は Ecopetrol に対して、

CITGO への原油供給契約を無効にすることを求めてい

るという。 

 

与党系の情報提供者によると、 

「CITGO は２０１５年に当選した野党国会がコントロ

ールしている会社であり、その会社と Ecopetrol が取引

をしていることを許容することはできない。」 

との姿勢を示しているという。 

 

現在 CITGO は野党国会が任命した Carlos Jorda 社長が

経営しており、Ecopetrol から原油供給を受けている。 

 

なお、それ以前は PDVSA が CITGO へ原油を供給して

いたが、米国が経済制裁を科し、CITGO のコントロー

ル権をグアイド暫定政権に引き渡したことで CITGO

は原油の供給先を Ecopetrol に代えていた。 

 

CITGO の Jorda 社長は 

「我々は Ecopetrol と原油供給契約を交わしている。こ

の契約が変わることはないと考えている。Ecopetrol は

証券市場で株式が取引されている会社である。コロンビ

ア政府も Ecopetrol を破壊するような意思はないと想像

している。我々はこれまで通り米国の制裁規定に従う。」 

とコメントしている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/816ff087e32915b601b3ccff47cce0e2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/816ff087e32915b601b3ccff47cce0e2.pdf
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「２２年の PDVSA 原油輸出量は２．５％減」         

 

「ロイター通信」は、２０２２年の PDVSA の原油輸出

量について、前年比２．５％減少したと報じた。 

 

報道によると、２０２２年の PDVSA の原油・石油製品

輸出量は日量６１万６，５４０バレルだったという。 

 

なお、２０２２年１２月の産油量は日量５８．５万バレ

ル。先月より５．４％減少したという。 

 

ロイター通信が確認した PDVSA の報告書によると、２

０２２年の石油コークス、メタノール、その他石油製品

などの輸出量は前年よりも増加したという。 

 

「２２年１～１１月 ベネ原油価格５４％増」                  

 

「Petroguia」は、２２年１～１１月の PDVSA の原油輸

出に関する情報を報じた。 

 

「Petroguia」によると、２０２２年１～１１月の「Merey

原油」（ベネズエラの代表的な原油）の国際価格は１バ

レル７８．６２ドル。 

 

２１年１～１１月は、１バレル５１．１２ドルだったた

め、前年同期比５４％増だったという。 

 

最も高額で取引されたのは２２年６月。当時、Merey は

１バレル９２ドルで取引されたという。しかし、その後

原油価格は下落に転じている。 

 

原油価格の高騰を受けて、PDVSA の原油輸出額も増加。

１～１１月までの１１カ月で１６５億ドルを輸出。 

これは前年同期比５７％増になるという。 

 

 

 

「２３年 石油セクターは前年比７．２％増」         

 

ベネズエラ経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバ

ル・オリベロス氏は、２０２３年のベネズエラ石油セク

ターの経済見通しについて言及。 

 

２３年の石油セクターの GDP は、米国の制裁緩和の流

れを受けて、前年比７．２％のプラスになると予想。 

また、ベネズエラ全体の GDP は４．３％のプラスにな

ると予想した。 

 

「２２年１１月、米国の OFAC は制裁ライセンス No.41

を発行し、Chevron のベネズエラでの活動再開を許可し

た。 

 

この制裁緩和には３つの効果がある。 

１つ目は、販売ルートができること。 

２つ目は、ベネズエラ政府の外貨収入が増加すること 

３つ目は、Chevron が輸出する原油はディスカウントが

されないこと。原油価格のディスカウントは現在

PDVSA とベネズエラ政府が直面している最も大きな問

題である。」 

との見解を示した。 

 

なお、制裁ライセンス No.41 は、Chevron が PDVSA・

ベネズエラ政府に対して原油代金・ロイヤリティ・税金

を支払うことを禁止している。 

 

しかし、オリベロス氏は「Chevron の取引が全て自社の

債務回収だけに使用されることをマドゥロ政権が許可

する可能性などあるだろうか」と言及。 

 

「何らかの形でマドゥロ政権は外貨収入を受け取るこ

とになる」と指摘し、制裁ライセンスは、マドゥロ政権

の外貨収入を増やすとの見解を示した。 
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「マドゥロ政権 ロシア国際線の増便を検討」                  

 

１月１１日 ベネズエラのアリ・パドロン観光相は、民

放「Globovision」のインタビュー番組に出演。 

 

ロシアとベネズエラの国際便（モスクワ―カラカス）の

増便を交渉していると述べた。 

 

パドロン観光相によると、現在モスクワ―カラカス便は

１０日に１便の頻度で運行しているという。この便数を

１週間に１便に増やし、その後は週２便、最終的に週４

便に増やす計画を立てているという。 

 

なお、１月１０日にはロシア人観光客４４１名がヌエバ

エスパルタ州のマルガリータ島を訪問し、ビーチを楽し

んだという。 

 

２０２３年１月１２日（木曜）              

政 治                       

「ロペス党首 PJ、AD 党員らを非難          

  ～野党協議団 ロペス党首の非難に反論～」        

 

１月１２日 グアイド前議長（野党国会）が所属する「大

衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、記者会

見を実施。与野党協議について、自身の見解を示した。 

 

「主要野党内には独裁者との直接的なつなぎ役が存在

する。それは、行動民主党（AD）のルイス・アキレス・

モレノ氏であり、第一正義党（PJ）のトマス・グアニパ

氏だ。私はこの与野党協議を信頼していないが、この協

議にはフレディ・ゲバラ氏を同伴させている。」 

と述べた。 

 

 

 

 

他、ロペス党首は、野党協議団のヘラルド・ブライ元代

表（元代表ではあるが、実質的には現在も代表として活

動している）について、「誠実であり、彼の尽力を認め

ている」とした一方で、「残念なことに野党内には独裁

政権の内通者がいる」と言及した。 

 

他、２３年６月に予定されている予備選挙について「何

人かの候補者は、予備選の実施自体に関心が無い」と指

摘。「新時代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首と

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事を想定して非難したと報じられた。 

 

ロペス党首のコメントを受けて、ヘラルド・ブライ氏は

ソーシャルメディアにて、 

「統一プラットフォームを代表して、見解を表明しなけ

ればいけない。全ての決定は、統一プラットフォームに

含まれる各政党のリーダーらとの深い議論を経て同意

を元に決められている。 

 

いかなる政治家も自身の考えや個人的な利害を他に強

要することはできない。我々は常に同意を原則として決

定を行ってきた。」と投稿。ロペス党首の非難に反論し

た。 

 

「マドゥロ大統領 国会にて２２年年次報告      

 ～銀行 外貨預金の３０％を上限に融資可能～」           

 

１月１２日 マドゥロ大統領は、与党国会にて２０２２

年の年次報告を行った。 

 

年次報告は憲法に定められた大統領の義務。大統領は、

毎年１月１５日までに前年の報告を国会で行う必要が

ある。 

 

なお、グアイド暫定政権は、４５日以内に年次報告を行

うようだ。 
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演説にて、マドゥロ大統領は米国による経済制裁を非難。 

 

この数年間のベネズエラの経済悪化の責任は米国の制

裁にあると指摘。米国政府および米国政府に加担したグ

アイド暫定政権を非難した。 

 

なお、マドゥロ大統領によると米国はベネズエラに対し

て９２７件の一方的な経済的・政治的な攻撃を行ってお

り、この間に迫害・資産の強奪などの被害にあい、石油

産業だけでも被害総額は２，３２０億ドル。ベネズエラ

経済全体の潜在的な被害総額は６，２４０億ドルにのぼ

るとした。 

 

同時に、マドゥロ大統領は現在のベネズエラについて、

「原油依存型経済の移行期にある」と指摘。 

 

国内産業を活性化させるため、金融機関に対して預金外

貨の３０％を上限に融資に回すことを許可すると発表

した。 

 

なお、マドゥロ大統領は「２０２３年の６つの指針」と

題して注力活動を発表。 

 

１つ目は「格差のない経済回復」 

２つ目は「社会保護の増進」 

３つ目は「公権力の活動拡大」 

４つ目は「国家の安全強化・司法の保障」 

５つ目は「植民地支配からの脱却と包括的独立」 

６つ目は「より偉大な国家にすること」 

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「１～２月 イランから自動車３０００台到着」            

 

ラモン・ベラスケス国土交通相は、１月２０日～２３日

にかけてイランから自動車（車名 SAINA）１０００台

が到着すると発表した。また、別の自動車（車名 IKCO）

２０００台が荷積みされており、２月にベネズエラに到

着する予定と発表した。 

 

なお、同自動車は交通省が販売を管轄するが、購入希望

者は祖国システムの「ベネズエラ交通大ミッション」の

申請サイトを通じて申請するよう呼びかけると同時に、

「購入優先権を与える」などと偽り詐欺を行うグループ

がいると注意を促した。 

 

 

（写真）ラモン・ベラスケス国土交通相 Twitter 
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「コロンビア Monomeros の購入引き続き希望」         

 

１月１２日 Armando Benedetti 在ベネズエラ・コロン

ビア代表大使は「Emisora Atlantico」に出演。 

 

「コロンビア政府は、引き続き Monomeros の購入に関

心がある」と述べた。 

 

また「同日午後に Monomeros の購入に関する協議をマ

ドゥロ政権と予定している」と発言。現在進行形で協議

が動いていることを示した。 

 

「建設業界の人材需要 急速に回復」               

 

ベネズエラの建設業界は、長い間深刻な経済低迷に苦し

んできたが、ここにきて急速に景況感が回復していると

いう。 

 

「ベネズエラ建設業協会（CVC）」のエンリケ・マドゥ

レリ代表は、建設業界の人材需要が急激に増加している

と説明。 

 

公的セクターでは１５５．６８％、民間セクターでは４

９．７９％増加しているという（いつと比べての増加な

のかが述べられていない）。 

 

マドゥレリ代表によると、ベネズエラの建設業界は２０

１２年当時と比べて９８．５％も縮小した。 

 

しかし、最近では、電力・学校・病院・石油産業などの

インフラ工事需要が増加しており、制裁緩和などを受け

て急激に建設業界が回復する可能性があるとした。 

 

 

 

 

 

Chevron の ベ ネ ズ エ ラ で の 事 業 再 開 に つ い て も

「Chevron は稼働を停止している１．８万の鉱井の稼働

を再開させようとしており、建設業界にとって大きなチ

ャンスになる。」と指摘。 

 

他、外国に凍結されている３２億ドルの政府資産が使用

できるようになることについても歓迎。ただし、ベネズ

エラのインフラを回復させるためには１００億ドルは

必要との見解を示した。 

 

社 会                       

「ベネズエラ Covid-１９新規感染者は２桁台」            

 

世界的には現在も Covid-１９感染は落ち着いていない

が、ベネズエラについて Covid-１９は比較的落ち着い

ている。 

 

保健省の発表によると、１月に入ってからベネズエラの

Covid-１９新規感染者数は毎日２桁台を維持している。 

 

直近１月１２日の新規感染者数は１８名（ヤラクイ州６

名、ミランダ州４名、カラカス首都区３名、タチラ州２

名、カラボボ州１名、コヘーデス州１名、ポルトゥゲサ

州１名）。 

 

現在も Covid-１９に感染している人数は５７２名。 

うち４２名が国立病院に入院中、７０名が統合診察セン

ターに入院中、２４名が民間病院に入院中、４３６名が

地域コミュニティで療養しているという。 

 

もちろんこの数は氷山の一角にすぎず、実際の感染者は

この公表値よりも多いことは確実だが、Covid-１９への

警戒感はかなり薄れている。 

 

以上 


