
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年３月１４日～３月１５日報道            No.７２８   ２０２２年３月１６日（水曜） 

1 / 7 

（写真）Chevron “Chevron ベネズエラでの活動再開に向けてチーム発足の準備？” 

 

 

２０２２年３月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「米国 ベネズエラへの制裁緩和について 

“今のところは”検討していない」 

「マドゥロ大統領 バチェレ弁務官と電話協議」 

経 済                     

「シェブロン ベネズエラでの活動再開の準備 

～米国 Eni、Repsol などの取引再開も検討～」 

「専門家 ２０２２年のベネズエラ産油量予想」 

「エビ輸出 日本などアジア向け輸出強化望む」 

社 会                     

「マドゥロ大統領息子 タイでバカンスを満喫」 

２０２２年３月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「与野党協議には経済・社会セクターも参加 

～穏健派 AD 国内での実施＆公開を求める～」 

「国会 新判事候補者リストを民衆権に提出」 

「グアイド暫定政権 野党国会秘書官を任命」 

経 済                    

「OPEC ２月の産油量は日量６８万バレル」 

「米とベネ ２１年の貿易額は１９．５億ドル」 

「Petro ウォレット Google Play でダウンロード」 

社 会                    

「Meta ベネズエラのフェイクニュースを精査」 
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２０２２年３月１４日（月曜）             

政 治                       

「米国 ベネズエラへの制裁緩和について       

     ～”今のところは”検討していない～」       

 

３月１４日 米国バイデン政権のジェン・サキ報道官は、

記者会見で記者からベネズエラへの制裁緩和について

質問を受け 

 

「（ベネズエラからの原油輸入について）現時点では、

活発に話し合いがされているものではない。」と述べた。 

 

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、米国はロシアからの

原油調達を禁止。 

バイデン政権は原油調達先の多角化を進めており、ベネ

ズエラからの原油輸入についても検討している。 

 

マドゥロ政権と協議を行い、ベネズエラで拘束されてい

た米国籍の囚人２名が解放されるなど、制裁緩和の可能

性が高まっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.726」）。 

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」は、仮に制裁が緩和

され、石油産業の投資制度が改善し、インフラ設備が改

善すれば現在の日量８６万バレルを短期・中期的に日量

１２０万バレルまで引き上げることができると指摘。 

 

産油量の増加分を輸出に回すことで米国に日量４０～

５０万バレルの原油を輸出できるとの見通しを示して

いる。 

 

ただし、ベネズエラとの原油取引の再開はマドゥロ政権

へ資金を流す行為であり、米国内外から批判的な意見が

出ている。 

 

 

 

批判が更に強まることを恐れ、バイデン政権はマドゥロ

政権との協議を休止したが、サキ報道官の「現時点では」

との回答の通り、検討を止めたわけではないと思われる。 

 

「マドゥロ大統領 バチェレ弁務官と協議」         

 

３月１４日 マドゥロ大統領は、国連のミシェル・バチ

ェレ人権高等弁務官とオンライン協議を実施した。 

 

マドゥロ大統領のツイッターによると、協議の内容は

Covid-１９に関するマドゥロ政権の対応と現状につい

て。また、平和と司法の独立性を高めるための国連職員

受け入れについて意見交換をしたという。 

 

投稿では触れられていないが、ロシアのウクライナ侵攻

を受けて、ベネズエラを取り巻く環境は大きく変化して

おり、制裁緩和と人道支援などについても話し合いがあ

ったのかもしれない。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5fd8806be31a44a8f1da6f31f5ec6252.pdf
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経 済                        

「シェブロン ベネズエラでの活動再開の準備     

 ～米国 Eni、Repsol などの取引再開も検討～」           

 

ロイター通信は、関係者からの情報として、米国のエネ

ルギー会社「Chevron」がベネズエラでの活動再開の準

備を進めていると報じた。 

 

バイデン政権はベネズエラ石油産業の制裁緩和を検討

しており、「シェブロン」の活動再開についても話し合

っ た と 報 じ ら れ て い る （「 ベ ネ ズ エ ラ ・ ト ゥ デ イ

No.727」）。 

 

具体的には、ベネズエラ原油を販売するためのチームを

集め始めたという。また、ベネズエラの商用ビザを取る

準備なども進めており、早ければ４月には活動を再開で

きるという。 

 

制裁を科される以前、シェブロンはベネズエラで日量２

０万バレルを産出していたと報じられており、同社の活

動再開はベネズエラの産油量を大きく引き上げる。 

 

関係者の証言によると、「バイデン政権も制裁緩和意思

を表明しているが、そのためには米国籍の囚人の更なる

解放、与野党協議の再開日の決定などマドゥロ政権によ

る政治的な譲歩が必要」だという。 

 

また、バイデン政権はスペインの「Repsol」やイタリア

の「Eni」など米国以外のエネルギー会社と PDVSA と

の取引再開についても検討しているという。 

 

ただし、これらの会社との取引は原則、マドゥロ政権が

負っている累積債務の返済を前提としているという。 

 

 

 

 

「専門家 ２０２２年のベネズエラ産油量予想」         

 

野党系団体「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２０

２２年のベネズエラの産油量（２１年と比べてどのくら

い産油量が増えるか）について現地の主要な経済専門家

に対してヒアリングを実施。その結果を発表した。 

 

質問は「米国が石油産業の制裁を緩和しなかった場合」

と「米国が石油産業の制裁を緩和した場合」の２点。 

 

「米国が石油産業の制裁を緩和しなかった場合」の回答

は以下の通り。 

 

Antero Alvarado 氏： 日量５０～６０万バレル増 

Luis Oliveros 氏： 変わらない 

Rafael Quiroz 氏：  日量２３．５万バレル増 

Nelson Hernández 氏： 日量１０万バレル増 

Evanán Romero 氏： 日量８万バレル増 

Luis Pacheco 氏： 変わらない 

 

また「米国が石油産業の制裁を緩和した場合」に増える

であろう産油量に関する回答は以下の通り。 

 

Antero Alvarado 氏： 日量６０～７０万バレル増 

Luis Oliveros 氏： 日量２０～２５万バレル増 

Rafael Quiroz 氏：  日量２３．５万バレル増 

Nelson Hernández 氏： 日量２０万バレル増 

Evanán Romero 氏： 日量８万バレル増 

Luis Pacheco 氏： 日量３～５万バレル増 

 

仮に制裁が緩和されなくても大部分の専門家は産油量

が増えると認識しているようだ。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/679c4879cc34e1fd02ced9cba988ce11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/679c4879cc34e1fd02ced9cba988ce11.pdf
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「エビ輸出 日本などアジア向け輸出強化望む」           

 

ベネズエラの主要輸出品として海産物があり、エビは同

国の代表的な輸出品の１つ。 

 

「エビ生産者団体（Asoproco）」のフェルナンド・ビジ

ャスミル代表は２０２２年のエビ輸出量について、５万

トンを超えるとの見通しを示した。 

 

ビジャスミル代表によると、現在ベネズエラのエビ輸出

の８８％は欧州向けに輸出されている。しかし、ロシア

によるウクライナ侵攻を受けて、欧州向け輸出が減る可

能性があると指摘。 

 

韓国、日本、マレーシアなどアジア向けの輸出を増やす

意欲を示した。また、ラテンアメリカ地域（メキシコ、

ペルー、チリ、コロンビア）向けの輸出も増やすという。 

 

他、ビジャスミル代表は現在のエビ養殖業の雇用者数に

ついて、水質調査員など直接養殖に関わっていない人な

どを含めて３０万人と述べた。 

 

社 会                        

「マドゥロ大統領息子 タイでバカンスを満喫」           

 

マドゥロ大統領の息子ニコラス・マドゥロ・ゲラ氏（通

称ニコラシート）が、２月２５日～３月５日にかけてタ

イのバンコクで旅行をしていたと報じられている。 

 

ゲラ氏は、頻繁にインスタグラムを更新しているがタイ

の滞在中は更新を止め、ビーチでバカンスを楽しんだと

いう。 

 

また、タイの空港到着時から運転手が迎えに来て、ベン

ツの高級車でバンコク市内を回ったと報じられている。 

 

 

２０２２年３月１５日（火曜）              

政 治                       

「与野党協議には経済・社会セクターも参加      

 ～穏健派 AD 国内での実施＆公開を求める～」       

 

３月１５日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は与野党協議

について言及。 

 

次の与野党協議は政治セクターだけではなく、経済セク

ター、社会セクターも参加すると説明した。 

 

ロドリゲス議長は 

「経済セクターは対話に参加する権利がある。同様に労

働者や学術団体、学生、市民団体、若者も対話に参加す

る権利がある。それぞれが我が国の話に意見を述べるこ

とができる。」 

と言及した。 

 

なお、協議の日時・場所については現時点では公表され

ていない。 

 

また政治セクターからは主要野党グループと与党（マド

ゥロ政権）が参加することは言及しているが、穏健野党

や独立野党など主要野党以外のグループから協議参加

者が出るかどうかは分からない。 

 

本件について、穏健派 AD のベルナベ・グティエレス幹

事長は、マドゥロ政権に対して「外国に行って話し合う

必要はない」と指摘。ベネズエラ国内で与野党協議を実

施するよう要請している。 

 

また、協議の内容は「カデナ（テレビ、ラジオなどベネ

ズエラ国内の全てのメディアで政府が指定する番組を

強制的に流させること）」で放送し、国民全体が対話の

内容を理解できるようにするべきだと提案した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年３月１４日～３月１５日報道            No.７２８   ２０２２年３月１６日（水曜） 

5 / 7 

 

「国会 新判事候補者リストを民衆権に提出」        

 

与党国会は現在、新たな最高裁判事の選定作業を行って

おり、４月中には新たな判事が決定する予定となってい

る。 

 

最高裁判事の決定プロセスは憲法で定められている。 

 

最初に国会で判事任命委員会を発足。同委員会が立候補

者を募る。 

 

判事任命委員会は、立候補者の職歴などを精査した上で

候補者リストを作成。 

 

そのリストを民衆権（検察庁、護民官、行政監督長）に

提出し、民衆権側で候補者が的確かどうかのチェックを

行うことになっている。 

 

３月１５日 与党国会の判事任命委員会は、民衆権に対

して判事リストを提出した。リスト提出式には、エルビ

ス・アモロソ行政監督長、アルフレド・ルイス護民官、

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長が出席した。 

 

このリストをチェックした後で、与党国会内で本格的に

判事の任命検討が行われることになっている。 

 

 
（写真）El Cooperante 

 

「グアイド暫定政権 野党国会秘書官を任命」           

 

３月１５日 グアイド議長は野党国会の秘書官として

ホセ・アントニオ・フィゲレド・マルケス氏を任命した。 

 

これまで秘書官を務めていたウィルフレド・ペニャルベ

ル氏は解任なのか、辞任なのかは説明されていない。 

 

国会の主な役職者は 

・国会議長 

・国会第１副議長 

・国会第２副議長 

・秘書官 

 

であり、国会議長～国会第２副議長までは議員が就任す

るが、秘書官は一般の人が担う。 

秘書官は国会の議題作成や議員召集など事務的な作業

を行う。 

 

ホセ・アントニオ・フィゲレド・マルケス氏がどのよう

な人物かは不明だが「新時代党（UNT）」が推薦した人

物だという。 

 

 

（写真）野党国会 

“野党国会の秘書官就任を宣誓するグアイド議長とホ

セ・アントニオ・フィゲレド・マルケス氏” 
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経 済                       

「OPEC ２月の産油量は日量６８万バレル」         

 

OPEC は加盟国の２２年２月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、２月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量２．１万バレル増え、日

量６８万バレル。 

 

また、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した２月の産

油量は先月から３．３万バレル増え、日量７８．８万バ

レルだったとしている。 

 

 

（写真）OPEC 

 

「米とベネ ２１年の貿易額は１９．５億ドル」         

 

「米国ベネズエラ商工会（Venamcham）」は、２０２１

年のベネズエラと米国の貿易取引（輸出・輸入の合計額）

は１９億５，２００万ドルだったと発表した。 

 

 

２０２１年のベネズエラの米国向け輸出額は３億ドル。 

２０２０年の１億６，８００万ドルが８０．３４％増え

たという。 

 

ただし、下表の「ベネズエラの米国向け輸出の月別グラ

フ（２０１８年～２０２１年）」の通り、２０１９年１

月までは原油を輸出できていたことで輸出量は比較的

多かったが、同月に米国が PDVSA に制裁を科したこと

で１９年２月から輸出額が急激に減少。 

 

それ以降、ベネズエラの米国向け輸出が著しく減ってい

ることが確認できる。 

 

 

 

２０２１年のベネズエラの米国からの輸入額は１６億

５，２００万ドル。２０年の１１億３，１００万ドルか

ら４６．０８％増えたことになる。 
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「Petro ウォレット Google Play でダウンロード」            

 

「デジタル通貨監督局（Sunacrip）」は、マドゥロ政権が

発行したデジタル通貨「Petro」のアプリが Google Play、

Play Store でダウンロードできるようになったと発表し

た。 

 

これはデジタルウォレットで、このウォレットでビット

コインやイーサリアムをペトロに両替することが可能

のようだ。 

 

現在のところ受け取ることができるデジタル通貨は、ビ

ットコイン、LiteCoin、Dash で、これらの通貨からペ

トロに両替することが可能だという。 

 

 
（写真）Sunacrip 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「Meta ベネズエラのフェイクニュースを精査」            

 

「Meta（旧フェイスブック社）」は、ベネズエラに関す

る情報の正誤を確認するため「Cotejo.info」という会社

の情報確認サービスを利用すると発表した。 

 

「Meta」は Facebook 以外にも Instagrma、WhatsApp

などのサービスも提供している。 

 

「Cotejo.info」のアンドレス・カニサレス社長は 

「我々はフェイクニュースと戦う記者集団で、Meta と

協力関係を結び Facebook、Instagram での偽情報を監視

する」と説明している。 

 

ベネズエラでは情報収集の手段としてツイッターなど

ソーシャルメディアを使用する人が多い。 

 

ただし、ソーシャルメディアの情報は正しいかどうかの

確認がなく、政治的な意図をもった報道が多く、ベネズ

エラ国民の分断を招く原因の１つにもなっている。 

 

もちろん「Cotejo.info」が政治的な意図を持つ組織であ

れば、ベネズエラの情報操作に拍車がかかることも有り

得るだろう。 

 

以上 


