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（写真）Ivan Simonovis 氏 twitter “アイサミ石油相の要請を受け、SEBIN が PDVSA 総裁の汚職捜査を開始？” 

 

 

２０２３年３月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「西政府 野党国会議長らの逮捕要請受けてない」 

経 済                     

「PDVSA 社長ら 汚職捜査を受ける？ 

～調査を申請したのはアイサミ石油相か～」 

「PDVSA Petrovietnam と交渉を進める」 

「制裁タンカー ベネズエラ産原油を輸送」 

「２３年１月 医薬品販売が１２．８％減」 

社 会                     

「故チャベス元大統領の生家 博物館に」 

「Las Mercedez カジノ経営者はチャベス元護衛？」 

２０２３年３月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「エクアドル政府 在エクアドル亜大使を追放」 

「カプリレス元知事 全国行脚を開始」 

「ルラ大統領外交顧問 与野党協議の進展に満足」 

経 済                    

「大規模金融取引税の改定で外貨建て決済減少」 

「OPEC ２月の産油量は日量７０万バレル」 

「Petrozamora 中東企業へ移譲か」 

社 会                    

「女性給料 男性より２１．８％低い」 

「気象観測所 火事の増加を予想」 
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２０２３年３月１３日（月曜）             

政 治                       

「西政府 野党国会議長らの逮捕要請受けてない」       

 

グアイド暫定政権は２３年１月に解散したが野党国会

は引き続き残っている。 

 

現在の野党国会３役（国会議長、第１副議長、第２副議

長）は、国会議長が「第一正義党（PJ）」の Dinorah 

Figuera 議員。 

 

第 １ 副 議 長 は 、「新 時代 党 （ UNT ）」の Marianela 

Fernández 議員。 

 

第２副議長は、「行動民主党（AD）」の Auristela Vásquez

議員。 

 

３人は全員女性で、Dinorah Figuera 議員はスペイン在 

住。Marianela Fernández 議員は米国在住。Auristela 

Vásquez 議員はスペイン在住と全員が外国に居住して 

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.853」）。 

 

もちろんマドゥロ政権は野党国会の存在を認めておら

ず、３役の任命は憲法違反と指摘。彼らの拘束を求めて

いる。 

 

本 件 に つ い て 、 Dinorah Figuera 議 長 と Auristela 

Vásquez 第２副議長の居住国スペイン政府は、両名に対

して、マドゥロ政権からの拘束要請は受け取っていない

と説明した。 

 

スペインメディア「EP」によると、スペイン議会の

Valentina Martínez 議員、Pablo Hispán議員、Belen Hoyo

議員の３名が「マドゥロ政権から逮捕要請を受けている

のか」とスペイン政府に質問を送り、スペイン政府は「逮

捕要請を受け取っていない」と回答したという。 

経 済                        

「PDVSA 社長ら 汚職捜査を受ける？        

   ～調査を申請したのはアイサミ石油相か～」           

 

３月１３日 急進野党系の政治家イバン・シモノビス氏

（自宅軟禁から脱出し米国に亡命）は、自身のソーシャ

ルメディアアカウントにて、PDVSA の Pedro Tellechea

総裁（表紙写真左）と「ベネズエラサッカー連盟（FVF）」

の Jorge Jiménez 代表（表紙写真右）が汚職捜査を受け

ていると投稿した。 

 

シモノビス氏によると、この捜査はタレク・エル・アイ

サミ石油相が申請したもので、公安機能を担う Sebin が

捜査を始めているという。 

 

ただし、どのような汚職疑惑があるのかは明らかにされ

ていない。 

 

政府高官を失脚させるために汚職容疑をかけることは、

ベネズエラに限らず珍しいことではないため、失脚させ

るための工作行為の可能性もあるだろう。 

 

なお、Tellechea 総裁は２３年１月から PDVSA 総裁に

就任したが、契約内容の見直しを理由にこれまでの取引

先への原油輸出を停止。 

 

これらの理由から Tellechea 総裁の就任後、PDVSA の

輸出額は大幅に減少している。 

 

組織運営がうまくいかないため、失脚圧力が高まってい

ることも考えられる。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d98db03861403d2c5ac35b5fff799f53.pdf
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「PDVSA Petrovietnam と交渉を進める」                  

 

３月１３日 マドゥロ大統領は、在ベネズエラ・ベトナ

ム大使 Le Viet Duyen 氏の離任式に出席。 

 

同式典に出席していたイバン・ヒル外相および PDVSA

の Pedro Tellechea 総裁に対して、PDVSA とベトナム

の石油公社 Petrovietnam との共同プロジェクトの実現

に向けた交渉を進めるよう命じた。 

 

２０１０年、ベネズエラとベトナムは、オリノコ原油地

帯の原油開発とアップグレードなどを行う合弁会社

「Petromacareo」を組織することで合意していた。 

 

２０１７年以降、マドゥロ政権は国際社会から孤立した

が、その中でもベトナムは比較的マドゥロ政権と友好的

な関係を維持していた印象がある。 

 

昨年５月にも、ベトナムとベネズエラは、ベネズエラの

コメ生産拡大のための協力協定を締結していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.752」）。 

 

「制裁タンカー ベネズエラ産原油を輸送」                  

 

「ロイター通信」は、「Thomarose Global Ventures Ltd」

というナイジェリアの会社が所有する「Nolan」（パナマ

籍）という船舶が、ベネズエラの燃料オイルを積んでキ

ューバのマタンサスに向かっていると報じた。 

 

現在キューバはエネルギー不足が深刻のようで、エネル

ギー問題を解消するため、通常よりも多い燃料オイル４

０万バレルを同船舶に積み込んでいるという。 

 

また、１１３万バレルの重質油も３月末にキューバに到

着する予定だという。 

 

 

この「Nolan」という船舶は、米国がテロ組織に指定し

ているヒズボラやコッズ部隊らに協力しているとして、

制裁措置を受けているという。 

 

「２３年１月 医薬品販売が１２．８％減」                  

 

「医薬品産業商工会（Cifar）」のティト・ロペス代表は、

２０２３年１月の医薬品売上について、前年同期（２２

年１月）よりも１２．７８％減少したと述べた。 

 

ロペス代表によると、現在は医薬品不足の問題は無く、

ベネズエラ国内には９０日分の医薬品在庫があるとい

う。 

 

ただし、抗うつ剤、高血圧を抑える薬、糖尿病を抑える

薬など不足気味の医薬品もあるとした。 

 

売り上げ減少の要因は価格の高騰。 

 

ララ州医薬品学校のオマール・アルバレス校長は、この

数カ月で医薬品の価格が高騰しており、商品によっては

５０％も値上がりしているとした。 

 

社 会                        

「故チャベス元大統領の生家 博物館に」           

 

３月１３日 マドゥロ政権は、バリナス州に「Mamá 

Rosa」という博物館をオープンした。この「Mamá Rosa」

は、故チャベス元大統領の生家であり、幼少期を過ごし

た家である。 

 

故チャベス元大統領の兄であるアダン・チャベス氏が開

業式に出席。この博物館で様々なイベントを行うという。 

 

なお、故チャベス元大統領が亡くなったのは２０１３年

３月。２０２３年３月に丁度１０年を迎えたことになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf
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（写真）VTV 

 

「Las Mercedez カジノ経営者はチャベス元護衛？」                  

 

２０２２年からカラカス Las Mercedez 地区に高級カジ

ノ「GOAT」がオープンしている。 

 

「Alianza Rebelde」の調査によると、このカジノは、故

チャベス元大統領のボディーガードを務めた Adrián 

Velásquez Figueroa 氏の親族のものだという。 

 

なお、Adrián Velásquez Figueroa 氏は、マネーロンダリ

ングを理由に妻の Claudia Díaz Guillén 氏とともに起訴

されている。 

 

そして、このカジノは Adrián Velásquez Figueroa 氏の

母親である Amelis María Figueroa Chacín 氏が筆頭株主

になっている会社だという。 

 

Figueroa Chacín 氏は、PDVSA 役員を務めたことのあ

る Josmel Velásquez Figueroa 氏の母でもあるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Madurasdas 

 

２０２３年３月１４日（火曜）              

政 治                       

「エクアドル政府 在エクアドル亜大使を追放」        

 

３月１４日 エクアドル政府は、在エクアドル・アルゼ

ンチン代表大使を務めていた Gabriel Fuks 氏を国外追

放すると発表。 

 

同時に状況確認のため、在アルゼンチン・エクアドル大

使を本国に戻すと発表した。 

 

報道によると、Gabriel Fuks 大使は、エクアドルのラフ

ァエル・コレア元大統領（２００７年～２０１７年）の

側近 María de los Ángeles Duarte 氏をベネズエラに逃

亡させたという。 

 

María de los Ángeles Duarte 氏は、コレア元大統領と同

じく汚職を理由にエクアドル検察から起訴されており、

裁判を逃れるため２年前から、在エクアドル・アルゼン

チン大使館に逃げ込み、アルゼンチンの保護下にあった。 

 

なお、マドゥロ政権は María de los Ángeles Duarte 氏の

亡命を受け入れるかどうかは明言していないが、コレア

元大統領とマドゥロ大統領は盟友であり、受け入れる可

能性が高い。 
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「カプリレス元知事 全国行脚を開始」           

 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元知事が

本格的に予備選に向けた選挙キャンペーンを開始して

いる。 

 

３月１４日 カプリレス元知事は、予備選に向けて全国

を周ると発表。最初の訪問先はアプレ州になるようだ。 

 

最近は、マチャド党首と並んでカプリレス元知事のメデ

ィア露出が多くなっている。 

 

一方、急激に支持を集めているベンジャミン・ラウセオ

氏だが、最近はメディアで彼に関する記事はほとんど見

かけなくなっている（ラウセオ氏については「ウィーク

リーレポート No.293」参照）。 

 

 

（写真）カプリレス元ミランダ州知事 Twitter 

 

 

 

 

「ルラ大統領外交顧問 与野党協議の進展に満足」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.880」にて、マドゥロ大統

領がブラジルのルラ政権で外交顧問を務める Celso 

Amorim 氏と会談したとの記事を紹介した。 

 

３月１４日 Celso Amorim 氏は、マドゥロ大統領との

協議の内容について記者から質問を受けると「与野党協

議が進展していることに満足している」と回答したとい

う。 

 

２２年１１月 与野党協議が行われ、いくつかの合意が

交わされたが、それ以降２回目の与野党協議は行われて

いない。 

 

与野党協議の進展について、客観的に見れば満足できる

状況にはないが、水面下で何らかの動きがあるのかもし

れない。 

 

経 済                       

「大規模金融取引税の改定で外貨建て決済減少」            

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」は、主要１０都市での

決済実績を調査。 

 

２０２１年１２月末時点では、外貨建て決済の割合は全

体の６６％だったが、現在は４５％まで減少したと指摘。 

 

逆にボリバル建ての決済は２１年１２月末時点では３

４％だったが、現在は５５％まで増加したという。 

 

経済専門家の Jesús Palacios 氏は、「家電・電気機器・部

品などはドル経済化がかなり進んでいたが、現在はボリ

バル建てで支払うケースも増えている」と指摘。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d840eed69c037f3e4b08c60879cc2301.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d840eed69c037f3e4b08c60879cc2301.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f433abdc7b039e8d5b90aa578c595fa.pdf
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２０２２年初めは売り上げの７０％がドル建てだった

会社が、現在は売り上げの８０％がボリバル建てになっ

ているケースもあるという。 

 

外貨建て取引が減少した理由は、大規模金融取引税の改

定。 

 

２０２２年３月、大規模金融取引税が改定され、外貨建

て決済には一律３％の税金が課されることになった。 

 

これにより、追加の税支払いを避けるため、多くの市民

がボリバル建ての支払いをするようになったことが要

因と考えられている。 

 

「OPEC ２月の産油量は日量７０万バレル」         

 

３月１４日 OPEC は、加盟国の２３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４０００バレル増え、日

量７０万バレル。 

 

 
 

一方、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２．８万バレル減り、日量７０．４万バ

レルだったとしている。 

 

 

 

 

 

なお、OPEC によるとベネズエラの代表油種「Merey」

の２月の平均価格は１バレル６１．９５ドル。先月の１

バレル６１．７４ドルから微増した。 

 

なお、WTI の２月の平均価格は１バレル７６．８１ド

ルで、１バレル当たり１５ドル近い差がある。 

 

「Petrozamora 株式 中東企業へ移譲か」         

 

マドゥロ政権は、９月に PDVSA と露企業「GPB Global 

Resources」との合弁会社「Petrozamora」のコントロー

ルを奪取。「GPB」から違法な接収と訴えられている。 

 

米国メディア「Bloomberg」は、内部関係者からの情報

として、PDVSA がこの「Petrozamora」の株式４０％を

「GazMin International Group」という中東企業に移譲

したと報じた。 

 

「Bloomberg」によると、「GazMin International Group」

という会社は、アラブ首長国連邦（UAE）とクウェート

に本社がある会社で、同社の経営者はベネズエラ人だと

いう。 

 

UAE は、ベネズエラのニュースにはあまり登場しない

が、ベネズエラ産原油の制裁回避取引に UAE が絡んで

いるとの噂は以前から存在している。 
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社 会                       

「女性給料 男性より２１．８％低い」            

 

「米州開発銀行（BID）」は、ベネズエラの女性の労働市

場参加率について、ラテンアメリカ・カリブ海地域で最

も低い３７％と予想した。 

 

なお、ラテンアメリカ・カリブ海地域の女性の労働市場

参加率は平均で４３％だという。 

 

また、女性の平均給料は男性と比べて２１．８％低いと

いう。 

 

「Inclusion Consulting Group」の Alesia Rodríguez 氏

によると、ベネズエラでは若年層の女性労働者は多いが、

年齢が上がるに従い女性の就労率は大きく減少すると

いう。 

「家事」「子供の世話」「両親の世話」などで女性の負担

が他国より大きいことが主な理由とした。 

 

ベネズエラでは、女性の家事負担はこの数年で減少して

おらず、むしろ増加傾向にあるという。 

 

「気象観測所 火事の増加を予想」         

 

３月１４日 「ベネズエラ気象観測所（Inameh）」は、

今後２カ月間で気温が３９度まで上昇する地域が増え

ることが予想されており、森林火災のリスクが７５％上

昇していると指摘した。 

 

火災リスクの上昇が懸念される地域はカラカス首都区

を含む多くの州。 

 

スリア州、アンデス地区、アプレ州・アマゾナス州は雨

が多く降るとみられ、火災のリスクは他地域より低いと

いう。 

 

 

（写真）Inameh 

“茶色で塗られている地域は火災リスクが高い地域” 

“緑色で塗られている地域は火災リスクが低い地域” 

 

以上 

 


