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（写真）Bancaynegocios “シェブロン ベネズエラでの事業再開の観測高まる” 

 

 

２０２２年１０月５日（水曜） 

 

政 治                     

「米州機構でグアイド政権の代表降ろし失敗 

～１８カ国がグアイド政権の代表離任に賛成～」 

「HRW ベネズエラの人権理事会入りを拒絶」 

「最高裁 オンライン法廷を開始、傍聴も可能」 

経 済                     

「OFAC Chevron の制裁ライセンス修正準備？ 

～米国の凍結口座も条件付きで解除の可能性～」 

「野党国会 ９月のインフレ率は１１．５％」 

社 会                     

「SAIME 外国居住者へパスポート５４６４発行」 

２０２２年１０月６日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 修正内容の事前報告を要求」 

「米国 大統領夫人の甥の解放に５つの条件」 

経 済                    

「ラム酒 Ron Diplomatico 米企業に事業売却」 

「外貨取引の普及で宝くじが拡大」 

「現在の燃料精製量は日量１５．５万バレル」 

社 会                    

「カラカス、バルガス州等 台風で被害拡大 

～停電、道路崩壊、土砂崩れ、倒木～」 

「故チャベス元大統領の護衛 米国へ送還？」 
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２０２２年１０月５日（水曜）             

政 治                       

「米州機構でグアイド政権の代表降ろし失敗     

 ～１８カ国がグアイド政権の代表離任に賛成～」       

 

米州各国が加盟する国際組織「米州機構（OAS）」は、

米国の影響力が強い組織と認識されている。 

 

ベネズエラは故チャベス政権当時から OAS と敵対関係

にあり、２０１７年 OAS からの脱退を表明。組織規則

上、脱退を表明してから２年後に脱退する決まりだった

ので、２０１９年にベネズエラは OAS から正式に脱退

する予定となっていた。 

 

しかし、２０１９年当時、ベネズエラにグアイド暫定政

権が発足。OAS でベネズエラ政府をマドゥロ政権と認

識するか、グアイド暫定政権と認識するかの投票が行わ

れた。 

 

その結果、グアイド暫定政権をベネズエラ政府と認識す

ることに加盟国３５カ国（当時）のうち１８カ国が賛成

（ただし、キューバは投票不可で実質的に３４カ国）。 

 

成立要件となる１／２が賛成したことで、OAS にとっ

てベネズエラ政府はグアイド暫定政権となり、ベネズエ

ラは現在も OAS に留まっている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.276」）。 

 

しかし、当時から３年半が経過し、グアイド暫定政権が

形骸化している。 

 

多くの国は実質的にグアイド暫定政権をベネズエラ政

府と認識しておらず、マドゥロ政権の実効支配を前提に

外交を行っている。 

 

 

このような経緯から、OAS 加盟国１１カ国からグアイ

ド暫定政権をベネズエラ政府と認識する方針の見直し

提案がなされた。 

 

この提案をしたのは、アンティグア・バーブーダ、バハ

マ、バルバドス、べリース、ボリビア、ドミニカ国、グ

ラナダ、メキシコ、サンタルシア、セントビンセント・

グレナディーン諸島、トリニダード・トバゴ。 

 

そして、本件について、現在行われている米州機構の総

会で議論するかどうかを決めるための投票が行われた。 

 

理由は分からないが、現在は当時から１カ国減り３４カ

国になっているようで、 

 

賛成１８カ国（上記１１カ国に加えて、アルゼンチン、

コロンビア、チリ、ホンジュラス、他３カ国） 

反対４カ国（米国、カナダ、グアテマラ、パラグアイ）、

棄権９カ国（ブラジル、コスタリカ、エクアドル、エル

サルバドル、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、ドミニカ

共和国、ウルグアイ）、 

欠席２カ国（ニカラグア、ベネズエラ） 

OAS 総会で議論する要件の２３カ国に達しなかったと

して提案は不成立となった。 

 

なお、２０１９年当時は加盟国の２分の１の賛成で成立

したが、今回は総会の議論に挙げるために３分の２の賛

成が必要となっていた。 

 

２０１９年当時も本来は３分の２の賛成が必要と言わ

れていたが、OAS の代表が米国寄りであるため、２分

の１で成立させたと言われている。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0219c26b0541d090f5cc7f6ff3ecaef.pdf
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「HRW ベネズエラの人権理事会入りを拒絶」         

 

現在、ベネズエラ（マドゥロ政権）は国連の人権理事会

に入っている。 

 

しかし、現在の人権理事会メンバーの期限が迫っており、

１０月１１日に南米から次の人権理事会メンバーを決

める投票が行われる予定となっている。 

 

ベネズエラは延長を希望しており、チリ、コスタリカと

投票で争う形になっている。 

 

１０月５日 人権団体「ヒューマンライツ・ウォッチ」

の Louis Charbonneau 氏は、ベネズエラの人権理事会

入りを支持しないよう各国政府に要請。 

 

「ベネズエラの人権理事会メンバー入りは国連の信頼

性を損なう。ベネズエラ政府は自国の国民を虐殺する一

方で、他国の人権を裁こうとしている。」 

と主張した。 

 

マドゥロ政権は国内外から人権侵害の批判を受けてお

り、国連の独立調査委員会もマドゥロ政権および治安当

局の組織的な人権侵害を訴えている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.809」）。 

 

「最高裁 オンライン法廷、傍聴も可能に」                  

 

１０月４日 最高裁判所は、刑事事件の裁判のオンライ

ン傍聴を許可すると発表した。 

 

Covid-１９の感染拡大防止策として、以前からオンライ

ンでの裁判は行われていたが、傍聴することは出来なか

ったようだ。しかし、今後は申請プロセスを経て、オン

ラインで裁判の様子を傍聴できるようになるという。 

 

 

グラディス・グティエレス最高裁判長は 

「本件はベネズエラの裁判制度にとって大きな進歩だ。

オンラインでの傍聴を可能にすることで、居住者の場所

に関わらず、全国から裁判を傍聴することができる。ま

た、裁判の信頼性を高めることを可能にする。 

最高裁は、司法の信頼性を高めるための司法制度改革を

行っている。」と説明した。 

 

経 済                        

「OFAC Chevron の制裁ライセンス修正準備？    

 ～米国の凍結口座も条件付きで解除の可能性～」           

 

「ウォールストリートジャーナル」は、米国の「外国資

産管理局（OFAC）」が Chevron の制裁ライセンスを修

正する準備を進めていると報じた。 

 

修正内容は、ベネズエラ国内での活動再開を許可する趣

旨のもので欧米市場への原油輸出も視野に入っている

という。 

 

また、この制裁緩和を引き合いに、マドゥロ政権は１年

ほど暗礁に乗り上げている野党との協議を再開し、２０

２４年の大統領選に向けた選挙制度の変更に合意する

可能性があるという。 

 

関係者によると、現在 Chevron のベネズエラでの事業

再開のために１つ、あるいは複数のライセンスを発効す

る準備を進めているという。このライセンスが発効され

れば、Chevron がベネズエラに持つ４つのプロジェクト

が再開するという。 

 

既に Chevron とベネズエラ政府は１００ページにわた

る事業に関する協定を作成、合意しており、内容は

Chevron が完全に事業運営権を有する形になっている

という。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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また、米国で凍結されている金融口座の部分的な凍結解

除（使用用途を食料・医薬品・電力・水道インフラ補修

関連の部品輸入などに限定する）も検討されているよう

で、本件については米国政府、マドゥロ政権に加えて、

一部の野党関係者も関与しているという。 

 

一方で、米国政府関係者は「この検討は失敗する可能性

もある。重要なのはマドゥロ政権が真摯に野党と協議を

行う意思があるかどうかだ。」とコメントしているとい

う。 

 

また、この合意が成立するのは１０月末を想定している

という。 

 

なお、以前よりマドゥロ政権関係者は「１１月に石油産

業に関する制裁が緩和される可能性がある」と指摘して

おり、時期的には一致している。 

 

一方で、現在 Chevron が与えられている制裁ライセン

スの有効期限は１２月であり、更新のタイミングで変更

する可能性も十分あるだろう。 

 

欧州はロシアとの関係悪化で天然ガスの供給不安が起

きている。 

 

この状況を受けて、イタリアの「Eni」、スペインの

「Repsol」などベネズエラで事業を行っている他国エネ

ルギー会社も天然ガスの開発を狙っており、米国とベネ

ズエラの交渉の動向を注視しているという。 

 

ただし、エネルギー専門家のフランシスコ・モナルディ

氏は、「現在のベネズエラの設備は極めて劣化しており、

数年単位では生産量は大きなものにはならないだろう」

と指摘している。 

 

 

 

 

「野党国会 ９月のインフレ率は１１．５％」         

 

野党国会が運営している金融調査団体「ベネズエラ金融

観測所（OVF）」は、２０２２年９月のベネズエラのイ

ンフレ率を公表した。 

 

OVF によると、９月のインフレ率は先月比１１．５％

増。８月のインフレ率が１７．３％だったので、ややイ

ンフレ速度は落ち着いたが、それでも異常なインフレと

言える。 

 

８月下旬、並行レートが急激に上昇。 

インフレ加速が懸念されたが、ベネズエラ中央銀行が両

替市場に大量に外貨を供給したことで為替レートは再

び収束。現在は１ドル８．５ボリバル前後で推移してい

る。 

 

また、２０２２年１月～９月までの累計インフレ率は１

１１．８％。２０２１年１０月～２２年９月までの１２

カ月分のインフレ率は１５７％となっている。 

 

また、１カ月の基礎食糧費は３７５ドル。 

前年同期より２３．０５％増加したとしている。 

 

 

（写真）ベネズエラ金融観測所 
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社 会                        

「SAIME 外国居住者へパスポート５４６４発行」           

 

「ベネズエラ出入国管理局（Saime）」は、外国に居住す

る５，４６４のベネズエラ人パスポートを発行し、外国

の領事館へ送ったと発表した。 

 

申請者は当該国のベネズエラ領事館あるいは大使館に

てパスポートを受け取ることができるという。 

 

対象となっている国は、オセアニア、南アフリカ、エジ

プト、マリ、モロッコ、セネガル、アンゴラ、赤道ギニ

ア、モザンビーク、ナミビア、バルバドス、グラナダ、

ドミニカ共和国、ベルギー、フランス、フィリピン、韓

国、ベトナム、マレーシア、シンガポール、日本、カタ

ール、インドネシア、トルコだという。 

 

少なくともこれらの国の領事館は、マドゥロ政権側のコ

ントロール下にあるということだろう。 

 

２０２２年１０月６日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 修正内容の事前報告を要求」           

 

本稿「OFAC Chevron の制裁ライセンス修正準備？」

の通り、米国政府が Chevron のベネズエラでの事業再

開を許可する可能性が報じられている。 

 

ロイター通信は、本件に関して、グアイド暫定政権がバ

イデン政権に対して、Chevron がどのような求めをした

のか、新たな制裁ライセンスの内容について事前に周知、

相談するよう要請したという。 

 

１０月に入りバイデン政権とマドゥロ政権は、囚人の交

換を行った（「ベネズエラ・トゥデイ No.814」）。 

 

この交換取引について、グアイド暫定政権は実質的に蚊

帳の外だったようで、事前報告と相談を求めたのかもし

れない。 

 

また、グアイド暫定政権は米国側が発効するであろう制

裁ライセンスが、現在のベネズエラの炭化水素法に照ら

し合わせて違法である可能性を懸念しているという。 

 

ベネズエラの炭化水素法では、石油事業はベネズエラ政

府が５０％超の株式を保有していることが定められて

いる。しかし、報道では Chevron が石油事業の支配権

を持つと理解できるような記述があり、その場合は炭化

水素法に抵触する。 

 

なお、マドゥロ政権側の与党国会は制裁妨害対策法を承

認しており、石油事業についても炭化水素法の枠組みを

超える仕組みを作ることが可能となっている。 

 

つまり、マドゥロ政権側からすると法的に問題ないが、

グアイド暫定政権からすると法律違反ということにな

るのだろう。 

 

「米国 大統領夫人の甥の解放に５つの条件」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.814」で紹介した通り、バ

イデン政権は麻薬密輸の罪で２０１５年に拘束し

Franqui Flores 氏および Efraín Campo Flores 氏の２名

を解放した。 

 

この２名は、シリア・フローレス大統領夫人の甥である。 

 

野党系記者カルラ・アンゴラ氏は、バイデン政権は２名

を解放するにあたり５つの条件に合意することを求め

たという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0743557baf3f4b3dd8cd412cf46a8e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c0743557baf3f4b3dd8cd412cf46a8e1.pdf
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１．米国に来ないこと 

２．米国に対する犯罪行為を行わないこと 

３．本や映画を公開することで利益を得ないこと 

４．差し押さえた口座の権利を放棄すること 

５．米国での全ての訴えを取り下げること 

 

彼らはコカイン８００キロを米国へ密輸しようとした

罪で懲役１８年の判決を受けており、この判決を帳消し

にするために２名は上記の条件に合意したという。 

 

経 済                       

「ラム酒 Ron Diplomatico 米企業に事業売却」         

 

ベネズエラでプレミアムラム酒を製造している「Ron 

Diplomatico」が米国「Brown-Forman Corporation」に

買収された。 

 

今後は同社のグループ企業「Destillers United Group 

S.L」（スペイン）の関係会社になるという。 

 

「Ron Diplomatico」は世界的にも有名な老舗ラム酒メ

ーカーで、２０１８年には「Spirit Brand of the Year」

に選ばれていた。輸出先は１００カ国以上、主要な市場

はフランス、ドイツ、米国だという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「外貨取引の普及で宝くじが拡大」            

 

ベネズエラ人は宝くじが好きな国民性だが、ボリバルの

価値が不安定になったことを受けて、賞金としてボリバ

ルをもらうことの価値が低くなり、宝くじの利用者は減

っていた。 

 

しかし、ドル経済が普及することで、ベネズエラで宝く

じが再び盛り上がっているという。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、カラカスで宝く

じを営む Luis Sanchez 氏を取材。 

 

元々はタクシー運転手だったが、運転手に見切りをつけ、

１年ほど前からこの仕事を始めたという。 

 

彼は１位に自動車、２位にバイク、３位に１０００ドル

という宝くじを行っているという。宝くじのチケットは

１枚２０ドル。 

 

Sanchez 氏は４人家族。食費・生活費などで月８００ド

ルは必要だが、宝くじだけで何とか生計がたっていると

いう。 

 

「現在の燃料精製量は日量１５．５万バレル」         

 

エネルギー分野の専門家ラファエル・キロアス氏は、現

在のベネズエラの精製量は日量１５．５万バレルと述べ

た。 

ただし、国内の製油所の精製能力は日量１３０万バレル

であり、本来の能力の１５％程度しか使えていないと指

摘した。 

 

９月１９日にはプエルト・ラ・クルス製油所に雷が落ち、

火災が発生した（「ベネズエラ・トゥデイ No.809」）。 

これらの問題で精製量が増えていないという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月５日～１０月６日報道            No.８１６   ２０２２年１０月７日（金曜） 

7 / 7 

 

また、ベネズエラ国内の燃料需要は日量２３～２４万バ

レルであり、３５％ほど足りておらず、外国から燃料を

調達する必要があるという。 

 

社 会                       

「カラカス、バルガス州等 台風で被害拡大        

～停電、道路崩壊、土砂崩れ、倒木～」            

 

１０月６日 ベネズエラに台風が上陸。 

首都カラカスを含めて停電、道路崩壊、土砂崩れなど全

国的に豪雨被害が報じられた。 

 

被害状況は写真を見るのが早いので、いくつか公開され

ている写真を紹介したい。 

 

以下はファルコン州のコロ川。 

男性たちが立っている場所は橋の上であり、本来でれば

川が橋の下を流れている。 

 

 

アラグア州でも道路が浸水し、カヤックで移動している

人もいたようだ。 

 

 

以下はカラカスの Bello Monte、Cota Mil の様子。 

崖が崩れ、住居が倒れそうになっている。また、倒木で

車がつぶされている。 

 

軍部は「台風はまだベネズエラを通過しておらず、被害

は更に拡大する」と市民に警鐘を呼びかけている。 

 

 

 

「故チャベス元大統領の護衛 米国へ送還？」         

 

「AP 通信」のジョシュア・グッドマン記者は、故チャ

ベス元大統領のボディーガードを務めたアドリアン・ベ

ラスケス氏（下写真の人物）が数週間内に汚職容疑でス

ペインから米国に送られると報じた。 

 

彼の妻のクラウディア・ディアス氏はチャベス大統領の

専属看護師で、国家歳入庁の長官を務めた人物でもある。 

彼女も汚職容疑でスペインから米国に身柄が引き渡さ

れている。 

 

以上 


