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（写真）トマス・グアニパ PJ 幹事長 “大統領選に向けた統一候補を決める活動を進めるよう要請” 

 

 

２０２２年５月４日（水曜） 

 

政 治                     

「CARICOM 米州首脳会議への出席を拒否 

～グアイド議長 米国担当官と電話協議～」 

「PJ 大統領選予備選の手続き進めるよう要請」 

経 済                     

「OVF ４月の基礎食糧費は３８１ドル 

～民間の平均給料は月額１１６．７ドル～」 

「世論調査 石油制裁への反対意見は多数派」 

「ベネズエラ コーヒー豆の生産増、輸出品目に」 

社 会                     

「ベネズエラ・オリンピック委員会に汚職捜査」 

２０２２年５月５日（木曜） 

 

政 治                    

「ラテン議会 新たなエネルギー協定を検討」 

「国際協力法 人権団体が違法組織になる懸念」 

経 済                    

「ロドリゲス副大統領 経済回復を主張 

～決済は前年比６０％増、徴税１２３％増～」 

「ロイター ４月の原油輸出は先月比８％減」 

「国土交通相 地上鉄道工事の進捗を視察」 

「ラグアイラ州 タコア発電所で火災発生」 

社 会                    

「ベネズエラマフィアとコロンビアゲリラ抗争」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月４日～５月５日報道               No.７５０   ２０２２年５月６日（金曜） 

2 / 7 

 

２０２２年５月４日（水曜）             

政 治                       

「CARICOM 米州首脳会議への出席を拒否        

   ～グアイド議長 米国担当官と電話協議～」       

 

６月に米国ロサンゼルスで米州首脳会議が開催される

予定。 

 

米国国務省の Brian Nicolas 次官は、「ベネズエラ・ニカ

ラグア・キューバの政権が首脳会議に参加する可能性は

低い」とコメントしている。 

 

本件について、現地メディア「Prensa Latina」は、Roland 

Sanders 在ベネズエラ・アンティグア・バーブーダ大使

が、米国政府の方針を拒絶したと報道。 

 

Sanders 大使は、 

「米国政府が仮に一部の政府を招待しないのであれば

「カリブ海共同体（CARICOM）」は米州首脳会議に参

加しない」とコメントしたという。 

 

CARICOM は、カリブ海諸国で構成される国際連合。 

マドゥロ政権とも比較的良好な関係を維持している。 

 

また、米国政府のスタンスについて、メキシコのロペス

オブラドール大統領、アルゼンチンのフェルナンデス大

統領、ボリビアのアルセ大統領から批判的な声が出てい

る。 

 

キューバのディアス・カネル国家評議会議長は、米州首

脳会議について「米国政府が米州首脳会議を米国の意思

に従う国が参加する会議にした」と否定的な見方を示し

た。 

 

 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.749」で、米国

のブリンケン国務長官がグアイド議長と電話協議を行

ったとの記事を紹介したが、５月４日には米国国務省の

Brian Nicolas 次官とグアイド議長が電話会談を行った。 

 

具体的にどのような話し合いがされたのかは明らかに

なっていないが、重要な議題として、「米州首脳会議に

ベネズエラからグアイド暫定政権を招待するかどうか」

が話し合われたことは間違いないだろう。 

 

なお、仮に米州首脳会議にグアイド政権関係者を招待す

るようなことになれば、いくつかの国がカリコムのよう

に欠席を表明する可能性もあるだろう。 

 

「PJ 大統領選予備選の手続き進めるよう要請」         

 

５月４日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」の党内

会議で、トマス・グアニパ幹事長は２０２４年の大統領

選に向けた野党統一候補を決めるためのプロセスを進

めるよう他の野党に対して要請した。 

 

「ベネズエラにより良い生活を取り戻し、希望の扉を開

くために最も重要なことはマドゥロに勝つことだ。 

マドゥロに勝つことで人々は前に進むことが出来る。 

 

大統領選に勝利するために我々は組織をまとめなけれ

ばいけない。２０２４年の大統領選に出馬を希望する者

はベネズエラの街頭に出て同盟を作る必要がある。 

 

そして、大統領選統一候補を決めるための日程を決める

ことも重要なことだ。」との見解を示した。 

 

なお、５月１日には同じく主要野党の一角の「行動民主

党（AD）」に所属するカルロス・プロスペリ氏が野党の

大統領選候補者を決めるための予備選の実施を呼びか

けていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/deba8c266d938a84ea683dcd9b9ba1d2.pdf
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恐らく大統領予備選の実施に待ったをかけているのは

グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」で（予備

選で当選した政党に主要野党のかじ取りを奪われるこ

とになるため）、他の主要野党が VP に対して圧力をか

けていると思われる。 

 

経 済                        

「OVF ４月の基礎食糧費は３８１ドル           

  ～民間の平均給料は月額１１６．７ドル～」           

 

野党国会から分裂した金融調査団体「ベネズエラ金融観

測所」は、２２年４月の基礎食糧費（５人家族が１カ月

の食費として必要な費用）について調査結果を公表した。 

 

調査によると、２２年４月の基礎食糧費は３８１ドル。 

３月の調査では３７０ドルだったので、１１ドル（３．

６％）上がったことになる。また、前年２１年４月と比

べて３１．５％増と発表した。 

 

逆に、ボリバル建てでは先月比３％減だったという。 

 

２０２２年１月～４月までのボリバル建て累計インフ

レ率は２２％。 

２０２１年５月～２２年４月までの１２か月分の累計

インフレ率は１７２％となった。 

 

 

（写真）Bancayngocios 

 

また、OVF は直近で行った民間セクターの給料調査の

結果を公表した（カラカス首都区の商業・サービス分野

を対象としたもので、２２年４月に実施した調査）。 

 

その結果、平均給料は月額１１６．７ドル。 

前述の通り、月額の食糧費が３８１ドルなので、１人の

平均給料では、基礎食糧費の３０％しか賄うことが出来

ないと指摘した。 

 

「世論調査 石油制裁への反対意見は多数派」                  

 

現地メディア「Maduradas」は、世論調査会社「ORC 

Consultores」が実施した米国の制裁に関する世論調査

結果を報じた。 

 

「ORC Consultores」のラミレス・コリナ氏によると、 

 

「米国の制裁を解除するべきか？」との質問について 

「解除するべき」と回答したのは４６％で半分弱だった

という。 

 

（記事には上記しか書かれていないが、オリジナルの音

源を確認したところ、この質問に対して「継続するべき」

と回答したのは２４％と述べていた） 

 

一方「マドゥロ政権関係者への制裁を解除してほしい

か？」との質問については、４２％が「継続するべき」

と回答したという。 

 

（記事には上記しか書かれていないが、オリジナルの音

源を確認したところ、この質問で「解除するべき」と回

答したのは３６％と述べていた） 

 

最後に「米国は石油産業への制裁を解除するべきか？」

との質問について、５２％は「解除するべき」と回答し

た。 
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（記事には上記しか書かれていないが、オリジナルの音

源を確認したところ、この質問で「継続するべき」と回

答したのは１６％と述べていた） 

 

「ベネズエラ コーヒー豆の生産増、輸出品目に」         

 

５月４日 マドゥロ大統領はベネズエラのコーヒー豆

プロモーションイベントに出席。 

 

コーヒーの生産がレコードを記録したと発表した。 

 

マドゥロ大統領によると、ベネズエラは１ヘクタール当

たり１８キンタル（１キンタルは１００キロ）のコーヒ

ー豆が収穫できるという。 

 

ベネズエラは新たな外貨収入源づくりに躍起になって

おり、コーヒー豆の輸出に力を入れている。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ・オリンピック委員会に汚職捜査」           

 

５月４日 検察庁は、「ベネズエラ・オリンピック委員

会（COV）」のエドゥアルド・アルバレス代表への捜査

を開始すると発表した。 

 

検察庁によると、アルバレス代表は２００７年の「コパ

アメリカ（アメリカン・カップ）と２００８年の北京オ

リンピック」の運営で汚職の疑惑があるという。 

 

捜査開始を理由に、検察庁はアルバレス代表のベネズエ

ラ国外への出国を禁止するとした。 

 

なお、今回の汚職捜査を事前に行っていたのは与党国会

で、２０１７～２０年までスポーツ相を務めていたペド

ロ・インファンテ議員が主導していたという。 

 

２０２２年５月５日（木曜）              

政 治                       

「ラテン議会 新たなエネルギー協定を検討」        

 

５月５日 ラテンアメリカ・カリブ海の国会議員らで構

成される「ラテンアメリカ・カリブ海議会（Parlatino）」

は、エネルギー分野に関する多国間の協力スキームにつ

いて議論した。 

 

ここ最近、マドゥロ政権は原油を武器に周辺国（特にカ

リブ海諸国）に接近しており、各国に良い条件での原油

販売を提案している。 

 

Parlatino で行われたエネルギー協定の議論は上記に関

するものと思われる。 
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なお、本稿「CARICOM 米州首脳会議への出席を拒否」

でもある通り、有利な条件でエネルギーを販売する見返

りとして、マドゥロ政権への外交的な配慮をするよう求

めているようだ。 

 

 

（写真）Parlatino 

 

「国際協力法 人権団体が違法組織になる懸念」           

 

与 党 国 会 は 「 国 際 協 力 法 （ Ley de Cooperación 

Internacional）」という１９５８年に成立した法律の改

定について議論しているようだ。 

 

５月５日 同法律について人道団体「Provea」が懸念を

表明。 

 

国際協力法が改定されることで、ベネズエラ国内で活動

する非政府系団体（人道団体・社会団体など）が違法組

織として認識される可能性があると警鐘を鳴らした。 

 

問題視しているのは、改定法案の１８条で 

「国内外問わず、非政府系団体は、非政府団体統合シス

テムに登録しなければいけない」という内容。 

 

この登録作業を通じて、政治的にマドゥロ政権と対立す

る団体が承認されず、違法な組織になる可能性を指摘し

た。 

 

経 済                       

「ロドリゲス副大統領 経済回復を主張        

 ～決済は前年比６０％増、徴税１２３％増～」            

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、民間企業団体「全国

スーパーマーケット協会」のイベントに登壇。 

 

２０２１年後期からベネズエラの経済指標は回復基調

にあり、世界はベネズエラの現状について「ベネズエラ

の奇跡」と評価していると述べた。 

 

ロドリゲス副大統領によると、２０２２年ベネズエラの

スーパーマーケットの新規出店数は前年同期と比べて

８６％増だという。また、新規オープンした店舗は良い

業績が続いていると主張した。 

 

また、民間の製造業セクターを対象としたアンケートに

よると前年同期よりも平均して６０％ほど売り上げが

増加したとの結果を発表した。 

 

また、２０２１年の税収について、２０２０年と比べて

１２３％増と発表。２倍以上に増えたと述べた。 

 

他、経済成長の理由の１つとして、金融政策が機能して

いるためと分析。特に為替レートの安定について評価。 

 

２０２０年の１年の間に並行レートは１４倍に増加し、 

２０２１年は１年で１０倍に増加、２０２２年について

はこれまでに１９％しか増加していないと指摘した。 

 

為替レートが安定したことで、ベネズエラはハイパーイ

ンフレから脱却したと主張した。 
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「ロイター ４月の原油輸出は先月比８％減」         

 

ロイター通信は、２０２２年４月の原油輸出量について、

先月より８％減少したと報じた。 

 

ロイター通信によると、４月のベネズエラの原油・石油

製品輸出量は日量６４万４，８７０バレル。 

 

輸出先について、７０％は中国向け（マレーシアを経由

して中国に到着している）と指摘。 

 

また、キューバに原油・ガスオイル・コークスなどを日

量約７万バレル輸出したと報じた。 

 

イランとの原油・希釈剤取引は続いており、４月にもイ

ランのタンカーが１９９万バレルのベネズエラ産原油

（Merey１６）を積んだという。 

 

他、今週には別のイランタンカー「Derya」がベネズエ

ラのホセターミナルに到着したようで、３月に輸出を予

定していたコンデンセート２１０万バレルが輸出され

る見通しだという。 

 

なお、現在 PDVSA は比較的潤沢に希釈剤の在庫がある

ようで、ロイターが確認した内部資料によると現在４０

０万バレル超の希釈剤を保管しているという。 

 

「国土交通相 地上鉄道工事の進捗を視察」         

 

５月５日 イポリト・アブレウ国土交通相は、カラボボ

州の地上鉄道グアカラ駅工事の進捗状況を視察した。 

 

アブレウ国土交通相の説明によると、来年にはアラグア

州 Mariño 駅からカラボボ州 San Diego 市までの路線が

完成するという。 

 

 

「ラグアイラ州 タコア発電所で火災発生」         

 

５月５日早朝  ラグアイラ州のタコア発電施設内

「complejo termoeléctrico Josefa Joaquina Sánchez en 

Tacoa」で火事が起きたと報じられている。 

 

Delmiro de Barrio 記者によると、火災は早い段階で消

火されたという。報道によると、火災による負傷者はい

なかったようだが、近隣住民はパニックに陥り、恐怖に

陥ったと報じられている。 
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社 会                       

「ベネズエラマフィアとコロンビアゲリラ抗争」            

 

「EFE 通信」は、コロンビアと国境を接するタチラ州の

サンアントニオ・デ・タチラ市の住民がコロンビア系ゲ

リラ「ELN」とベネズエラマフィア「Tren de Aragua」

との抗争に巻き込まれ恐怖の中で生活しているとのレ

ポートを公表した。 

 

拳銃を発砲する音は１日中いつでも聞こえるようで、

ELN が残したものとされる落書きが家の塀に塗られる

などしているという。 

 

５０歳のベネズエラ人男性は取材に対して 

「既に我々とって爆発音はおなじみの音になっている。

この地区出身ではない人は我々のことを変人と思って

いるようだ。」とコメントしている。 

 

またコロンビア側の町ククタもベネズエラゲリラ

「Tren de Aragua」の勢力圏にあるようで、同地域の小

道は同マフィアグループに占領され、違法取引などで使

用されているという。 

 

現在、国境地域では「Tren de Aragua」と「ELN」が勢

力争いをしているようで、特に２月から衝突が激化して

いるという。 

 

ククタでは、これらの犯罪集団を抑えるために警察も動

いており、警察と「Tren de Aragua」と「ELN」の３つ

巴の交戦状態にあり、この衝突で既に何十人もの人が亡

くなっているという。 

 

 

以上 


