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（写真）Shutterstock “米国政府 シェブロンに対して事業再開交渉の開始を許可” 

 

 

２０２２年５月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「主要野党 大統領選の予備選実施を発表 

～バルボサ氏が正式に交渉団代表に就任～」 

「鉛筆同盟 主要野党は与党と変わらない」 

「マドゥロ政権 外相・労働相らが交代」 

経 済                     

「バイデン政権 経済制裁緩和 

～事業再開に向けた交渉を許可～」 

「制裁緩和により米国との直通便再開の期待」 

社 会                     

「長寿でベネズエラ人男性がギネス記録」 

２０２２年５月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「与野党交渉団の代表 直接協議を実施 

～アレックス・サアブ氏の解放が合意のカギ～」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 国営企業の株式売却に言及 

～CANTV 株を購入できるボリバルがない？～」 

「野党 ２２年第１四半期は GDP７．８％増」 

「クラサオ製油所運営者 今週末にも決定」 

「CEDICE ４月後半の物価上昇は２．１５％」 

社 会                    

「ラカバ知事 名誉棄損で人道団体を訴え」 
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２０２２年５月１６日（月曜）             

政 治                       

「主要野党 大統領選の予備選実施を発表         

   ～バルボサ氏が正式に交渉団代表に就任～」       

 

５月１６日 主要野党は、多くの社会団体・関係者らと

の協議の結果、６つの点で合意したと発表した。 

 

合意に至った６点は以下の通り。 

 

１． 主要野党を中心に構成されている野党グループ

「統一プラットフォーム」を今より広範囲なグル

ープに拡大し、グループが機能するための明確な

規範を作ること。 

 

２． 「統一プラットフォーム」は、州組織・市組織・

全ての外国の関係者など可能な限り多くの関係

者から協力を得る。 

 

３． 団結と調和のための協議を促進するため、オマー

ル・バルボサ氏を「統一プラットフォーム」の代

表とする。団結と調和のとれた協議を促進するた

め、バルボサ氏は政治チームを決定する。 

 

４． 民主主義勢力による大統領選の候補は可能な限

り多くの人を含めた形で２０２３年に実施する。 

 

５． 本日より、全国で大統領選の統一候補を決めるた

めのメカニズムに関する協議を開始する。 

 

６． 統一プラットフォームの目的は政治的な転換を

目的とするもので、これがベネズエラ国民を苦し

みから解放する唯一の手段だとの認識を確認す

る。 

 

 

バルボサ氏が統一プラットフォームの代表になること

は前号「ベネズエラ・トゥデイ No.754」の時点で報じ

られていたが、今回正式に発表されたことになる。 

 

また、２０２４年の大統領選に関して、投票を通じて野

党の統一候補を決めるという話は正式に発表されてい

たが、これまで「いつ予備選を実施するか」は正式に発

表されていなかった。 

 

２０２３年に予備選が行われるとの話は噂レベルでは

すでに流れていたが、今回正式に予備選が２０２３年に

行われることが決定した。 

 

なお、こちらも噂だが、野党は２０２２年中に各党が大

統領選の候補者を決定するスケジュールになっている

という。 

 

また、個人的に気になった点は６点目の「統一プラット

フォームの目的」だ。 

 

同グループの組織的な目的は、「ベネズエラ国民の生活

を改善すること」よりも「政治的な転換（el cambio 

político）」だという。 

 

「政治的な転換」は広く理解できるが、政権交代と理解

するのがスムーズだろう。 

 

この目的を掲げる場合、「ベネズエラ国民の生活を改善

すること」を目標とする穏健野党との合流は厳しい。 

また、政権交代を第一に掲げて行動するのであれば、独

立野党との合流も難しい。 

 

１点目、２点目の合意で「統一プラットフォーム」を拡

大すると宣言している。今後を見る必要があるが、基本

方針が変わらないのでれば、グループの拡大は困難だろ

う。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26ed0d2d39c44303d3c7b0cb8ff82a23.pdf
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「鉛筆同盟 主要野党は与党と変わらない」         

 

５月１６日 独立野党「鉛筆同盟」のアントニオ・エカ

リ党首は、自身のツイッターで「統一プラットフォーム」

の発表に反応。 

 

統一プラットフォームの独裁的なやり方について、マド

ゥロ政権（与党 PSUV）と同じと非難した。 

 

「ずいぶん前から彼ら（統一プラットフォーム）は、プ

ラットフォームとしての機能は果たしておらず、統一も

していない。 

 

今回の会議では誰が集まったのか？誰がグループを再

構築すると決断したのだろうか？誰がコーディネータ

ーを勝手に選んだのか？ 

 

G4（主要野党４党の総称）は常にだれに対しても説明責

任を果たさない。そして、我々を彼らの決断に参加させ

ようとしている。彼らは PSUV と変わらない。 

 

新興勢力・政治家・独立した政党・労働者・企業家たち

は現実と乖離した主張をする政治家たちのアジェンダ

に合流しない。 

 

PSUV を倒すためには、政府との戦いで２０年間を犠牲

にしたグループたちを追い払わなければいけない。」 

と訴えた。 

 

「鉛筆同盟」は独立野党だが、２１年１１月の州知事選

では主要野党の「統一プラットフォーム」と合流した比

較的、主要野党に理解的な政党だと思っていたが、両者

の溝はかなり深いようだ。 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 外相・労働相らが交代」                  

 

５月１６日 マドゥロ大統領は、新たな政府計画を実行

に移すために政府閣僚を一新すると発表した。 

 

交代したのは、国土交通相、国内生産産業相、労働相、

外相の４役職。 

 

国土交通相は「国営航空会社（Conviasa）」の社長を務

めていたラモン・ベラスケス氏が就任した。 

 

そして、これまで国土交通相だったイポリト・アブレウ

氏は、国内生産産業相に就任した（これまで国内生産産

業相だったファン・アリアス氏がどうなるかは不明）。 

 

また、労働相はホセ・ラモン・リベロ氏から、与党国会

で議員を務めているフランシスコ・トーレアルバ議員に

交代した。 

 

トーレアルバ議員は国鉄社長を務めたこともある。２０

１７年には労働相も経験しており、今回再び労働相に就

任したことになる。 

 

最も注目が集まっているのは外相の交代。 

 

現在フェリックス・プラセンシア氏が外相を務めている

が、新たにカルロス・ファリア氏が外相に就任する。 

 

カルロス・ファリア氏は、在ロシア・ベネズエラ代表大

使だった人物。 

 

商工業相や製鉄公社 SIDOR の社長などを務めた人物。

中国のバスメ―カー「Yutong Venezolana SA」の役員も

兼務しているようだ。 

外国投資相に就任したこともあるヘスス・ファリア氏の

兄弟でもある。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月１６日～５月１７日報道            No.７５５   ２０２２年５月１８日（水曜） 

4 / 7 

 

 

（写真）Maduradas 

“左からラモン・ベラスケス新国土交通相、イポリト・

アブレウ新国内生産産業相、フランシスコ・トーレアル

バ労働相、カルロス・ファリア新外相” 

 

経 済                        

「バイデン政権 経済制裁緩和            

      ～事業再開に向けた交渉を許可～」           

 

（このニュースは５月１７日の記事だが、順番として話

を分かりやすくするため１６日のニュースに掲載） 

 

５月１７日 米国のバイデン政権が、石油産業への制裁

を緩和すると報じられた。 

 

バイデン政権でベネズエラ問題を担当しているファン・

ゴンサレス氏もフロリダ州で開催されたフォーラムで

登壇し、野党とマドゥロ政権との交渉を進展させるため

制裁を緩和する必要性について強調した。 

 

なお、与野党協議で目立った進展がなかった場合、制裁

を再び科すことも考えられると補足している。 

 

ただし、今回の制裁緩和は特段大きな内容ではない。 

 

 

 

バイデン政権が許可した内容は「米国エネルギー会社シ

ェブロンが PDVSA 経営陣と事業再開に向けた協議を

行うことを許可する」という内容のようだ。 

 

つまり、現段階ではシェブロンはベネズエラで事業を再

開せず、交渉に合意することも出来ない。 

 

あくまで制裁が緩和され、事業が再開できるようになっ

た場合を想定した準備のための交渉を始めるにとどま

っている。 

 

加えて、米国政府から個人制裁を受けている大統領夫人

シリア・フローレス氏の甥にあたるマルピカ・フローレ

ス氏への個人制裁が解除されるとも報じられている。 

 

なぜマルピカ・フローレス氏だけが制裁を解除されるの

かは不明だ。 

 

なお、５月１７日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、

自身のソーシャルメディアアカウントにて、「バイデン

政権がエネルギー企業に対してベネズエラでのオペレ

ーションを再開することを許可した」と投稿した。 

 

投稿内容は以下の通り。 

「ベネズエラ政府は、報じられているように、米国政府

が米国および欧州の石油会社に対して、交渉を行うこと、

ベネズエラでオペレーションを再開することを許可し

たことを確認する。」 

 

報道では上記の通り「事業再開に向けて交渉すること」

は許可されているが、「産油活動などオペレーションを

再開すること」は許可されていない。 

 

内々に合意が出来ているのか、ロドリゲス副大統領が正

しく発言していないのかは不明だ。 
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「制裁緩和により米国との直通便再開の期待」         

 

２０１９年 米国トランプ政権がグアイド暫定政権を

ベネズエラの正当な政府と認識したことでベネズエラ

と米国との関係は最悪な状態まで悪化。 

 

米国は在米ベネズエラ大使館のコントロール権をグア

イド暫定政権に移譲すると同時に、在ベネズエラ米国大

使館からの撤退を決めた。 

 

政治関係の悪化を受けて２０１９年５月 米国政府は

ベネズエラへの直行便の運航を禁止すると決定。７月に

両国の直行便は完全に停止した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.292」）。 

 

それから約３年が経過し、バイデン政権は石油産業への

制裁緩和に動き出している。 

 

この流れで両国の直通便も再開するのではないかと期

待する声が出始めている。ベネズエラ人で航空分野の専

門家ロドルフォ・ルイス氏は「Union Radio」に出演。 

 

多くの企業が両国の直行便再開のためにロビー活動を

行っており、政治的な合意により直行便が再開する可能

性があると期待を示した。 

 

社 会                        

「長寿でベネズエラ人男性がギネス記録」           

 

世界記録を認定する団体「ギネス」は、ベネズエラ人の

ファン・ビセンテ・ペレス氏を世界で最も高齢の男性と

認定した。 

 

ペレス氏はタチラ州出身。１９０９年５月２７日生まれ。 

 

 

 

記事によると、ペレス氏は現在も健康状態・記憶力を含

めて良好で、自身の幼少期・結婚当時、兄弟や息子・孫

まできちんと記憶しているという。 

 

なお、ペレス氏は農家に生まれ、５歳の頃からコーヒー

や砂糖栽培に従事していたという。 

 

 

（写真）Maduradas “ファン・ビセンテ・ペレス氏” 

 

２０２２年５月１７日（火曜）              

政 治                       

「与野党交渉団の代表 直接協議を実施          

 ～アレックス・サアブ氏の解放が合意のカギ～」       

 

５月１７日 与党側の交渉団の代表を務めているホル

ヘ・ロドリゲス国会議長は、自身のソーシャルメディア

アカウントに、野党交渉団の代表を務めていたヘラル

ド・ブライ氏と握手を交わす写真を投稿した。 

 

過去の写真ではなく、昨日・今日で撮影された写真の可

能性が高く、与野党協議（野党側は既に前代表になって

いるが）が既に始まったと言えそうだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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ロドリゲス議長は、「ベネズエラ政府の対話代表者とし

て、ヘラルド・ブライ氏と交渉再開のプロセスについて

協議した。 

 

我々は我々の兄弟で、７０４日前に誘拐されたアレック

ス・サアブ氏の解放に重きを置いている。彼はベネズエ

ラ交渉団のメンバーである。 

我々はこれまで通りアレックス・サアブ氏の解放を求め

続ける。合意には彼の解放が重要になる。」と指摘した。 

 

 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 国営企業の株式売却に言及     

 ～CANTV 株を購入できるボリバルがない？～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.754」で紹介した通り、

マドゥロ大統領は国営企業「CANTV」、「Movilnet」の

株式を証券取引所経由で５～１０％売却すると発表し

た。 

 

当時、売却時期について「今度の月曜」と述べており、

発言をそのまま理解すれば５月１６日と思われたが、１

６日に株式売却は行われなかった。 

 

 

マドゥロ大統領は国営会社の株式売却について「多くの

投資家が株式の売却を心待ちにしている」と発言。 

 

全てのセクターから株式売却について賛同を受けてお

り、ベネズエラ経済回復に必要な措置だと主張した。 

 

ただし、カラカス証券取引所のグスタボ・プリド社長は、

ボリバルの流通量が少なすぎて、CANTV の株式１０％

を吸収できるほどのボリバルがないとの懸念を表明し

た。 

 

「現在 我々はボリバルと投資家不足に直面しているこ

とを忘れてはならない。この株式はボリバル建てで何ら

かの対策が必要だ。」と指摘。 

 

外国から投資を受け入れるような仕組みを作る必要が

あるとの見解を示した。 

 

「野党 ２２年第１四半期は GDP７．８％増」         

 

野党国会の議員らで構成される「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は、２２年第１四半期のベネズエラの GDP に

ついて前年比７．８％増と発表した。 

 

GDP 増の主な要因は産油量の増加と原油価格の上昇。 

 

石油産業以外の分野については、軽微な経済回復と予想

したが、GDP 算出に必要な金融情報を全て入手するこ

とが出来ておらず、変動する可能性があると補足してい

る。 

 

また、経済が回復したと言っても経済混乱期だった２０

１９年第１四半期のGDPよりも１０％ほど低いと指摘。 

ベネズエラは引き続き経済低迷が続いているとの見方

を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26ed0d2d39c44303d3c7b0cb8ff82a23.pdf
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「クラサオ製油所運営者 今週末にも決定」         

 

２０１９年まで PDVSA が運営していたクラサオ製油

所の新たな運営者が今週末に決定する可能性があるよ

うだ。 

 

クラサオ製油所の Patrick Newton 部長は、「Cronicas del 

Caribe」からの質問に対して「現時点で言えることは、

今週か来週の２週間のうちに政府の正式な許可を得る

ことだ」と回答。 

 

非公式な情報だが、現在候補に挙がっているのは「Socap 

Corporation」という会社。まずは原油ターミナル「la 

terminal de Bullenbaai」に関する交渉が始まり、その後

製油所について協議されると報じられている。 

 

他に PDVSA 総裁を務めたことのある Luis Giusti 氏が

会社名義でオファーを出したことを明らかにしている。 

 

その他「Grupo Aldea」という Luis Gallegos 氏と Luis 

Alba 氏が代表を務めているベネズエラ企業もオファー

に名乗りを上げているという。 

 

「CEDICE ４月後半の物価上昇は２．１５％」         

 

非政府系団体「Cedice」は、４月後半（１５日～３０日）

のカラカスの物価上昇についてボリバル建てで２．１

５％と報じた。 

 

１５日間で２．１５％の物価上昇は、直近２カ月で最も

大きな物価上昇だという。なお「レストラン」の物価上

昇が大きく、ボリバル建てで７．６９％、ドル建てで６．

０４％と報じた（各分野の物価は右上の図を参照）。 

 

なお Cedice の指標では３人の家族が１カ月生活するの

に必要な予算は４９６．７ドルとしている。 

 

 
（写真）Cedice 

 

社 会                       

「ラカバ知事 名誉棄損で人道団体を訴え」            

 

カラボボ州知事を務めているラファエル・ラカバ知事は、

人道団体「PROVEA」のマリノ・アルバラード氏とアル

フレド・インファンテ氏を名誉棄損で提訴した。 

 

アルバラード氏は、カラボボ州の警察について 

「２０２１年の間、カラボボ州警察は法外の殺人を行う

ために多くの殺人者を抱えていた。この実態について精

力的に捜査することを求める。」と訴えていた。 

 

この発言についてアルバラード氏は「私は責任者を洗い

出すための捜査を求めただけで、知事が責任者だとは発

言していない。」と反論している。 

 

「El Nacional」もカベジョ PSUV 副党首への名誉棄損

で訴えられ敗訴し、本社が差し押さえられた。「Provea」

も似た状況になるのかもしれない。 

以上 


