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（写真）大統領府 “国連人権高等弁務官 ベネズエラを訪問し、マドゥロ大統領らと会談” 

 

 

２０２３年１月２７日（金曜） 

 

政 治                     

「第一正義党 党内投票の実施可能性を発表」 

「米国 マイケル・モレノ元最高裁を汚職で起訴」 

「国連弁務官訪問 人権侵害系の訴えが増加」 

「在コロンビア大使 退役軍人が就任」 

「穏健野党系の新グループを結成」 

経 済                     

「カルドン製油所 一部施設が稼働停止」 

「ベネズエラ技術者学校 適正給料を提案」 

社 会                     

「カラカスで若者の消息不明事件が増加」 

23 年 1 月 28～29 日（土・日） 

 

政 治                    

「国連人権高等弁務官 ベネズエラ訪問の総評 

～人権侵害捜査を実施、対話を支持～」 

「最高裁判長 国際刑事裁判所（CPI）を訪問」 

「スペイン 与野党協議の調停国に加入」 

「VP フレディ・ゲバラ氏 制裁緩和要請に苦言」 

経 済                    

「Chevron 稼働再開後に日量５万バレル増加 

～来年には日量２０万バレルまで増産可？～」 

「PDVSA 社長 透明性向上、効率化に尽力」 

「カラカス証券取引所 取引額が大幅減」 
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２０２３年１月２７日（金曜）             

政 治                       

「第一正義党 党内投票の実施可能性を発表」       

 

１月２６日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」は、

２０２３年６月末に予定されている予備選挙（２４年に

予定されている大統領選の野党統一候補を決めるため

の選挙）について声明を発表。 

 

党内での協議により党推薦候補を１人に絞れない場合

は、党内で投票を行い１人に絞るとの見解を示した。 

 

現在、PJ で大統領選への出馬意思を表明しているのは、

ファン・パブロ・グアニパ氏とカルロス・オカリス氏の

２名。 

 

ファン・パブロ・グアニパ氏は、グアイド暫定政権下で

野党国会の第１副議長を３年間（２０２０年～２２年）

務めた人物。 

 

２０１８年の州知事選でスリア州の野党候補として出

馬。当選したものの、当時マドゥロ政権が発足させた制

憲議会の前で知事就任を宣誓することを拒み、スリア州

知事の当選資格を失った人物でもある。 

 

 

（写真）ファン・パブロ・グアニパ氏 Twitter 

 

カルロス・オカリス氏は、２００８年～１７年までミラ

ンダ州スクレ市の市長を務めた人物。１７年もスクレ市

の市長選に出馬したが、与党候補に敗北した。 

 

また、２０２１年の全国州知事選でミランダ州知事選に

出馬しようとしたが、独立系候補のデビッド・ウスカテ

ギ氏と対決。世論調査で統一候補を決めることになり、

結果ウスカテギ氏に敗北した。 

 

個人的には、両名は大統領選の候補としては弱い印象が

ある。 

 

 

（写真）カルロス・オカリス氏 Twitter 

 

また、出馬意思は表明していないが、２０１２年、１３

年と野党統一候補として大統領選に出馬したエンリケ・

カプリレス元ミランダ州知事も潜在的な候補となって

いる。 

 

「米国 マイケル・モレノ元最高裁を汚職で起訴」         

 

１月２６日 米国の連邦検察は、ベネズエラのマイケ

ル・モレノ元最高裁判長（現在は最高裁判事）に対して、

汚職の疑いがあると発表した。 
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発表によると、モレノ裁判長は、２０１４年～１９年に

かけて自身の権限を悪用し、罪を軽くする見返りに１０

００万ドルを受け取った可能性があるという。 

 

この資金で米国のマイアミ（１３０万ドル）、イタリア

のトスカーナ（２４０万ユーロ）、ドミニカ共和国（１

５０万ドル）、カラカス（１３０万ドル）に不動産を購

入。他、自動車・贅沢品など３００万ドル相当を支出し

たという。 

 

マネーロンダリングについては最大で懲役２０年。犯罪

取引への関与は１件につき最大で懲役１０年になると

いう。 

 

「国連弁務官訪問 人権侵害系の訴えが増加」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.862」で紹介した通り、

１月２６日に国連の Volker Türk 人権高等弁務官がベネ

ズエラを訪問。２８日までベネズエラを視察した。 

 

Türk 弁務官の到着を受けて、ベネズエラ国内では人権

系の訴えが多く報じられている。 

 

人権団体「Espacio Publico」は、２０２２年中に４７０

件の表現の自由の侵害が確認されたと発表。この数字は

２０２１年と大きく変わっていないという。 

 

特に情報規制に関する訴えは１９９件と全体の４３％

を占め、特に多かったという。 

 

２０２２年、マドゥロ政権は、ラジオ局の閉鎖やインタ

ーネットのニュースサイトへのアクセスを制限するな

ど、情報入手を阻害する行為を多く行ったという。 

 

 

 

 

また、１月２６日に現地野党系メディア「El Nacional」

のエンリケ・オテロ社長は、マドゥロ政権の検察庁職員

と「犯罪化学捜査班（Cicpc）」職員らが同社の記者であ

る編集部長のグレゴリオ・メサ氏の自宅に捜索に来て、

脅迫を受けたと訴えた。 

 

ただし、別の報道によるとメサ氏は同日に検察庁に行き

同社が公開した記事に関する事情聴取を受ける必要が

あったという。 

 

なお、問題となっている記事はマドゥロ大統領の息子で

あるニコラス・マドゥロ・ゲラ氏（与党国会の議員）の

汚職に関する記事だという。 

 

「在コロンビア大使 退役軍人が就任」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.858」にて、マドゥロ政権

が在コロンビア・ベネズエラ代表大使を解任し、「米州

ボリバル同盟（ALBA）」のベネズエラ代表大使に任命し

たとの記事を紹介した。 

 

この時、在コロンビア・ベネズエラ代表大使の後任は発

表されなかったが、１月２６日にマドゥロ政権は後任の

大使を発表した。 

 

後任の大使はカルロス・マルティネス氏。 

ベネズエラ陸軍の退役軍人で、２０１１年～１８年まで

在アルゼンチン・ベネズエラ代表大使を務めたことのあ

る人物。 

 

ただし、マドゥロ政権の閣僚には入ったことは無く、政

治家としての知名度はそこまで高くない。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d7eca960f080bc29e579a1e862671e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be22e54eb849c721c0649ce3c92f5c37.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２３年１月２７日～１月２９日報道            No.８６３   ２０２３年１月３０日（月曜） 

4 / 8 

 

 

（写真）Maduradas “カルロス・マルティネス在コロン

ビア・ベネズエラ代表大使” 

 

「穏健野党系の新グループを結成」                  

 

１月２６日 ファン・バレット氏（元与党系政治家）、

キコ・バウティスタ氏（野党系記者）、ラファエル・シ

モン・ヒメネス氏（政治家）の３名は、２０２４年の大

統領選に向けて新たな野党グループを組織すると発表

した。なお、この新たな野党グループの代表は、ラファ

エル・シモン・ヒメネス氏になるようだ。 

 

ヒメネス氏は、２０１８年に行われた大統領選で、ヘン

リー・ファルコン野党候補の選挙対策長を務めた人物。 

 

明確な政治方針は示していないものの、３名の顔ぶれを

見る限り、穏健野党系のグループと言えよう。 

 

 

（写真）Polianalitica “ラファエル・シモン・ヒメネス氏” 

 

ヒメネス氏は「この野党連合は、政治・社会・国民を統

合し、合意を形成し、大統領選に向けて統一候補を擁立

する」と述べている。 

 

なお、「これまでのように４党が密室で大統領候補を決

めることを阻止する」とも発言しており、主要野党のや

り方に否定的な考えを持っていることは間違いなさそ

うだ。 

 

経 済                        

「カルドン製油所 一部施設が稼働停止」           

 

「ロイター通信」は、カルドン製油所で働く匿名労働者

らの情報として「カルドン製油所の一部施設が２５日間、

稼働を停止する」と報じた。 

 

稼働停止する施設の精製能力は、日量４．５万バレルだ

という。 

 

ただし、カルドン製油所内には稼働を続けている設備も

あり、製油所が完全に停止するわけではないようだ。 

 

「ベネズエラ技術者学校 適正給料を提案」                  

 

「ベネズエラ技術者学校（CIV）」は、同団体の労働者の

適正水準とされる給料表を公表。 

 

その金額が現在のベネズエラの平均給料とは大きくか

け離れており話題となっている。 

 

給料表は「専門分野での勤続年数」「専門レベル」「能力」

の３項目に分け、その分類に応じた「最低水準の賃金」

を表にしている。 
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同給料表によると、最も勤続年数が少なく、能力レベル

が低い場合でも月額１３，７６２ボリバル。現在の為替

レートでドルに換算すると月額６３３．３１ドルになる。 

 

最も勤続年数が長く、能力も高い場合は月額５３，２１

３ボリバル。ドルに換算すると月額１，８４３．６３ド

ルとしている。 

 

なお、「ベネズエラ金融観測所（OVF）」が実施した直近

の給料調査によると、カラカス首都区の労働者の平均給

料は月額１３８．５ドルとなっている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.861」）。 

 

 

（写真）CIV “CIV が公表した給料表” 

 

 

社 会                        

「カラカスで若者の消息不明事件が増加」           

 

最近、カラカスで若者の消息不明事件が多発しており、

ソーシャルメディアで情報を呼びかける投稿が増えて

いるという（下写真は一例）。 

 

多くの写真を見たが、１０代前半～後半の男の子が失踪

するケースが多いようだ。 

 

犯人から身代金の支払いを求める脅迫電話はかかって

きていないようで、身代金目的での誘拐ではない。 

 

家出か、快楽殺人の犠牲になったか、犯罪グループに拉

致され構成員として働かされるのか、これらの消息不明

者の身に何が起きたのかは分かっていない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d5d5b56ac50a88329e82fcf5b2c9bae6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d5d5b56ac50a88329e82fcf5b2c9bae6.pdf
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２０２３年１月２８日～２９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「国連人権高等弁務官 ベネズエラ訪問の総評     

     ～人権侵害捜査を実施、対話を支持～」        

 

１月２６日～２８日にかけて国連の Volker Türk 人権

高等弁務官がベネズエラを訪問。 

 

マドゥロ大統領含むマドゥロ政権高官および人権活動

団体らと意見交換を行った。 

 

１月２８日 Türk 弁務官は、帰国前に記者会見を実施。

今回の訪問について見解を表明している。 

 

主な発言内容は以下の通り。 

・マドゥロ政権に対して全ての政治犯解放を要請 

・法規則に則らない拘束を停止するよう要請 

・ベネズエラにある国連人権高等弁務官支所での活動

を２年間延長 

・人権侵害・拷問の訴えについて全て調査を行い、犯罪

者を摘発 

・ベネズエラの経済問題は制裁以前から存在したが、１

７年以降の制裁がベネズエラ経済を更に悪化させた

ことは明らか 

・他国によるベネズエラへの一方的な制裁を解除する

よう要請 

・与野党対話を支持する 

・中絶行為に対する罰則の停止 

 

ただし、Türk 弁務官が訪問を希望した全ての収容所に

行くことはできなかったようで「次の訪問では、全ての

収容所に足を運ぶことが出来ると信じている」との見解

を示した。 

 

 

 

 

 

（写真）Volker Türk 人権高等弁務官 Twitter 

 

「最高裁判長 国際刑事裁判所（CPI）を訪問」           

 

１月２８日 グラディス・グティエレス最高裁判長は、

ハーグの「国際刑事裁判所（CPI）」を訪問。CPI の Luz 

Ibáñez 首席副代表と会合を行った。 

 

Ibáñez 首席副代表との会合後、グティエレス最高裁判

長は「CPI と働く用意がある」と言及した。 

 

なお、CPI は米州６カ国の要請を受けて、マドゥロ政権

による「人道に対する罪」について調査を行っている。 

 

同調査の担当は、２０２１年１１月から英国人の Karim 

Khan 氏が担っている。ただし、マドゥロ政権は Khan 氏

の捜査に協力的とは言えず、捜査の停止を要請している。 

 

（写真）最高裁 “写真左がグティエレス最高裁判長” 
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「スペイン 与野党協議の調停国に加入」         

 

１月２９日 スペインのホセ・マニュエル・アルバレス

外相は、ベネズエラの与野党協議にスペインが調停国と

して参加すると発表した。 

 

今回の決定は、野党協議団の要請を受けたものだという。 

 

１月２６日 ベネズエラの野党協議団がスペインを訪

問しており、そこで要請があったということだろう。 

 

「ベネズエラ野党からスペイン政府に対して、協議プロ

セスの近くにいてほしいとの要請があった。もちろん、

我々はこの要請に肯定的な回答をした。」とコメントし

た。 

 

ラモン・サントス在ベネズエラ・スペイン代表大使によ

ると特定の人物を協議の担当者に任命することはなく、

スペイン外務省として対応するようだ。 

 

なお、１月２６日の協議に参加した野党協議団のメンバ

ーは、ルイス・アキレス・モレノ氏（行動民主党（AD））、

トマス・グアニパ PJ 幹事長（第一正義党（PJ））、ルイ

ス・エミリオ・ロンドン氏（新時代党（UNT））、フレデ

ィ・ゲバラ氏（大衆意思党（VP））、ロベルト・エンリケ

氏（キリスト教社会党（Copei））だった。 

 

「VP フレディ・ゲバラ氏 制裁緩和要請に苦言」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.861」でも紹介したが、グ

アイド暫定政権が解散して以降、主要野党内で経済制裁

を否定する声が増えている。 

 

「大衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏は、自身の

ソーシャルメディアアカウントにて、制裁に否定的な意

見について拒絶の意思を示した。 

 

「何人かの知事、政治家の呼びかけに強い拒絶の意思を

示す。なぜなら米国政府による独裁者への制裁は、対話

とベネズエラの民主主義の進展に不可欠なものだから

だ。 

 

私は米国下院議員、上院議員やその他政治リーダーに対

して、これまで肯定してきた政策を維持する必要がある

ことを呼びかける。人権・民主主義について進展がない

限り、独裁者への圧力となる制裁を緩和するべきではな

い」と投稿した。 

 

経 済                       

「Chevron 稼働再開後に日量５万バレル増加     

  ～来年には日量２０万バレルまで増産可？～」        

 

「Chevron」の Mike Wirth 社長は、ベネズエラ事業に

ついて「短期間で良い結果が出ている」と評価した。 

 

Wirth 社長によると、同社が資本参加しているベネズエ

ラの合弁会社の産油量が日量４万バレルから日量９万

バレルに増加したという。 

 

２２年１１月２６日に事業再開のライセンスを受け、１

２月から実質的な稼働が始まった。つまり、２カ月ほど

で日量５万バレルの増産を達成したことになる。 

 

なお、Wirth 社長は「Argus」の取材に対して「制裁と施

設放棄を理由に産油施設は激しく劣化しているが、来年

には日量２０万バレルまで増産することが可能」とコメ

ントしていた。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、Chevron

は、２０２３年の石油需要について、前年比３％増を見

込んでいるという。また、平均原油価格はブレントで１

バレル８０ドルを見込んでいるという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d5d5b56ac50a88329e82fcf5b2c9bae6.pdf
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「PDVSA 社長 透明性向上、効率化に尽力」            

 

PDVSA の Pedro Rafael Tellechea 社長は、現地メディ

ア「Ultimas Noticias」の取材に応じ、石油産業の複数の

工程を効率化することによりコスト構造を回復させ、透

明化を図ることに尽力すると言及。 

 

透明化させることが石油産業の財務状況を改善する最

初に採るべき対応との見解を示した。 

 

また、PDVSA に対するサービス提供事業者との最初の

会合を行った際、PDVSA の永続的な開発を推進するた

めの手段を模索したと述べた。 

 

「カラカス証券取引所 取引額が大幅減」            

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、先週のカラカス

証券取引所の取引額が大幅に減少したと報じた。 

 

報道によると、先々週の取引総額はドルに換算すると約

３億１，５００万ドル。しかし、先週は１億８，１００

万ドルまで減少したという。 

 

その中でも取引額が多かった銘柄は「Bolsa de Valores 

de Caracas (カラカス証券取引所)」自身で、取引総額の

５６％が同社の株式だったという。 

 

一方、「カラカス証券指数（IBC）」（日本で言う日経平均

株価のようなもの）は、先週比６．１９％とプラスに推

移。 

 

ただし、１週間で為替レートは７％前後下落しており、

株価上昇は為替レートの下落で相殺された。 

 

以上 

 


