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（写真）大統領府 “イランから重油を輸入し、国内製油所で精製か” 

 

 

２０２２年５月９日（月曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領 ２０年にベネへ軍事介入検討」 

「Foro Civico 交渉の最優先課題は人道支援」 

「コロンビア大統領選にマドゥロ政権のスパイ？」 

経 済                     

「エルパリート製油所の稼働が再開 

～イランから重質油を輸入し、精製～」 

「中央銀行 為替市場で外貨を大量に売却」 

「EU 在ベネ・エネルギー企業の事業再開望む」 

社 会                     

「２３％のベネズエラ新生児が深刻な栄養失調」 

２０２２年５月１０日（火曜） 

 

政 治                    

「墨 全ての国の首脳会議招待を米国に要請」 

「オカリス氏 野党予備選挙の実施を呼びかけ」 

経 済                    

「自動車販売数は増えているが国内生産伸びず 

～１～４月の新車販売台数は１１３０台～」 

「米商工会 制裁の民間への直接的な影響を否定」 

「スーパー 大規模金融取引税の適用に苦慮」 

「マドゥロ政権 ベトナムとコメ生産で協力」 

社 会                    

「コロンビア人 半数超ベネ移民受入に否定的」 
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２０２２年５月９日（月曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 ２０年にベネへ軍事介入検討」       

 

米国国防省の元秘書官を務めていた Mark Esper 氏は、

CBS のインタビュー番組「６０ Minuts」に出演。 

 

同番組で、トランプ大統領が２０２０年にベネズエラへ

の軍事介入を検討していたと暴露。 

Esper 氏は、当時米国軍高官らとともに、トランプ前大

統領の危険な考えを留めたと言及した。 

 

「トランプ前大統領が任期最後の年は、米国にとって非

常に重要な時期だった。我々は問題を避けることに全力

を尽くした。間違えれば米国を暗黒の方向に導く可能性

があった。」と言及した。 

 

なお、トランプ前大統領と共に軍事介入に前向きだった

のはマーク・ミリー米国軍統合参謀本部議長だったとい

う。 

 

２０２０年、トランプ大統領がベネズエラに対して行っ

たことは「Repsol」「Eni」「Reliance」など米国以外のエ

ネルギー企業に対して PDVSA との取引を辞めるよう

働きかけたこと。 

 

２０１９年、PDVSA が制裁を受けたことで、ベネズエ

ラの輸出量は激減したが、トランプ政権の働きかけで２

０２０年にベネズエラの原油輸出量は一層減少した。 

 

他、２０年６月にマドゥロ政権の制裁回避スキームを作

ったとされるアレックス・サアブ氏をカボベルデで拘束

した。 

 

上記以外には特段の目立ったアクションはなかったが、

水面下では軍事介入も検討されていたようだ。 

「Foro Civico 交渉の最優先課題は人道支援」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.751」で紹介した通り、

市民団体「Foro Civico」が与野党協議の仲裁役として機

能していることが確認された。 

 

５月９日 「Foro Civico」のリカルド・クサノ氏とケイ

ト・ステファニー氏はインタビュー番組「Circuito Exitos」

に出演し、与野党協議を再開する必要性について強調。 

 

協議で最優先として協議しなければいけないのは、「人

道危機への対応」との見解を示した。 

 

「現在のベネズエラの人道危機は早急な解決を必要と

する。同時に長期的な計画も必要だ。ベネズエラが団結

すればこれらは可能になる。」と指摘。 

 

他、政権交代について「自由な選挙を通じて現在の問題

を解決することで両者（与野党）が合意している」と説

明した。 

 

また、両者の合意を実現するため市民団体が対話に参加

する仕組みを作るよう求めていると述べた。 

 

「コロンビア大統領選にマドゥロ政権のスパイ？」                  

 

コロンビア大統領選の右派系候補 Federico Gutierrez氏

のキャンペーン対策長を務める Luis Felipe Henao 氏は、

Gutierrez 候補の選挙キャンペーンにマドゥロ政権の内

通者とされる人物がいたと発表した。 

 

Henao氏によると、内通者の名前はMichael Colmenares

氏。Colmenares 氏は、Gutierrez 候補や副大統領候補

（Rodrigo Lara 氏）らの写真を撮り、武器を所持してい

たという。なお、Colmenares 氏は「マドゥロを殺害し

たい」とも言及していたという。 
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ただし、Henao 氏は、Colmenares 氏とマドゥロ政権お

よびベネズエラ軍に何らかの関係があると指摘。 

Gutierrez 候補の選挙キャンペーンに不利な情報を流す

可能性があったとの見解を示している。 

 

 

（写真）Maduradas“マドゥロ大統領と Gutierrez 候補“ 

 

経 済                        

「エルパリート製油所の稼働が再開            

    ～イランから重質油を輸入し、精製～」           

 

ロイター通信は、PDVSA 内部関係者から入手した情報

として、ベネズエラがイランから原油を輸入すると報じ

た。 

 

この原油は、ベネズエラの国内製油所で精製に使用され

るという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.749」で紹介した通り、４

月末にイランの Owaji 石油相がベネズエラを訪問し、

マドゥロ大統領らと協議を実施。エネルギー分野で関係

を更に強化する方針で合意した。 

 

合意の具体的な内容は明らかにされていないが、この報

道に関連したものと思われる。 

 

 

 

２０２１年から、ベネズエラはイランから希釈剤を輸入

し、ベネズエラから原油（Merey１６）を輸出する交換

取引を開始した。 

 

今回イランから調達するとされる重質油は、ベネズエラ

の「Mesa３０」という油種と品質が類似しているようで、

ベネズエラ国内製油所の稼働を増やすとみられている。 

 

イランは原油取引だけではなく、ベネズエラ国内製油所

をメンテナンスするための技術者や部品なども供給し

ており、今ではマドゥロ政権に欠かせない存在になって

いる。 

 

また、ロイター通信は PDVSA 内部関係者からの情報と

して、「エルパリート製油所」の稼働が再開したと報じ

た。 

 

２１年末から大規模メンテナンスが行われていたとい

う。エルパリート製油所はベネズエラ国内の主要製油所

の１つで、日量１４．６万バレルを精製する能力を有す

る。現時点ではフル稼働はしておらず、関係者の情報に

よると日量７万バレルを精製しているという。 

 

ただし、ガソリン精製に重要な「流動接触分解（FCC）」

を行う設備の補修はまだ完了していないという。 

 

「中央銀行 為替市場で外貨を大量に売却」                  

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ベネズエ

ラ中央銀行は先週、これまでより多く外貨を両替市場に

供給したという。 

 

具体的な金額は１億１，７００万ドル。加えて２，５０

０万ユーロ（ドルで換算すると１億４，３５０万ドル）。 
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２０２２年に入ってから今までで最も多く外貨を供給

したのは４月１８日の週で、同週の外貨供給額はドルと

ユーロ併せて合計で１億１，９８０万ドルだったため、

今回記録を更新したという。 

 

大量の外貨を両替市場に投入した理由は、為替レートの

ボリバル安を食い止めるため。 

 

２０２２年に入ってから現在までで、中央銀行は両替市

場に１４億７，４００万ドルを供給したという。 

 

これらの取り組みのおかげでベネズエラの為替レート

は安定しており、それに伴いインフレ率も安定傾向にあ

る。 

 

ただし、永遠に為替レートを抑えることは困難。 

「Datanalisis」のルイス・ビセンテ・レオン社長は、今

のやり方で為替レートを操作し続けることは出来ない

と指摘。「必ずいつか為替レートの安定は限界を迎える」

と警鐘を鳴らした。 

 

「EU 在ベネ・エネルギー企業の事業再開望む」                  

 

在ベネズエラEU大使館のRafael Dochao Moreno氏は、

ラジオ番組「Union Radio」に出演。 

 

欧州のエネルギー会社は、今後もベネズエラに留まると

指摘。事業が再開できる環境になることを期待している

と述べた。 

 

司会から、米国の経済制裁についての見解を質問される

と「極めてセンシティブなテーマなので、本件について

詳しくは語らない」と回答を拒否した。 

 

また、マドゥロ政権のフェリックス・プラセンシア外相

について 

 

「彼は外交キャリアが長く、外交委に関する知識が深い。

彼とは円滑に意見交換を行っており、ウクライナ問題、

ラテンアメリカ情勢などについても意見交換をしてい

る。」と述べた。 

 

また、与野党協議を支持するとの EU の姿勢を改めて強

調。特にベネズエラ人同士が話し合いで解決することが

重要と指摘。外国はベネズエラ人同士が合意するための

サポートに全力を尽くすとの見解を示した。 

 

社 会                        

「２３％のベネズエラ新生児が深刻な栄養失調」           

 

カトリック系の人権団体「Caritas」は、ベネズエラ児童

の栄養失調に関する調査を実施した。 

 

同団体の調査（２０２１年１１月実施）によると、生後

６カ月未満の新生児の２３％に深刻な栄養失調がみら

れるという。 

 

また、５歳以下の児童について２８．１％が成長に遅れ

がみられると指摘した。 

 

成長過程において、幼少期の栄養は重要な意味を持つた

め、この時期の栄養失調は将来的に深刻な影響を与える

と警鐘を鳴らした。 

 

（写真）グアイド暫定政権 
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２０２２年５月１０日（火曜）              

政 治                       

「墨 全ての国を首脳会議に招待するよう米に要請」        

 

メキシコのロペス・オブラドール大統領は、キューバを

訪問。 

 

キューバにて、米国のバイデン政権に対して、６月８～

１０日にかけてロサンゼルスで行われる米州首脳会議

に全ての国の代表を招待するよう要請した。 

 

「私はバイデンに対して来月ロサンゼルスで予定され

る米州首脳会議にどの国も排除しないよう強く求める。 

 

米州の全ての政権が自由に会議に参加するかどうかを

決める権利がある。そして、どの国も参加国を排除する

権利はない。」と訴えた。 

 

米国政府は、米州首脳会議にキューバ、ニカラグア、ベ

ネズエラを招待しないとの方針を示しており、恐らくこ

の方針が変わることはないだろう。 

 

ただし、アルゼンチン、メキシコなど米州の左派系の政

権を中心にバイデン政権の方針を非難しており、同会合

の意義に疑問を投げかける声が挙がっている。 

 

「オカリス氏 野党予備選挙の実施を呼びかけ」           

 

５月１０日 「第一正義党（PJ）」のカルロス・オカリ

ス元スクレ市長は、２４年の大統領選の野党統一候補を

決めるための予備選を早急に実施するよう求めた。 

 

「民主主義グループは早急に予備選の仕組みを決め、公

表しなければいけない。ベネズエラ国民に対して、真実

を語らなければならない。 

 

 

予備選の結果がどのようなものであっても結果は尊重

されなければならない。」と訴えた。 

 

ただ、２１年１１月の州知事選の際にオカリス氏はミラ

ンダ州知事選への出馬を希望。独立野党「隣人の力（FV）」

のダビッド・ウスカテギ氏と世論調査で対決した。 

 

この対決でウスカテギ氏が勝利したが、オカリス氏はギ

リギリまでこの結果を認めなかった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.677」）。 

 

主要野党がギリギリまでミランダ州の統一候補を決め

なかったため、ミランダ州知事選で主要野党への投票は

無効となった（「ベネズエラ・トゥデイ No.678」）。 

 

仮にミランダ州知事選の統一候補を早期にウスカテギ

氏に絞っていれば、ミランダ州知事は野党系になってい

たのかもしれない。 

 

その彼が「結果を尊重するべき」の発言をするのは皮肉

なものだ。 

 

経 済                       

「自動車販売数は増えているが国内生産伸びず     

   ～１～４月の新車販売台数は１１３０台～」            

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２０２２年３月

のベネズエラ国内の自動車組み立て台数について２台

と報じた。 

 

２台は「Mack de Venezuela」が組み立てたトラック

「Granite GU８１３」だという。 

 

ベネズエラ国内では自動車の新車販売台数は増えてい

るが、これらはほぼ全て輸入車だという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7868f0c9dcf0ed055f54c52624ea035.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7868f0c9dcf0ed055f54c52624ea035.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ffa56b1b3bb7c0c27cbe8b9f929a0240.pdf
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２０２２年３月の新車販売台数は２８３台（うち国内産

は３台（１．２９％））。 

２１年３月は１９０台だったので前年同期比４８．９

５％増ということになるようだ。 

 

また、２２年１月～３月の新車販売台数は８５１台。 

２１年１月～３月は４３５台だったので、前年同期比９

５．６３％増になるという。 

 

２２年４月は１カ月で２７９台を販売し、１～４月の合

計新車販売台数は１，１３０台。前年同期の６１７台か

ら８３．１４％増だという。 

 

ベネズエラ国内の自動車産業が回復するかどうかにつ

いて、施設のメンテナンス、需要の回復、新車購入に必

要な融資の問題など多くの問題を抱えていると報じた。 

 

また、「ベネズエラ自動車部品生産組合（Favenpa）」の

オマール・バウティスタ氏は「Globovision」に出演。 

ベネズエラ国内を走る車の経過年数について「平均２２

年」と説明した。 

 

「米商工会 制裁の民間への直接的な影響を否定」         

 

「米国ベネズエラ商工会議所（Venamcham）」のエクト

ル・ロドリゲス代表は、米国がベネズエラに科している

制裁は民間セクターに直接的な影響を与えていないと

の見解を示した。 

 

２２年１月～３月の米国とベネズエラの貿易取引は１

億１７００万ドルで前年同期と比べて２７％増だとい

う。また、２０２１年の貿易取引額は２０年と比べて５

０％増と指摘。 

 

統計的に増加傾向にあるとの見解を示した。 

 

 

また「米国政府は民間セクターを直接的なターゲットに

した制裁は１つも科していない。民間セクターの経済取

引に悪影響を与えているのはオーバーコンプライアン

スだ」との見解を示した。 

 

加えて、外国企業がどのような状況になっているのかを

米国政府に知ってもらうため、ベネズエラに米国領事館

を再び戻す必要があるとの見解を示した。 

 

ここ最近、「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の元代

表らを中心に経済界からも米国の経済制裁に否定的な

意見が増えている。ロドリゲス代表の発言は、この流れ

を受けてのものと思われる。 

 

「スーパー 大規模金融取引税の適用に苦慮」         

 

マドゥロ政権は、３月末から外貨建て・デジタル通貨建

て（ペトロ除く）取引に一律３％を課税するため「大規

模金融取引税」を開始した。 

 

なお、この税制改定について、一部の専門家からは金額

の大小に関わらず課税されており「大規模金融取引税」

というよりも「付加価値税（消費税）」に性質が近いと

指摘している。 

 

この外貨建て・デジタル通貨建て課税について、「全国

スーパーマーケット協会（ANSA）」のイタロ・アテンシ

オ代表は、スーパーマーケットはまだ新制度への対応が

出来ていないとコメント。 

 

正確に法律が適用できるようになるまで４０日はかか

るとの見解を示した。 

 

なお、スーパーマーケット業界自体は非常に好調のよう

で、売り上げは食料品など生活必需品を中心に大きく伸

びているという。 
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また新店舗もオープンしており、２２年に入り全国で少

なくとも７３店舗が新たにオープンしたという。 

 

なお、ベネズエラ人の購買習慣の変化について言及。 

以前は数週間の買い物を一度に行うことが多かったが、

最近は２、３日分の買い物を行うようになったという。 

 

以前インフレが激しかった頃は、ボリバルはすぐに使用

する必要があったため、買いだめが起きていたが、最近

はインフレが落ち着いてきたことも有り、分割して購入

する人が増えたとの見解を示した。 

 

「マドゥロ政権 ベトナムとコメ生産で協力」         

 

５月１０日 ベネズエラ外務省は、ベトナムとコメの生

産で協力することで合意したと発表した。 

 

発表したのはベネズエラ外務省の Capaya Rodriguez 氏

（中東アジア・大西洋担当次官）。 

 

Le Viet Duyen 在ベネズエラ・ベトナム代表大使および

「ベトナム農業科学学術機関」の Xuan Dung 副代表と

協議を行い、合意したという。 

 

ベトナム政府は同じ社会主義国であることもあり、現在

もマドゥロ政権と良好な関係を継続している。 

 

社 会                       

「コロンビア人 半数超ベネ移民受入に否定的」            

 

スペイン系メディア「El Pais」は、世論調査会社「４０

dB」が行ったアンケート調査を報道。 

 

調査内容は「ベネズエラ人の不法移民について「一次保

護資格（ETP）」により合法化することに同意するか？」

というもの。 

 

調査の結果、５２．５％は「同意しない」と回答（１７．

３％は「全く同意しない」、３５．２％は「あまり同意

しない」）。 

 

半数以上がベネズエラ人の移民を合法的に許可するこ

とに不満を感じているとの結果が出た。 

 

また、「賛成する」と回答したのは全体の４２．４％（１

２．９％は「同意する」、２９．５％は「それなりに同意

する」）だった。 

 

コロンビアは世界で最も多くベネズエラ移民を受け入

れている国で、国連の発表によると現在１８４万２，３

９０名のベネズエラ人がコロンビアに滞在していると

いう。 

 

 

（写真）El Pais、４０dB 

 

以上 


