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（写真）大統領府 “アラグア州 Las Tejerias 豪雨で甚大な被害。少なくとも死者２５名、行方不明５２名” 

 

 

２０２２年１０月７日（金曜） 

 

政 治                     

「国連 ベネズエラの人権侵害調査の延長を決定 

～９カ国 マドゥロ政権に政治犯解放を要請～」 

「マドゥロ大統領 大統領選の早期実施も視野に」 

「グアイド議長 演説中で攻撃受ける」 

「コロンビア ベネズエラ人の入国規制を緩和」 

経 済                     

「Yamaha Venezuela ２３年中に組み立て再開か」 

「Chevron は２年内に１０万バレル増産可」 

社 会                     

「ロス・プロセレス ライトアップ開始」 

22 年 10 月 8～9 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党 予備選挙の実施規則について合意」 

「OAS 事務局長 倫理規定違反の疑いで捜査」 

経 済                    

「カリブ島国 ベネズエラと原油取引を再開 

～３５％のディスカウントで購入～」 

「米裁判所 CITGO 競売の実施許可目前か」 

社 会                    

「ベネズエラで全国的な豪雨被害 

～アラグア州死者２５名 行方不明者５２名～」 

「マドゥロ政権 豪雨受けて３日間喪に服す」 
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２０２２年１０月７日（金曜）             

政 治                       

「国連 ベネズエラの人権侵害調査の延長を決定    

 ～９カ国 マドゥロ政権に政治犯解放を要請～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.809」で紹介した通り、国

連の独立人権調査委員会は、マドゥロ政権および治安当

局による組織的な人権侵害に関する報告書を公表した。 

 

１０月７日 国連人権理事会は、ベネズエラの人権侵害

の調査を継続するかどうかについて投票を実施。 

 

賛成多数で調査続行が決定した。 

 

調査の続行に賛成した人権理事会メンバーは、以下１９

カ国。 

ブラジル、チェコ、フィンランド、フランス、ガンビア、

ドイツ、日本、リトアニア、ルクセンブルク、マラウィ、

マーシャル諸島、モンテネグロ、オランダ、パラグアイ、

ポーランド、韓国、ウクライナ、英国、米国。 

 

反対国は、以下５カ国。 

ボリビア、中国、キューバ、エリトリア、ベネズエラ。 

 

棄権国は、以下２３カ国。 

アルゼンチン、アルメニア、ベニン、カメルーン、コー

トジボワール、ガボン、ホンジュラス、インド、インド

ネシア、カザヒスタン、リビア、マレーシア、モーリタ

ニア、メキシコ、ナミビア、ネパール、パキスタン、カ

タール、セネガル、ソマリア、スーダン、アラブ首長国

連邦、ウズベキスタンだった。 

 

なお、黄色で塗られているのは米州の国連人権理事会加

盟国。賛成３、反対３、棄権３ときれいに分かれている。 

 

 

（写真）国連人権理事会 

 

また、米州機構（OAS）総会にて９カ国がベネズエラに

対して、政治犯の無条件の解放を要請した。 

 

政治犯解放を要請したのは、カナダ、ブラジル、チリ、

コスタリカ、エクアドル、グアテマラ、米国、パラグア

イ、ウルグアイとなっている。 

 

「マドゥロ大統領 大統領選の早期実施も視野に」         

 

１０月７日 マドゥロ大統領は、与党「ベネズエラ社会

主義統一党（PSUV）」の政治イベントに出席。 

 

選挙の早期実施について言及した。報道では、大統領選

が２０２３年に実施の可能性があると報じている。 

 

 

（写真）大統領府 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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筆者が確認した限り、マドゥロ大統領が演説時に発言し

た内容は「我々（与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」）は、いつでも、どのような条件でも大統領

選をする用意が出来ている」というもの。 

 

つまり、２０２３年の大統領選実施の可能性について直

接明言したわけではないが、大統領府メディアは「２０

２３年の大統領選実施の可能性も」というような報じ方

をしており、野党を動揺させるための与党側の戦略なの

か、報道が独り歩きしている印象もある。 

 

今回の報道を受けて、主要野党のカルロス・オカリス氏

（「第一正義党（PJ）」所属）は、２０２３年に実施する

予定の予備選挙を早期に実施するよう呼び掛けている。 

 

「グアイド議長 演説中で攻撃受ける」                  

 

グアイド議長がアンソアテギ州プエルト・ラ・クルス遊

説中にグアイド議長に反対するグループに襲われる事

件が起きた。 

 

また、１０月６日にもスクレ州クマナ市で遊説中に与党

支持者の女性から殴打される事件が起きている。 

 

野党側は、これらの暴力事件は与党側が計画して行った

ものと主張している。 

 

グアイド暫定政権の大統領府で外交問題を担当してい

る Olivia Lorenzo 氏（「大衆意思党（VP）」所属）は、

グアイド議長の遊説を妨害するよう呼び掛ける与党関

係者とされる人物の音声を公表。 

 

Lorenzo 氏によると、この音声の人物は Orlando Licet

という人物で、プエルト・ラ・クルスの地域コミュニテ

ィを統括している人物だと主張した。 

 

 

「コロンビア ベネズエラ人の入国規制を緩和」         

 

コロンビア入国管理局は、陸路でのベネズエラ人の入国

規制を緩和した。 

 

具体的には、これまで入国時に「パスポート」「身分証

明書（セドゥラ）」「国境移動カード」の３種類の提示を

求めていたようだが、今後はこの３種類のうちいずれか

１種類を提示すればコロンビアに入国できるようにな

るという。 

 

新たに入国管理局のトップに就任したカルロス・フェル

ナンド局長は、今回の措置について 

「これまで要件が厳しく、３種類のいずれかを持ってい

ない人が不法にコロンビアに入国する事態が横行して

いた。入国時の適切な管理体制のために入国要件を緩和

する。」と説明している。 

 

また、フェルナンド局長は「入国要件が適切かについて

は引き続き検討しており、１０月１３日にククタ（ベネ

ズエラとコロンビアの国境にあるコロンビア側の町）コ

ミュニティの関係者と意見交換を行う」と述べている。 

 

経 済                        

「Yamaha Venezuela ２３年中に組み立て再開か」           

 

１０月７日 ベネズエラ国内生産工業相は、二輪メーカ

ー「Yamaha Venezuela」が２０２３年にベネズエラ国内

での組み立てを再開すると発表した。 

 

この発表には「Yamaha Venezuela」の事業を請け負って

いる「Venemoto」のクラウディオ・イポリト社長（次

ページの写真右の男性）が出演。 
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「日本では組み立て部品の供給で問題が生じており、輸

出が出来なくなっている国が複数あるが、２０２３年に

はこの問題が解決し、組み立て再開できるだろう」と説

明した。 

 

イポリト社長によると、「Yamaha Venezuela」はベネズ

エラで６１年事業を行っているという。 

 

 

（写真）ベネズエラ国内生産産業省 

 

「Chevron は２年内に１０万バレル増産可」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.816」にて、米国で制

裁を管理する OFAC が、米国エネルギー会社「Chevron」

がベネズエラで事業を再開する方向で検討を進めてい

るとの記事を紹介した。 

 

本件について、ベネズエラ人エネルギー専門家のフラン

シスコ・モナルディ氏は見解を表明。 

 

モナルディ氏によると、「現在 Chevron は日量１０万バ

レル超を生産しており、OFAC の制裁ライセンスが緩和

されれば、これを倍増（つまり、更に日量１０万バレル

増やすことが）できるだろう。ただし、そのためには２

年かかる。」と言及した。 

 

 

 

この発言は恐らく説明不足なのではないだろうか。 

 

Chevron は米国の制裁によりベネズエラ国内で産油活

動をすることは出来ず、制裁ライセンスで許可されてい

るのは「ベネズエラ政府・PDVSA 関係者との協議」「設

備メンテナンス」などが主のはずだ。 

 

「Chevron が日量１０万バレル超を生産している」ので

はなく、「Chevron が資本参加している４つの合弁会社

で日量１０万バレル超を生産している」というのが正し

いのではないか。 

 

そして、今後 Chevron が採掘に関与することができる

ようになれば、更に日量１０万バレルを増産できる可能

性があると言いたかったと思われる。 

 

社 会                        

「ロス・プロセレス ライトアップ開始」           

 

１０月に入り、ベネズエラはクリスマスシーズンに入っ

ている。 

 

カラカスでは、公園のライトアップが増えており、１０

月７日には、カラカス軍人広場の公園「ロス・プロセレ

ス」がライトアップされた。 

 

 

（写真）カルメン・メレンデス・リベルタドール市長 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf
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ただし、後述するが同じタイミングでベネズエラは極め

て甚大な水災が全国で起きており、ソーシャルメディア

上では、このタイミングでライトアップを行うことに批

判的なコメントが多くみられる。 

 

２０２２年１０月８日～９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「野党 予備選挙の実施規則について合意」        

 

１０月８日 主要野党を中心に構成する「統一プラット

フォーム」は、２０２３年に予定している予備選挙の規

則について承認したと発表した。 

 

発表された内容は１枚紙のみで、規則についてはまだ公

表されていないが、確認できた点としては、 

「選挙の実施組織は、CNE ではなく平等で多くの動員

を可能とする市民団体になる」という。 

 

また「予備選挙全国委員会」のメンバーを募集しており、

そのメンバーの応募は１０月１５日に締め切り、メンバ

ーの選定を実施するという。 

 

その後、立候補している候補が出馬要件に合っているか

を「予備選挙全国委員会」のメンバーが確認する。 

という流れになるようだ。 

 

なお、現地世論調査会社「Delphos」の調べによると、

現在のところ「予備選挙で投票する意思がある」と回答

したのは、全体の４０％だという。 

 

また、回答者の７０％は政権交代を望んでおり、マドゥ

ロ政権への拒否感は引き続き強いことが確認できる。 

 

 

 

 

 

「OAS 事務局長 倫理規定違反の疑いで捜査」           

 

現在、「米州機構（OAS）」の総会が行われているが、OAS

のアルマグロ事務局長が解任の危機にさらされている。 

 

報道によると、アルマグロ事務局長が同組織の職員と恋

愛関係にあるとの匿名のリークがあったという。 

 

実際のところ、この話は組織内では有名だったようで、

２０歳ほど年齢の離れた秘書官と恋愛関係にあると指

摘されている。 

 

そして、仮にこれが事実であれば OAS の倫理規則違反

に該当、解任されるという。 

 

そのため、現在この噂について事実関係の調査が行われ

ている。 

 

なお、アルマグロ事務局長自身は、「倫理規定に違反す

るようなことはしていない」と回答。恋愛関係にあると

の疑惑を否定している。 

 

現在の OAS は米国の外交スタンスを米州全体のスタン

スとして代弁するような組織になっているが、この状況

はアルマグロ事務局長がトップになってからで、歴史的

に OAS は米国一強の構図に対立する国際組織としての

性格を持っていた。 

 

故に米国追随型のアルマグロ事務局長の組織運営に否

定的な加盟国は多い。 

 

特に米州大陸で左派政権が拡大する中、アルマグロ事務

局長降ろしが進んでいるのかもしれない。 
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経 済                       

「カリブ島国 ベネズエラと原油取引を再開     

     ～３５％のディスカウントで購入～」            

 

カリブ海の島国セントビンセント・グレナディーン諸島

の Ralph Gonsalves 首相は、記者会見でベネズエラと原

油取引を再開すると発表。 

 

「ペトロカリベ」の枠組みで２．３万バレルの原油が同

島に到着するとした。 

 

「現在ウクライナの情勢不安を受けて、原油価格が高騰

しており、燃料高に苦しむ島の住民の生活苦を緩和する

ことができる」と説明した。 

 

「ペトロカリベ」とは、２００５年に故チャベス元大統

領が発足したベネズエラを宗主国とするカリブ海との

国際同盟。 

 

同グループに加盟する国は、好条件にてベネズエラ産原

油を購入することが可能となる。 

 

報道によると、ベネズエラ原油は通常価格より３５％ほ

どディスカウントされてセントビンセント・グレナディ

ーン諸島に販売されるという。 

 

また、購入した原油代は全額を即時支払いする必要はな

く、その時の原油価格に応じて低金利で長期返済するこ

とができる。 

 

つまり、ベネズエラは「ペトロカリベ」加盟国に債権を

持っていることになる。 

 

 

 

 

 

この債権についてマドゥロ政権をベネズエラ政府と認

識するかどうかの問題もあり、カリブ海諸国の返済が滞

っている。 

 

本件について Ralph Gonsalves 首相は「セントビンセン

ト・グレナディーン諸島は、未払いとなっている７，０

００万ドルをベネズエラに返済することで合意した」と

説明した。 

 

「米裁判所 CITGO 競売の実施許可目前か」         

 

「Bloomberg」は、早ければ来週金曜日に米国裁判所が

CITGO の競売について許可すると報じた。 

 

CITGO はベネズエラ政府系企業であり、米国で７番目

に大きな原油精製会社である。 

 

本件を担当する米国の Leonard P. Stark 判事は、

「Crystallex」が過去に受けた接収の賠償金の回収残９．

７億ドルを回収するため、CITGO の株式１００％を保

有する「PDV Holding」の株式売却を昨年 許可した。 

 

しかし、OFAC がこの売却手続きを止めていたが、今後

OFAC の許可がなかったとしても売却手続きを進める

可能性があるという。 

 

２０１４年当時、CITGO の資産評価は約１００億ドル

と評価されていた。 

 

しかし、政治的な問題の中、CITGO の価値は毀損して

おり、法的に不透明な部分も含めてかなりのディスカウ

ントで売却される可能性がある。 

 

一方、仮にこの手続きを続行した場合、マドゥロ政権と

米国の関係は完全に断絶するのではないだろうか。 
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社 会                       

「ベネズエラで全国的な豪雨被害             

 ～アラグア州死者２５名、行方不明者５２名～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.816」にて、ベネズエ

ラに台風が来ているとの記事を紹介した。 

 

この台風は引き続きベネズエラに滞留しているようで、

被害が更に拡大している。 

 

ファルコン州では、農作物に甚大な被害が出たようで、

収穫物（ユカ芋、とうもろこし、バナナ、とうがらし等）

の半分超が影響を受けたという。 

 

そして、特に大きな被害を受けたのはアラグア州の Las 

Tejerias という地域。 

 

歴史的な大災害を受けて、同地域は壊滅的な打撃を受け

た。１０月９日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ア

ラグア州で死者２５名、行方不明５２名の被害が確認さ

れていると発表した。 

 

他、アラグア州以外でも全国的に１８名の死者が出てい

るとの報道もある。強い台風であったことはもちろんだ

が、ベネズエラの住居・インフラ設備はもともともろく、

被害を大きくしてしまったと予想される。 

 

 

 

（写真）@danielgcolina “道路が崩壊” 

 

（写真）@danielgcolina “土砂で家の窓・ドアが埋まる” 

 

（写真）大統領府 

 

「マドゥロ政権 水災受けて３日間喪に服す」         

 

一連の大水害を受けてマドゥロ大統領はLas Tejeriasを

「zona de tragedia（悲劇地域）」に指定。 

 

被害を受けた家族を悼むため、全国的に３日間の喪に服

すと発表した。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf

