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（写真）グアイド議長 Twitter “グアイド議長 急進野党リーダーのマチャド VV 党首と関係改善を模索か” 

 

 

２０２２年５月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「ロイター通信 与野党協議の現状を報道 

～与党 ノルウェー政府の仲介に難色～」 

「主要野党 急進野党・独立野党に呼びかけ」 

「ロシア下院 ベネズエラと宇宙協力協定を承認」 

経 済                     

「イランタンカーがベネズエラに到着」 

「Chevron 制裁ライセンスの変更に尽力」 

社 会                     

「FARC 残党リーダー ベネズエラで死亡」 

「INAC 新たな入国規則を発表」 

２０２２年５月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「コロンビア左派重鎮 現金６．８万ドル無申告 

ホンジュラス→パナマへ移動試みるも捕まる」 

「ニックメル・エバンス氏 大統領選出馬か」 

経 済                    

「石油商工会 制裁の損失は年６５．７億ドル」 

「BoA GDP１５％増、インフレ１００％以下」 

「非石油部門の輸出 ７６％増」 

「化学品業界 ７７％の企業の稼働率４割以下」 

社 会                    

「SuperBigote 医療マフィアを取り締まり」 
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２０２２年５月２５日（水曜）             

政 治                       

「ロイター通信 与野党協議の現状を報道       

   ～与党 ノルウェー政府の仲介に難色～」       

 

５月２５日 ロイター通信は、与野党協議の再開に向け

て水面下で行われている議論について内部関係者から

入手した情報を報じた。 

 

ロイター通信によると、マドゥロ政権は今回の与野党協

議にノルウェーが参加することに難色を示していると

いう。 

 

一方、野党側は、ノルウェー政府がこれまでに南米の政

治対立を仲介してきた実績を買い、ノルウェーが仲介役

として残ることを希望しているという。 

 

（コロンビア政府と FARC との和平合意の際にもノル

ウェー政府が仲介役を担っていた） 

 

また、マドゥロ政権は与野党協議にロシアが参加するこ

とも強く求めている。 

 

ロシアはウクライナ問題で欧米との関係が極めて悪化

しており、両政府の代表が顔を合わせることは政治的に

ハードルが高い。 

 

上記のように協議再開に向けた障害はあるが、内部関係

者は「与野党協議は６月上旬ごろには再開する」と考え

ているという。 

 

 

 

 

 

 

「主要野党 急進野党・独立野党に呼びかけ」         

 

主要野党を中心に構成される政治グループ「統一プラッ

トフォーム」の代表を務めるオマール・バルボサ氏は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

「ベネズエラ主導党（VV）」を中心とする急進野党、「隣

人の力（FV）」や「鉛筆同盟（AL）」など独立野党グル

ープに対して同盟に加わるよう呼び掛けた。 

 

「我々は同盟をより広範囲なものにしたいと考えてい

る。同盟をより大きなものにするのは成功の重要なポイ

ントだと考えている。我々は、これらの政治グループと

意見交換をしている。 

 

我々が変えない譲ることが出来ない根源的なものは、自

由選挙の実施。そして、変化を求める全ての人の力を合

わせることだ。」 

との見解を示した。 

 

また、バルボサ代表は、これまでの主要野党の政治方針

について「正しい部分もあったが、間違った部分もあっ

た。」と振り返った。 

 

一方で、現時点では結論を出す段階にはないと指摘。 

引き続き、自由選挙の実施のために可能な方策を検討す

るとの見解を示した。 

 

なお、本件とは別にグアイド議長は自身のツイッターで、

急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」が発足１０周年を

迎えたと投稿。 

 

VV に祝辞を送ると同時に、マリア・コリナ・マチャド

VV 党首を「民主主義の戦いに必要な存在だ」と称賛し

た。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月２５日～５月２６日報道            No.７５９   ２０２２年５月２７日（金曜） 

3 / 7 

 

「ロシア下院 ベネズエラと宇宙協力協定を承認」                  

 

ロシア下院（La Duma）は、「ロシアとベネズエラの平

和的な宇宙分野の協力協定」を承認した。 

 

４月に両国政府の間で交わされた合意で、この合意を受

けてロシア国会で議論されると報じられていた。 

 

４月８日 ロシア政府は、新たな宇宙ステーションの建

設を開始すると発表しており、この宇宙ステーションの

利用に関する協定と思われる。 

 

なお、ベネズエラ国会は、中国・インドとも同様の宇宙

分野の協力協定を締結している。 

 

経 済                        

「イランタンカーがベネズエラに到着」           

 

「ロイター通信」は、少なくとも１００万バレルを積載

可能なイランのタンカーがベネズエラのアムアイ港に

到着したと報じた。 

 

到着したのはスエズマックスの「Silvia」というタンカー

で、「イラン国営石油公社（ Compañía Nacional de 

Petroleros de Irán）」の所有物とされる。 

 

「Silvia」は衛星追跡機能を切っており、最後に所在が確

認できていたのは４月上旬。 

 

オマーン湾の「Khor Fakkan」を出発し、喜望峰近くを

大西洋に向かって運航していたという。 

 

 

 

 

 

 

「Chevron 制裁ライセンスの変更に尽力」                  

 

ベネズエラ国会の石油エネルギー委員会のアドバイザ

ーを務めたことのあるセサル・マタ・ガルシア氏は、米

国エネルギー企業のベネズエラでの活動再開について

見解を述べた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.758」でも紹介した通

り、６月１日に「シェブロン」など米国エネルギー会社

の活動可能な内容を定める制裁ライセンスが期限切れ

を迎える。 

 

制裁ライセンスが更新されることは確実だが、問題はラ

イセンス更新の際に活動可能な内容が拡大されるかど

うか。 

 

報道を見る限り、制裁ライセンスの文言自体は変えず、

バイデン政権が概念上の制裁ライセンス範囲を拡大す

るだけになりそうだ。 

 

本件について、ガルシア氏は「シェブロンは現在のライ

センスの内容を変えるためにロビー活動を行っている。」

と指摘した。 

 

「シェブロンはベネズエラでの活動を望んでいる。その

ために OFAC のライセンスを変えるためのあらゆる努

力をしている。シェブロンが産油量を増やし、販売する

ためには、現在のライセンスの内容を変えなければいけ

ない。シェブロンは PDVSA から５０億ドルの未収金を

回収する必要がある。」 

と述べた。 
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社 会                        

「FARC 残党リーダー ベネズエラで死亡」           

 

５月２５日 コロンビアのディエゴ・モラノ国防相は、

「コロンビア革命軍（FARC）」の残党でリーダー格のミ

ゲル・ボタチェ・サンタニジャ氏が死亡したと発表した。 

 

サンタニジャ氏は「Gentil Duarte（以下、ドゥアルテ氏）」

という名前でよく知られる人物で、テロリストとしてコ

ロンビアで指名手配されていた。 

 

コロンビア系メディア「El Tiempo」が関係者から入手

した情報によると、ドゥアルテ氏が殺害されたのはベネ

ズエラのスリア州 Jesús María Semprún 市。 

自身のキャンプ場で殺害されたようで、FARC 構成員の

中に内通者がいたと報じている。 

 

２１年７月２９日 ドゥアルテ氏は逮捕される寸前だ

ったという。 

 

同日、ドゥアルテ氏は麻薬犯の会合に出席しており、そ

の際に警察らと衝突になり負傷し逃走。警察は、この衝

突で USB６つ、ドゥアルテ氏のものとされるコンピュ

ーターを押収した。 

 

この押収物の中から、FARC のテロ計画や彼の政治家と

の関係、マドゥロ政権との関係とされる情報が確認でき

たという。 

 

この情報によると、FARC はマドゥロ政権の別動隊的な

役割を担っており、協力関係にあったとされている。 

 

また、FARC がマドゥロ政権に対して、スリア州、タチ

ラ州、アプレ州、ボリバル州、アマゾナス州の一部地域

に潜伏することを許可するよう求めているやり取りも

あったという。 

 

「INAC 新たな入国規則を発表」         

 

５月２５日 「ベネズエラ航空監督局（INAC）」は、

Covid-１９感染拡大防止を目的とした空路での入国管

理規則の変更を発表した。 

 

具体的には、ベネズエラ入国時に提出を求めていた「非

感染証明書（prueba negativa de coronavirus）」の提出が

不要になる。 

 

しかし、一定の要件を満たしたワクチン接種証明書が必

要。 

 

この要件を満たすことが出来ない場合は、入国７２時間

前に行った「非感染証明」が必要になる。 

 

また、入国時の PCR 検査はこれまで通り実施される。 

この変更は５月３０日（月曜）から適用されるという。 
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２０２２年５月２６日（木曜）              

政 治                       

「コロンビア左派重鎮 現金６．８万ドル無申告    

 ホンジュラス→パナマへ移動試みるも捕まる」        

 

５月２５日 コロンビア左派重鎮のピエダ・コルドバ上

院議員が、ホンジュラスで逮捕された。 

 

コルドバ氏は、ホンジュラスからパナマに移動する際、

現金６．８万ドルを運び出そうとしていたという。 

 

この６．８万ドルは出国時に事前に申請されておらず、

違反行為に当たる。コルドバ氏は「申告しようとしてい

た」と述べているようだが、苦しい言い訳のように聞こ

える。 

 

なお、５月２６日時点でコルドバ上院議員は既に釈放さ

れているが、現金６．８万ドルはホンジュラス当局が留

保し、現金の入手経路について捜査を行うという。 

 

ピエダ・コルドバ氏は左派連合「パクト・イストリコ」

のメンバー。５月２９日にコロンビアで予定されている

大統領選の最有力候補であるグスタボ・ペトロ氏を支援

している。 

 

この現金６．８万ドルがペトロ氏を支援する目的の選挙

資金の可能性はある。加えて、そもそもの資金源が麻薬

取引の可能性もあるだろう。 

 

ペトロ候補は、コルドバ氏が現金６．８万ドルを運ぼう

としていた理由について「分からない」と答えているが、

大統領選でマイナスに働くのは間違いないだろう。 

 

 

 

 

 

「ニックメル・エバンス氏 大統領選出馬か」           

 

５月２６日 「民主主義行動党（MD）」と「包括的ベネ

ズエラ（IV）」は、ニックメル・エバンス氏を２０２４

年の大統領選候補にすることを提案した。 

 

MD と IV は、元々与党系の政治家が、与党を離脱し組

織した政治グループ。現在は主要野党に近い立場で活動

している印象だ。 

 

エバンス氏は一定の知名度はあるが、大統領選で当選す

る可能性は限りなく低い。泡まつ候補の１人という印象

だ。 

 

エバンス候補は、「統一プラットフォーム」が実施する

予備選に参加する意思を表明している。 

 

 

（写真）Maduradas ”ニックメル・エバンス候補” 

 

経 済                       

「石油商工会 制裁の損失は年６５．７億ドル」            

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」は、米国による石油

産業への経済制裁がベネズエラに与えている損失につ

いて、１日当たり約１，８００万ドルと指摘。年間６５．

７億ドルの損失を被っているとした。 
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また、現在ベネズエラが原油輸出から得ている収入の６

０％はロシアの金融システム経由だと指摘。 

 

昨今のロシアへの経済制裁により、現金など別の手段で

収入を得る必要があり、更に大きなディスカウントが必

要になる（潜在的な損失が大きくなる）との見方を示し

た。 

 

また、CPV によると、仮に欧米企業がベネズエラで活

動を再開した場合、そこまで大きな投資を必要とするこ

となく日量１２０万バレルまで産油量を増やすことは

可能と指摘。世界のエネルギー問題に貢献することが出

来ると主張した。 

 

ただし、日量２００万バレルまで増やすには一定の投資

が必要になり、投資を呼び込むために法律や規則の変更、

外国の投資を促進するようなインセンティブが必要に

なるとの見解を示した。 

 

 

「BoA GDP１５％増、インフレ１００％以下」         

 

「Bank of America（以下 BoA）」は、２０２１年～２３

年のラテンアメリカ各国の予想経済指標を公表。 

 

２０２２年のベネズエラの経済成長率について、前年比

１５％増、２３年は５％増。 

 

また、インフレ率について、２２年は９３％、２３年は

９４％と予想。 

 

２２年の経常収支は対 GDP 比２．９％のプラス、２３

年は３．２％のプラスと予想した。 

 

各国の経済指標予測値は下表の通り。 

 

 

 

 

（写真）BoA 
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「非伝統輸出部門の輸出 ７６％増」         

 

５月２６日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、「ユー

ロアジア経済フォーラム」に出席。 

 

ベネズエラの非伝統輸出品目の輸出が７６％増えたと

発表。CEPAL の資料によると、ラテンアメリカ地域で

８番目の輸出国になっているとした。 

 

「伝統輸出品」とは、原油や鉄鉱石など資源系の輸出品

を意味する。 

 

「非伝統輸出品」は、資源系以外の品目。 

主なベネズエラの非伝統輸出品は、カカオ、海産物、果

物などを意味する。 

 

「化学品業界 ７７％の企業の稼働率４割以下」         

 

「ベネズエラ石油化学品工業界（Asoquim）」は、加盟企

業を対象に行った２２年第１四半期の事業アンケート

調査の結果を公表。 

 

７７％の加盟企業の稼働率は４０％以下とした。 

特に稼働率２０％以下の回答は４６．２％、２１～４

０％の回答は３０．８％だった。 

 

 
（写真）Asoquim 

 

社 会                       

「SuperBigote 医療マフィアを取り締まり」            

 

現在、マドゥロ政権は「良い政府（Buen Gobierno）」と

いうスローガンを掲げ、汚職撲滅に取り組んでいる。 

 

マドゥロ大統領は演説で、特に医療分野での汚職につい

て警戒を呼び掛けており、今回医療分野の汚職を撲滅す

るための新たな取り組みが発表された。 

 

５ 月 ２ ６ 日  マ ド ゥ ロ 大 統 領 は 「 秘 密 調 査 員

（inspectores secretos）」を医療施設に送り込むと発表。 

医療施設を外部から監査し、マフィアを撲滅すると説明

した。 

 

なお、マドゥロ政権は、悪と戦うヒーロー「スーパービ

ゴテ（ビゴテとは日本語で口ひげ）」というマドゥロ大

統領に似せたキャラクターを作り、汚職撲滅キャンペー

ンを行っている。 

 

 

（写真）大統領府 

“スーパービゴテの横に立つマドゥロ大統領” 

 

以上 


