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（写真）Shutterstock “米国政府高官 ベネズエラを訪問し、マドゥロ政権と協議” 

 

 

２０２２年６月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「米高官 ベネズエラでマドゥロ政権と協議 

～米国人解放など人道問題について協議～」 

「仏マクロン大統領 ベネとの取引再開希望 

～マドゥロ大統領 フランス企業受入表明～」 

「マドゥロ大統領 中国大使と面談」 

経 済                     

「ベネズエラ原油収入 前年比６９％増」 

「INAC ブラジル―ベネズエラ運航再開を許可」 

社 会                     

「ベネズエラに台風上陸 交通に影響」 

２０２２年６月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「主要野党 米高官のベネ訪問 事前通知なし 

～面談予定なく、訪問理由も把握してない～」 

「マドゥロ政権 Movistar に情報提供を要請？」 

経 済                    

「米国 Monomeros 制裁ライセンスを延長 

～ペトロ新政権 Monomeros の対応を検討～」 

「ベナルム １８３の電解炉が稼働」 

「英化粧品会社 AVON ベネズエラ資本に売却」 

社 会                    

「ベネズエラ元市長 汚職で有罪判決」 
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２０２２年６月２７日（月曜）             

政 治                       

「米高官 ベネズエラでマドゥロ政権と協議     

  ～米国人解放など人道問題について協議～」       

 

６月２７日 米国のバイデン政権がベネズエラに政府

代表者を派遣したと報じられた。 

 

本件について、同日マドゥロ大統領が事実であると説明。 

「ホルヘ・ロドリゲス国会議長が２時間ほど前に、米国

からの政府代表者と面談した」と説明。「３月に行われ

た両政府の協議を継続させることを望んでいる」と言及。

ただし、協議内容については語らなかった。 

 

「ロイター通信」によると、米国政府代表としてベネズ

エラを訪問したのは、ロジャー・カーステンス氏。 

 

カーステンス氏はバイデン政権で人質解放問題の担当

官を務めている。また、ジェームス・ストーリー大使（コ

ロンビアにいるが、ベネズエラ米国代表大使を務めてい

る人物）も同席したという。 

 

また、ロイター通信が関係者から入手した情報によると、

６月２７日夜に行われた会合のテーマは「人道テーマ」

であり、「エネルギー産業」については議論のリストに

入っていなかったという。 

 

マドゥロ政権は、２０１７年に CITGO の元役員６名に

対して「国家に対して不利益になる条件で融資契約を締

結しようとした」との理由から全員を拘束。 

 

２２年３月に米国政府代表がベネズエラを訪問した直

後に２名を解放した。 

 

もしかすると、今回も更なる人質解放が行われるかもし

れない。 

政治的な理由で拘束されていると認識されている他の

米国人は元海軍のマシュー・ヘルツ氏。彼は２０２０年

にテロ容疑で拘束されたが、最近獄中で自殺を試みたと

いう。 

 

他、２０２０年５月に実行された武力によるマドゥロ政

権倒壊作戦「Gedeon オペレーション」に参加したルー

ク・デンマン氏、アリアン・ベリー氏の２名も拘束され

ている。 

 

米国からは彼らの解放、特に CITGO 元役員らの解放に

ついて協議を行ったことと思われる。 

 

「仏マクロン大統領 ベネとの取引再開希望       

 ～マドゥロ大統領 フランス企業受入表明～」         

 

６月２７日 フランスのマクロン大統領は G７の会合

でロイター通信の記者に対して「ロシアのエネルギー供

給減少によるエネルギー不足問題を緩和するため、ベネ

ズエラとイランがエネルギー市場に再び戻ることを望

む」と発言した。 

 

他、エネルギー価格の高騰に歯止めをかけるためのメカ

ニズムを作ることを提案した。 

 

同日、マドゥロ大統領は、「全国ジャーナリスト表彰式」

の演説の際にマクロン大統領の発言を歓迎。 

 

「マクロン大統領よ、ベネズエラはフランス企業が原油

産業で活動するための受け入れ準備が出来ている。この

国でエネルギーを生産し、原油・ガスを欧州市場に供給

することを望んでいる。道は既に作られており、いつで

も歓迎する。」 

と述べた。 
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（写真）Monitoreamos 

 

「マドゥロ大統領 中国大使と面談」                  

 

６月２８日は、ベネズエラと中国の外交樹立４８周年目

にあたるという。 

 

マドゥロ政権は同日を祝して両国の友好イベントを実

施。同式典にはデルシー・ロドリゲス副大統領が出席し

た。 

 

ロドリゲス副大統領は、Covid-１９下で中国がベネズエ

ラにワクチンや PCR 検査キット、医療援助などを行っ

ていたことに感謝の意を表明し、敵対心ではなく、支援

を前提に両国の関係を発展しようとしていると強調。 

 

「国際的な攻撃を受ける中でも中国はベネズエラの独

立を尊重し、両国の関係が強固なものであることを証明

した」と述べた。 

 

また、マドゥロ大統領は、Li Baorong 在ベネズエラ中国

代表大使と面談。両国の関係を更に発展させることを確

認した。 

 

外交的には良好な関係を維持しているが、２０１５年に

ベネズエラが中国に対して債務再編を申し出、中国がこ

の申し出を受け入れて以降、中国政府はマドゥロ政権へ

の追加融資を停止しており、両国の共同プロジェクトも

停止。両国の経済的な関係はかなり希薄になった。 

 

現在も中国はベネズエラの原油購入を続けているが、政

府間プロジェクトとして原油を購入しているのではな

く、中国の民間製油会社が独自にベネズエラから原油を

購入しているだけと言われている。 

 

両国の関係が以前のような状態になるためには、少なく

とも米国が金融制裁を解除することが最低条件になる

だろう。 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

 

経 済                        

「ベネズエラ原油収入 前年比６９％増」           

 

エネルギー専門メディア「Petroguia」は、ベネズエラの

２０２２年１月～５月までの原油輸出による収入が６

１億ドルになると報じた。 

 

この数字は前年同期と比べて６９％増としている。 
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なお、OPEC の発表によると２０２２年１月～５月まで

のベネズエラ産原油 Merey の平均価格は、１バレル７

９．１３ドルで前年同期よりも７８．５％ほど高いとい

う。 

 

原油価格が７８．５％増加したのに対して、輸出額が６

９％増になっている理由は、輸出量が微減したため。 

 

「Petroguia」によると、２２年１月～５月の原油輸出は

日量６１．７万バレルで同５％ほど減少したという。 

当初、日量８０万バレル程度の輸出が期待されていたが、

思ったよりも輸出は伸びていないのが現実のようだ。 

 

なお、マドゥロ政権は２０２２年の年間原油輸出額につ

いて１４０～１５０億ドルを見込んでいるという。 

 

「INAC ブラジル―ベネズエラ運航再開を許可」                  

 

６月２７日 「国家民間航空局（INAC）」は、ブラジル

―ベネズエラ間の飛行機での移動を許可すると発表し

た。 

 

以前からコロンビアの航空会社が運航再開を求めてい

たが、今回の更新では許可されなかった。 

 

現在、ベネズエラは Covid-１９感染防止策として、外国

の移動を厳しく制限している。 

 

INAC が飛行機での移動を許可している国は、トルコ、

ロシア、メキシコ、ボリビア、パナマ、ドミニカ共和国、

キューバ、スペイン、ポルトガル、セントビンセント・

グレナディーン諸島、イラン。そして、今回ブラジルが

加わることになる。 

 

 

 

 

 

（写真）INAC ブラジル―ベネズエラ間の渡航を許可 

 

社 会                        

「ベネズエラに台風上陸 交通に影響」           

 

６月２７日 レミヒオ・セバジョス内務司法相は、熱帯

性台風がベネズエラに接近していると警鐘を鳴らした。 

 

セバジョス内務司法相によると、台風は風速５６km／

時でかなりの強風。同日は外出をしないよう求めた。 

 

ベネズエラへの本格的な上陸は６月２９日と考えられ

ているが、６月２８日の時点でヌエバエスパルタ州、ス

クレ州に上陸しており、陸路・空路・海路に影響を与え

ている。 
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移動ルートは下図の通り、ベネズエラの海岸沿いをなぞ

るように動くと考えられている。また、６月２８日 マ

ドゥロ大統領は台風に警戒し、２９日は全ての学校を休

校にすると発表している。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２２年６月２８日（火曜）              

政 治                       

「主要野党 米高官のベネ訪問に関与せず       

 ～面談予定なく、訪問理由も把握してない～」        

 

６月２８日 与野党協議で野党側の交渉団の代表を務

めているオマール・バルボサ氏は、記者会見を実施。 

 

 

米国政府高官がベネズエラを訪問し、マドゥロ政権と協

議した件について、関与していないと発言した。 

 

「我々は彼らとの（米国政府高官との）会合の予定は現

時点ではない。彼らのベネズエラでのスケジュールは把

握していない。米国政府がしようとしていることを尊重

する。 

 

彼らは独自の目的を持っており、我々は何も聞いていな

いので、何かを言うべきではない。」と述べた。 

 

また、大統領選の予備選挙を２０２３年中に実施すると

改めて発表。グアイド議長もこの発表をツイッターでリ

ツイートし、支持を表明した。 

 

ただし、予備選挙について特段目新しい発表はなかった

ように思える。 

 

 

（写真）Unidad Venezuela 

“記者会見を行うオマール・バルボサ代表” 
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「マドゥロ政権 Movistar に情報提供を要請？」           

 

マドゥロ政権は国連人権高等弁務官事務所に対して、

「ベネズエラはインターネット、通信、ソーシャルメデ

ィアについて制限なく完全に表現の自由を尊重してい

る」と訴えた。 

 

しかし、「Voz Popuuli」というメディアが、マドゥロ政

権が携帯電話会社「Movistar」に通話記録を提出するよ

う繰り返し要求していると報道。 

 

２０１７年には２３４，９３２回の情報提供要請があり、

２０２１年も８６１，０００件の要請があったと報じた。 

 

Movistar に情報提供を求めたのは、公安的な役割を担っ

ている「SEBIN」や検察庁などだという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.772」でも紹介したが、

国連人権高等弁務官事務所はマドゥロ政権による人権

侵害を非難しており、６月２９日にはベネズエラ情勢に

関する報告会が開催される予定となっている。 

 

経 済                       

「米国 Monomeros 制裁ライセンスを延長             

  ～ペトロ新政権 Monomeros の対応を検討～」            

 

６月２７日 米国のバイデン政権は、コロンビアにある

ベネズエラ国営企業「Monomeros」に対して与えている

制裁ライセンスを延長すると発表した。 

 

通常であれば、ベネズエラの国営企業は米国の制裁対象

に入るため、米国の金融システムを介した金融取引など

が制限されるが「Monomeros」については、グアイド暫

定政権にコントロール権が移動していることも有り、米

国政府は例外的に制裁ライセンスで「Monomoeros」の

活動を保護していた。 

 

今回、制裁ライセンスが延長されたことで２３年６月３

０日まで「Monomeros」は米国の制裁対象から除外され

ることになる。 

 

６月１９日 コロンビアで大統領選が行われ左派連合

のグスタボ・ペトロ候補が当選した。 

 

ペトロ政権はマドゥロ政権をベネズエラ政府と認識す

る方針を示しており、コロンビア政府がベネズエラの政

府認識を変えた場合、Monomeros の経営がマドゥロ政

権側にもどるのではないかと報じられている。 

 

現在、ドゥケ政権とペトロ新政権の政権移行のための引

き継ぎが行われている。 

 

この引継ぎ業務に関連して、コロンビアのペトロ新政権

の政策チームの１人マウリシオ・リスカノ氏は、

Monomeros の対応について検討するためのワーキング

グループを発足することを提案。 

 

Monomeros はコロンビアにとって重要な会社であるた

めに対応についてペトロ政権も慎重になる必要があり

そうだ。 

 

「ベナルム １８３の電解炉が稼働」         

 

イポリト・アブレウ国内生産・工業相は、ボリバル州の

製鉄会社「SIDOR」を視察。Sidor の Nestor Carrion 氏

は２０の生産施設の稼働が再開したと発表した。 

同施設が稼働することで自動車や家電で使用する鉄の

合板を供給することが出来るようになるとした。 

 

また、イポリト・アブレウ国内生産・工業相はアルミニ

ウム精錬公社「ベナルム」について投稿。同社の Wolf 

Coto 社長によると、２０１６年には全く稼働していな

かったが、現在１８３の電解炉が稼働しているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d3f0ff7515b44a404594a61eddbbb6a1.pdf
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他、アルミニウムの生産原料となるボーキサイトは、２

０１６年当時はジャマイカから調達していたが、現在は

ベネズエラの別の資源公社「CVG Bauxilum」から調達

していると説明した。 

 

「英化粧品会社 AVON ベネズエラ資本に売却」         

 

６月２８日 英国本社の化粧品メーカー「AVON（エイ

ボン）」は、ベネズエラの「AVON COSMETICS DE 

VENEZUELA CA」の株式をベネズエラ国内資本家に移

譲したと発表。 

 

AVON はベネズエラでの生産販売を停止し、同日から

工場のオペレーション、労働者への対応などは新たな企

業の責任で運営されることになると発表した。 

 

つまり、AVON が事業を別のベネズエラ国内企業に売

り渡して、新たな会社が同工場を稼働させることになる

ようだ。 

 

 

（写真）AVON “株式移譲、ベネズエラ撤退を発表” 

 

社 会                       

「ベネズエラ元市長 汚職で有罪判決」            

 

米国マイアミ裁判所は、２０１７年までアンソアテギ州

のグアンタ市の市長を務めていた Jhonnathan Marín 氏

に対して、汚職の罪で懲役５年の有罪判決を下した。 

 

Jhonnathan Marín 氏は、マドゥロ政権に石油産業で汚

職を働いたと訴えられ、２０１７年に米国へ逃亡してい

た。 

 

しかし、逃亡先のマイアミで逮捕され、汚職に関与した

ことを認めた。報道によると、Marín 氏は、２０１５年

～１７年にかけて、自身が市長を務めている地域での石

油事業の事業契約と引き換えに３８０万ドルを受け取

ったという。 

 

なお、どの企業から汚職の支払いを受けたのかは報じら

れていない。 

 

Marín 氏は、汚職捜査の協力や情報提供者になることを

条件に懲役５年まで罪を軽減されたという。 

 

以上 


