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（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 “パリ平和フォーラムにて野党代表・外国政府代表らと協議” 

 

 

２０２２年１１月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「パリ平和フォーラム 与野党代表が協議 

～与野党協議再開の正式な合意には至らず～」 

「EU ベネズエラ政府関係者への制裁を１年延長」 

「仏・亜・コロンビア大統領 ベネズエラ問題協議 

～ペトロ大統領 米国に経済制裁緩和を要請」 

経 済                     

「EU PDVSA 原油購入のため制裁緩和求める 

～数カ月内にベネズエラに関するニュース～」 

社 会                     

「豪雨被災地 知事料理場の改装工事で批判」 

22 年 11 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「アルマグロ事務局長 不適切関係に言及」 

経 済                    

「イラン自動車 ３０００台を輸入 

～１１月２０日にベネズエラに向けて出発～」 

「マラカイボ湖 産油量日量１０万バレル以下に」 

「西エアーヨーロッパ カラカス運航を再開」 

「高速道路 １１月１５日から自動車料金徴収」 

社 会                    

「ベネズエラ所得格差 ラテンアメリカで最大」 

「電力公社の倉庫で火災発生」 
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２０２２年１１月１１日（金曜）             

政 治                       

「パリ平和フォーラム 与野党代表が協議      

  ～与野党協議再開の正式な合意には至らず～」       

 

１１月１１日 フランスで「パリ平和フォーラム」が開

催された。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.831」で紹介した通り、

同会合にはマドゥロ政権からホルヘ・ロドリゲス国会議

長、野党からヘラルド・ブライ前野党協議団代表が出席

すると報じられており、実際に両者はフォーラムに参加。 

会合を行った。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

 

ペトロ大統領が投稿した写真を見る限り、同会合にはコ

ロンビアのペトロ大統領、Álvaro Leyva 外相、アルゼン

チンのフェルナンデス大統領らも参加したようだ（右上

の写真）。 

 

この協議をきっかけに、正式に与野党協議再開を発表す

るとの期待も一部ではあったようだが、この協議後に特

に与野党協議の再開は発表されていない。 

 

 

 
（写真）ペトロ大統領 

 

ヘラルド・ブライ氏は、記者から与野党協議再開につい

て聞かれると「進展はあった。状況は良い方向に進んで

いる。フォーラムを通じて対話再開に向けた努力を進め

ることが出来た。」と回答。 

 

一方で「（協議再開について）すぐに良い知らせが出来

ることを望んでいる」とコメント。現時点では協議再開

について決まっていないことを示唆した。 

 

「仏・亜・コロンビア大統領 ベネズエラ問題協議   

  ～ペトロ大統領 米国に経済制裁緩和を要請」         

 

１１月１１日 パリ平和フォーラに出席したコロンビ

アのペトロ大統領とアルゼンチンのフェルナンデス大

統領は、フランスのマクロン大統領と面談。 

 

同面談ではベネズエラ問題についてもテーマに上がっ

た。 

 

会合後、３人は共同声明を発表。ベネズエラ問題につい

て「ベネズエラ協議プロセスの再開について完全な支援

の意思を表明する。 

 

協議はベネズエラから数百万人の人々を追い出した深

刻な危機の唯一の解決策である。 
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協議の当事者はベネズエラの人道問題・政治危機の解決、

２０２４年に予定されている民主的な大統領選を実現

するために全力を尽くすべき。」 

との見解を表明した。 

 

この３名の大統領の中でも特にベネズエラ問題に踏み

込んでいるのはコロンビアのペトロ大統領だ。 

 

ペトロ大統領は「２０２４年にベネズエラで行われる大

統領選は全ての政治関係者に対して、公平な法的保障を

するべき」と発言。 

 

米国政府に対して「ベネズエラへ科している制裁、法的

な迫害を辞めない限り、ベネズエラで自由な選挙はでき

ない」と明言。米国に制裁緩和を迫った。 

 

「EU ベネズエラ政府関係者への制裁を１年延長」                  

 

「パリ平和フォーラム」が開催された前日の１１月１０

日 欧州連合は、マドゥロ政権関係者への個人制裁を１

年間延長した。 

 

今回の延長で、制裁対象となっていた人物は２０２３年

１１月１４日まで現在の制裁が延長される。 

 

この決定を受けて、マドゥロ政権の外務省は制裁延長を

非難する声明を発表。 

 

EU は、この５年間、ベネズエラ政府を倒壊させること

を目的とした完全に誤った戦略を続けていると指摘。 

 

EU の一方的で違法な制裁は、ベネズエラ国民の権利を

侵害し、食料・医薬品・原材料などへのアクセスを阻害

していると訴えた。 

 

 

 

また、マクロン大統領はベネズエラ政府・野党との協議

による問題解決を支援する趣旨の表明をしたが、実態が

伴わないと指摘した。 

 

なお、EU が科している制裁はマドゥロ政権関係者への

個人制裁であり、米国が科している経済制裁とは趣旨が

異なる。 

 

その意味で経済的なインパクトは米国の経済制裁とは

比べ物にならず、政治的なネガティブキャンペーンの側

面が強い制裁と言える。 

 

経 済                        

「EU PDVSA 原油購入のため制裁緩和求める    

 ～数カ月内にベネズエラに関するニュース～」          

 

「EFE 通信」によると、欧州連合は米国政府に対して、

ベネズエラの原油を調達できるよう更なる制裁の緩和

を求めることを計画しているという。 

 

前述の通り、EU がベネズエラに科している制裁は経済

制裁ではなく、原油取引については特に制裁対象にはな

っていない。 

 

しかし、米国が制裁対象としているため、欧州のエネル

ギー企業もベネズエラから原油が調達できない状況が

続いている。 

 

欧州連合関係者によると、EU がベネズエラから原油を

調達しようとしている理由は、「ウクライナ問題を受け

てロシアからの原油調達を減らし、代替の調達先を探し

ていること」だけが理由ではなく、「ベネズエラの人道

危機を解決するために資金的な支援がベネズエラに必

要であること」も挙げている。 
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欧州政府関係者は「数カ月内にベネズエラに関するニュ

ースがあるだろう。我々はかなり近いところまで来てい

る。」と発言している。 

 

また、EFE 通信が米国政府関係者に前述の内容について

検討状況を確認したところ、「詳細について議論を進め

ているところ」と回答。ただし「マドゥロ政権が誠実に

野党と協議を行うかどうかにかかっている」とコメント

しており、EU の原油取引再開も与野党協議にかかって

いるとした。 

 

社 会                        

「豪雨被災地 知事料理場の改装工事で批判」           

 

トゥルヒージョ州のヘラルド・ゴンサレス知事は、州議

会で知事公邸の料理場の改装のために約１万ドルの予

算支出を決定したことが問題になっている。 

 

現在、トゥルヒージョ州は豪雨災害を受けて緊急的な支

援を必要とする人々も多くいる。その状況で今回の支出

をすることに批判的な意見が多い。 

 

現地メディア「El Pitazo」は、「この改装予算をトゥル

ヒージョの豪雨災害の復興に使用すれば１９の市の道

路が補修できる」と報じている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“写真左がヘラルド・ゴンサレス知事” 

 

２０２２年１１月１２日～１３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「アルマグロ事務局長 不適切関係に言及」        

 

以前、「米州機構（OAS）」のルイス・アルマグロ事務局

長が同組織の職員と恋愛関係にあり、これが OAS の倫

理規則違反に該当するとして捜査対象になっていると

の記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデイ No.817」）。 

 

なお、これが事実だった場合、アルマグロ事務局長は解

任される可能性がある。 

 

本件について、アルマグロ事務局長が事実であることを

認めるような発言をした。 

 

「１つ確実なことを言及したい。全員がこの関係を知っ

ていた。この関係は存在していた。OAS の多くの人が

外交的な食事会で彼女と食事をしていた。 

 

彼女は３年間、個人的な意味でも私のパートナーだった。

この３年間は恐らく私の人生で最も良い３年間だった。

我々の関係は数カ月前に終了した。」 

と言及。 

 

報道によると、アルマグロ事務局長は自身のパートナー

に対して役職を引き上げ、高い給料を支払っていたと報

じられており、実態の捜査が行われている。 

 

アルマグロ事務局長は親米的な事務局長であり、米州全

体が左傾化する中、アルマグロ事務局長の方針を否定す

る中南米の代表が増えていた。 

 

前述の通り、アルマグロ事務局長とパートナーとの関係

は以前から公然の事実だったようだ。左傾化の流れを受

けて、アルマグロ事務局長降ろしのために本件が使用さ

れていると思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d80ac97256a7683355c80a937d0398.pdf
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経 済                       

「イラン自動車２モデル ３０００台を輸入          

  ～１１月２０日にベネズエラに向けて出発～」            

 

２２年９月 ベネズエラで「イラン・ベネズエラ科学技

術展」が開催された（「ベネズエラ・トゥデイ No.808」）。 

 

その中で最も注目を集めたのは、ベネズエラでイランの

自動車の組み立てを開始するという内容だった。 

 

この報道から２カ月が経過し、イラン産の自動車がベネ

ズエラで販売されると報じられた。ただし、ベネズエラ

国内で組み立てられたものではなく、輸入車のようだ。 

 

販売される自動車は「Quick」と「Saina」という２つの

モデル。１００キロの走行で、消費ガソリンは７リット

ルだという。金額は１台１．２万～１．６万ドルになる

ようだ。 

 

ラモン・ベラスケス国土交通相は、イランの「Saipa」と

いう会社の Mohammad Ali Teymuri 社長と共に本件に

ついて発表。 

 

今年中にベネズエラに３０００台のイラン自動車が到

着すると説明。第１弾として、１１月２０日には１００

０台の自動車がベネズエラに向けて出発と言及した。 

 

 

 

 

「マラカイボ湖 産油量日量１０万バレル以下に」         

 

スリア州マラカイボ湖は伝統的な原油産油地域だった。 

 

同地域の原油は軽質油で、現在ベネズエラで多く原油が

産出されているオリノコ流域地帯よりも質の高い原油

が採れることで知られている。 

 

マラカイボ湖地域で原油採掘を行っているのは、シェブ

ロンが合弁会社になっている「PetroBoscan」など。 

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」によると、こ

れらの会社の多くは稼働を停止しており、２０２２年１

月前半には日量１９万バレルだったのが、１０月前半に

は日量９．８万バレルまで下がっているという。 

 

１０月時点で、マラカイボ湖周辺で採れる原油は、ベネ

ズエラの原油産油量全体の１３％程度になっていると

いう。 

 

２０１７年以降、米国の極めて厳しい経済制裁を受けて

ベネズエラ国内の産油活動は低迷している。メンテナン

スは十分にできず、盗難被害や技術者流出などが起き、

PDVSA の運営は危機的な状況になっていると報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
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内部関係者によると、２２年１月のマラカイボ湖周辺

（西部地区）の平均産油量は日量１４万７，６４０バレ

ル。２月には微増し、日量１５万３，７４０バレルにな

った。それでも期待される産油量よりも４１％ほど少な

かったという。 

 

しかし、３月には日量１４万１，１１０バレル。 

４月には同１３万４，０００バレル。 

５月には同１２万４，０００バレルと着実に減少。 

１０月時点で同１０万バレルを下回っているという。 

 

「西エアーヨーロッパ カラカス運航を再開」         

 

２０２３年１月１０日からスペインの航空会社「エアー

ヨーロッパ」がマドリッド―カラカス便の運航を再開す

る。 

 

運行する曜日は、火曜、土曜、日曜の週３便。 

２３年３月２５日まではこの予定で運行するという。 

 

なお、運行時間は以下の通り。 

 

【マドリッド→カラカス便】 

マドリッド 16:10 発 – カラカス 20:30 着 

 

【カラカス→マドリッド便】 

カラカス 22:40 発 – マドリッド 12:15 着（翌日） 

 

また、２２年１２月２５日と２３年１月８日にも特別便

を運航するという。 

 

 

 

 

 

 

 

「高速道路 １１月１５日から自動車料金徴収」         

 

２２年１０月２８日付の官報４２，４９３号にて、有料

高速道路の料金が改定された。 

 

今後は有料高速道路を使用する際は全国一律で以下の

料金を支払う必要がある。この新料金は１１月１５日か

ら有効。 

 

 

（写真）官報４２，４９３号 国土交通省政令 

 

・普通車：３ボリバル 

・マイクロバス：５ボリバル 

・軽貨物車：１０ボリバル 

・車輪２つの貨物車：３５ボリバル 

・車輪３つの貨物車：４０ボリバル 

・車輪４つの貨物車：４５ボリバル 

・車輪５つの貨物車：５０ボリバル 

・車輪６つの貨物車：７０ボリバル 

 

現在は１ドル約１０ボリバルなので、軽貨物車の料金が

１ドルということになる。 
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社 会                       

「ベネズエラの所得格差 ラテンアメリカで最大」            

 

「アンドレスベジョ・カトリック大学」の調査によると、

２０２２年のベネズエラの貧困状況は、２１年と比べて

大きく改善されたという。 

 

しかし、引き続き８１．５％は「貧困」に分類されてお

り、「極貧」は５３％だという。 

 

なお、２１年に同大学が行った調査によると「貧困」は

９０．９％、「極貧」は６８％だった。 

 

他、労働市場について、正規雇用は５０％に上昇。 

インフォーマルセクターは７．７％減少するなど労働環

境も改善している。 

 

ただし、レポートでは格差が大きい問題点を指摘。 

 

極貧層の平均所得は月額７．９ドル。 

 

一方で富裕層に分類される家庭の平均収入は月額５５

３．２ドルで７０倍ほどの開きがあり、所得格差はラテ

ンアメリカで最も大きいという。 

 

「電力公社の倉庫で火災発生」           

 

１１月１２日 ミランダ州サン・カシミロにある電力公

社「Corpoelec」の倉庫で火災が発生した。 

 

現地メディア「La Patilla」が現場近隣の住民などから得

た情報によると、火災の原因は盗難行為としている。 

 

消防隊が駆け付け、出火から数時間後に消火されたが、

Corpolelec は本件について公式な発表は出していない。 

 

 

 

（写真）la Patilla 

 

以上 


