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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 国営企業の株式５～１０％を売却すると発表、国内外に投資呼びかけ” 

 

 

２０２２年５月１１日（水曜） 

 

政 治                     

「米州機構 CIDH １３年大統領選に異議 

～マドゥロ大統領の公金の不適切使用を捜査～」 

「米国 米州首脳会議の招待状を未発送」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 国営企業の株式売却を発表 

～CANTV、Movilnet、石油・ガスも対象～」 

「カラカス証券取引所 売却仲介を実施」 

「墨 米国政府は既にマドゥロ政権と合意済み」 

社 会                     

「アンヘル・ビバス氏 懲役７年６カ月の実刑判決」 

２０２２年５月１２日（木曜） 

 

政 治                    

「欧州議会 ベネズエラ問題について検討 

～ロペス氏、カプリレス氏、マチャド氏演説～」 

「野党交渉団 来週中に協議再開の見通し」 

「UCAB 野党予備選の支援を表明」 

「米民主党議員団 バイデン政権に制裁緩和要請」 

経 済                    

「OPEC ４月の産油量は日量７０．７万バレル」 

「来週から与党国会で輸出促進法案を議論」 

「２２年 Q１ 国内製造業のアンケート調査」 

「中央銀行 為替レートの安定ライン変更か」 
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２０２２年５月１１日（水曜）             

政 治                       

「米州機構 CIDH １３年大統領選に異議        

 ～マドゥロ大統領の公金の不適切使用を捜査～」       

 

５月１１日 米州機構（OAS）の下部組織「米州人権委

員会（CIDH）」は、米州人権裁判所に対して、２０１３

年４月にベネズエラで行われた大統領選に関する申し

立てを提出した。 

 

２０１３年４月に行われた大統領選は、マドゥロ大統領

（当時は副大統領）とエンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事（当時は知事の任期中だったが、大統領選出馬の

ため一時的に知事を離職）との一騎打ち。 

 

カプリレス元知事は、この選挙でマドゥロ大統領に対し

て、１．４９ポイントという極めて僅差で敗北した。 

 

この選挙について、CIDH は「マドゥロ大統領が当時公

的資金を選挙対策に使用することで選挙を有利に進め

た」と指摘。 

 

この不平等な選挙運営がカプリレス元知事の人権を侵

害したという訴えを起こした。 

 

筆者は当時ベネズエラに駐在していたが、確かにあの選

挙は平等な条件下で行われたものではなかった。 

 

投票数が本当に１．４９ポイントの僅差だったとして、

仮にマドゥロ大統領が政府の資金を選挙対策に使用し

ていなければ１．４９ポイントの差は埋まり、カプリレ

ス候補が当選していただろう。 

 

 

 

 

疑問なのは「なぜ１０年近くが経過した今頃になってそ

のような訴えを起こすのか」だ。 

 

あり得るとすれば、カプリレス元知事が公職選に出馬で

きるようにするための布石なのかもしれない。 

 

現在、カプリレス元知事はミランダ州知事を務めていた

際の公共入札で知人に便宜を図ったとして罰を受けて

おり、公職選への出馬が禁止されている。 

 

カプリレス元知事は２４年の大統領選に出馬する最有

力候補の一人だが、この罰則が維持されている限り、出

馬することが出来ない。 

 

今回の CIDH の訴えで「当時のベネズエラ政府がカプ

リレス元知事の人権を侵害した」との結論が出た後、カ

プリレス元知事への人権侵害を解決するという流れの

中で、公職選への出馬が可能になるというシナリオを描

いているのかもしれない。 

 

なお、OAS は米国政府の外部団体といった性質が強く、

率直に言って公平な組織ではない。 

 

OAS の下部組織に当たる CIDH も同様で、米州人権裁

判所も同様と思われる。 

 

 

（写真）Maduradas “カプリレス元ミランダ州知事” 
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「米国 米州首脳会議の招待状を未発送」         

 

５月１０日 米国ホワイトハウスのジェン・サキ報道官

は、６月６日～１０日に開催される米州首脳会議につい

て、未だに米州各国に招待状を発出していないことを明

らかにした。 

 

招待状の発出が遅れている理由は、どの国を招待するか

で米州各国の意見が分かれているためだ。 

 

米国国務省のブライアン・ニコル報道官は、「米州首脳

会議にキューバ、ニカラグア、ベネズエラは招待しない」

と発言した。 

 

米国政府の政治方針を国際的な首脳会議に反映させる

ことにメキシコ、アルゼンチン、ボリビアやカリブ海諸

国から抗議の声が出ている。 

 

「カリブ海共同体（Caricom）」は、上記３カ国を招待し

ない場合、米州首脳会議に参加しない可能性が高い。ま

た、ボリビアのアルセ大統領も「米国は自国の決定を他

国に強要している」と非難。 

 

「排他的な会議は首脳会議とは言えず、私は参加しない」

との意思を表明している。メキシコなど一部の国が追随

する可能性もあり、米州首脳会議の意義が問われている。 

 

なお、前述の通り、米国務省のニコル報道官は、「米州

首脳会議にキューバ、ニカラグア、ベネズエラは招待し

ない」と発言していたが、今回サキ報道官は「いかなる

決定もしていない」と発言。 

 

関係国の反対を受けて「招待しない」から「決めていな

い」にトーンダウンした印象がある。 

 

 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 国営企業の株式売却を発表     

  ～CANTV、Movilnet、石油・ガスも対象～」           

 

５月１１日 マドゥロ大統領は、国営企業の株式を売却

すると発表した。 

 

「今度の月曜（恐らく５月１６日）に、ベネズエラの証

券取引所にて国営企業の株式５～１０％の売却を始め

る。あなたや外国人が投資家になることが可能だ。」 

と説明した。 

 

株式を売却する理由について、「開発を行うための資本

が必要」と補足。「我々は技術を必要としており、新た

な市場が必要だ」と述べた。 

 

どの企業の株式を売却するか、全容は確認できていない

が、少なくとも電話・インターネットサービスを提供す

る「通信公社（Cantv）」と携帯電話サービスを提供する

「Movilnet」は対象になっているようだ。他に企業名は

明言されていないが「石油化学分野」「石油分野の合弁

会社」「ガス会社」「ガイアナ公社」も対象になると発言

している。 

 

米国の経済制裁を受けて以降、ベネズエラの国営企業は

制裁が直撃しており、まともな金融取引が出来ない状態

が続いていた。 

 

この影響でただでさえ問題が多かった公的サービスは

更に劣化。２０１７年以降は深刻な問題が生じていた。 

 

この状況を受けて、マドゥロ政権は徐々に国営企業を民

間セクターに売却、あるいは運営を民間セクターに委託

するような形で政府の関係を希薄化してきた。 
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今回の国営企業の株式売却もその流れから来ているも

のと思われる。 

 

ただし、現在のところ株主が金銭的に得られるメリット

がどの程度のものになるかは明らかにされていない。 

 

なお、ベネズエラ人経済学者のトマス・ソシアス氏は、

前述の Cantv、Movilnet の他、約２０の国営企業が株式

の一部売却を予定していると説明した。 

 

「カラカス証券取引所 売却仲介を実施」         

 

今回の国営企業の株式売却はすでに証券取引所側と調

整済みだったようだ。 

 

カラカス証券取引所のグスタボ・プリド代表は、マドゥ

ロ大統領の発表後に同取引所で株式売却を仲介するこ

とを発表した。 

 

プリド代表は 

「我々のシステムはあらゆる競売をいつでも実施する

能力を有している。 

 

我が国の金融分野の大きな変革を見ることが出来る。こ

れはとてもポジティブな話で、過去に考えることが出来

なかった扉が開かれようとしている。 

 

ベネズエラの金融分野と国営企業の近代化プロセスが

始まっている。」 

と好意的な感触を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

「墨 米国政府は既にマドゥロ政権と合意済み」                  

 

５月９日 メキシコのオブラドール大統領は記者会見

で、「ベネズエラと米国はすでに石油分野で米国企業が

活動を再開することで合意済み」と発言した。 

 

「米国のエネルギー企業が日量１００万バレルを引き

出すことで、すでにベネズエラとの合意は交わされてい

る。これはベネズエラにとっても米国にとっても世界に

とってもいいことだ。」と言及した。 

 

この発言がどこまで確証を持ったものなのか、外交ルー

トで確認した機密情報なのかは定かではない。 

 

なお、オブラドール大統領も６月に米国で開催される米

州首脳会議について、「キューバ、ニカラグア、ベネズ

エラが招待されないのであれば出席しない」との考えを

表明した。 

 

 

（写真）@jorgeAgobian 
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社 会                        

「アンヘル・ビバス氏 懲役７年６カ月の実刑判決」           

 

軍事裁判所はアンヘル・ビバス氏に対して、反乱罪を理

由に懲役７年６カ月の実刑判決を下した。 

 

アンヘル・ビバス氏は、２００６年に故チャベス政権下

で軍事の財務部門トップを務めていた人物。 

 

翌年０７年に「ベネズエラ憲法に対する重大な違反」を

理由に軍部を退役。 

 

０８年には「軍はキューバに支配されている」として、

ベネズエラ最高裁に軍部解体を求めるなど反政府活動

を開始した。 

 

そして、マドゥロ大統領は２０１４年２月、アンヘル・

ビバス氏を拘束するよう命令。ビバス氏は自宅で銃をも

って立てこもり軍部と衝突し、逮捕はされなかった。 

 

しかし、２０１７年４月に起きた抗議行動に関与したと

の理由でビバス氏は拘束された。この拘束から起算する

と７年６カ月は５年経過しており、あと２年半で釈放と

いうことになる。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２２年５月１２日（木曜）              

政 治                       

「欧州議会 ベネズエラ問題について検討         

 ～ロペス氏、カプリレス氏、マチャド氏演説～」        

 

５月１２日 欧州議会は、ベネズエラの野党政治家らを

多数集めて彼らの意見を聞いた。 

 

報道を見る限り、発言の機会があったベネズエラ政治家

は、グアイド議長、レオポルド・ロペス VP 党首、マリ

ア・コリナ・マチャド VV 党首、エンリケ・カプリレス

元知事（PJ 所属）の４名のようだ。 

 

グアイド議長は、EU 議員らに対して、自由選挙を実現

するための協力を要請。 

 

ロペス VP 党首は、「マドゥロ政権が自由選挙を実施す

ることを約束しないまま、制裁を緩和すると、マドゥロ

政権をこのまま留めることになる」と指摘。制裁緩和に

否定的な見方を示した。 

また、ベネズエラで起きている問題の根源はマドゥロ政

権にあるとの認識を示した。 

 

マチャド VV 党首は、「独裁者マドゥロは、国際的な犯

罪組織によって維持されている」と指摘。 

 

また、「マドゥロはいつ、誰と、どこで交渉をするか決

めている」と訴え、マドゥロ側に主導権を取られている

現在の主要野党の方針に疑問を呈した。 

 

また、「政治の向かおうとしている方向が間違っており、

そのためベネズエラ国民が政治に不信感をいだいてい

る。」として、（野党の）方針を見直すべきとの考えを示

した。 
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カプリレス元知事は、グアイド暫定政権の存在を否定。

現実を正確に語る必要があるとの見解を示した。 

 

「マドゥロ政権は政府としてコントロールしている。 

幻想的な発言はよく考えなければいけいない。それは嘘

をつき、だましていることになる。我々は現実の状況を

現実の通りに語る必要がある。真実と現実を話す。 

 

私は外国にいる人達がベネズエラに存在してない話を

することを懸念している。」と指摘。 

 

また、「ベネズエラ危機とは政治ではなく、経済だ」と

経済問題が国民にとっての一番の関心事であると主張

した。 

 

「野党交渉団 来週中に協議再開の見通し」           

 

５月１２日 野党交渉の代表を務めるヘラルド・ブライ

氏は、近日中に与野党協議が再開すると発言した。 

 

「現段階では具体的なことを明らかにすることは出来

ないが、極めて近いうちに交渉プロセスが始まる。」と

言及した。 

 

ブライ氏は、与野党協議で議論する内容について「選挙

プロセス」と説明。「選挙制度だけではなく、公的組織

を公的組織として機能させるための議論もする。」と述

べている。 

 

グアイド暫定政権は自身を政府と認識しており、与党国

会を認めておらず、「選挙管理員会（CNE）」「最高裁判

所（TSJ）」などベネズエラの公権力を否定している。 

 

「公的組織を公的組織として機能させるための議論」と

は、この公的組織の認識を正常化する意図があると思わ

れる。 

 

「UCAB 野党予備選の支援を表明」          

 

「アンドレス・ベジョ・カトリック大学（UCAB）」のベ

ニグノ・アラルコン教授（政治調査センター長）は、在

ベネズエラ・フランス大使館と共催されたフォーラムに

登壇。 

 

同フォーラムで、「UCAB は野党が行うとされる２０２

４年の大統領選に向けた予備選挙について組織的に支

援を行う用意がある」との意思を表明した。 

 

アラルコン教授は、「透明性と信頼性の問題があるため、

野党の予備選挙は CNE の支援を受けて行うべきではな

い」と指摘。 

 

「UCAB の政治調査センターは、状況が許せば組織的

な支援を行いたいと考えている。我々は選挙について多

くの調査を実施してきた。我々の集計は厳格であり、秩

序だっている。我々が予備選の運営主体であれば、多く

の人が投票に参加するだろう。」 

との見解を示した。 

 

「米民主党議員団 バイデン政権に制裁緩和要請」         

 

マイアミ在住の AP 通信専属記者 Joshua Goodman 氏

は、米国民主党の党員らがバイデン政権に対して経済制

裁の緩和を求める要請書を送ったと報じた。 

 

この要請書には、１８名の議員の名前が記されている。 

 

この要請書にはAlexandria Ocasio-Cortez議員が名前を

連ねており、彼はベネズエラ米国代表大使（コロンビア

在住）のジェームス・ストーリー氏、バイデン政権のフ

ァン・ゴンサレス担当官と協議をしていたという。 
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要請書では 

「経済制裁で得られたものは少なく、対してベネズエラ

国民全体に大きな苦痛を与えている」 

「トランプ政権下での政策はベネズエラの状況を改善

することに失敗しただけではなく、極めて状況を悪化さ

せた」 

と書かれている。 

 

 

（写真）@APjoshuagoodman 

 

経 済                       

「OPEC ４月の産油量は日量７０．７万バレル」            

 

OPEC は加盟国の２２年４月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、４月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量１．４万バレル増え、日

量７０．７万バレル。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した４月の産

油量は先月から４．７万バレル増え、日量７７．５万バ

レルだったとしている。 

 

 

 

 

 

 

（写真）OPEC 

 

「来週から与党国会で輸出促進法案を議論」            

 

マドゥロ大統領は、輸出促進イベントに出席し、中小企

業の輸出を促進すると発表。輸出に必要な行政手続きを

簡素化すると述べた。 

 

ただし、制度自体は国会で承認される必要があるようで、

「来週までに与党国会に対して輸出促進法案を提出す

る」と述べた。 

 

同イベントに同席していたデルシー・ロドリゲス副大統

領によると「輸出手続き簡素化により輸出に必要な手続

きの９０％は省略される。」という。 
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「２２年 Q１ 国内製造業のアンケート調査」               

 

国内製造業による経済団体「Conindustria」は、加盟企

業を対象に２０２２年第１四半期の業績に関するアン

ケートを実施。その結果を公表した。 

 

調査によると、企業が直面している最も深刻な問題は 

「国内需要の低迷」と「融資不足」で、７１％の回答者

がこの問題を主要な問題と認識しているという。 

 

また、「過度な税金と疑似税金が企業経営を圧迫してい

る」と回答した企業は６４％に上る。 

 

他方、企業活動自体は改善傾向にあるようで、回答企業

の６４％は前回の調査から生産量が増加したと回答し

ている。 

 

他、雇用状況については５３％が「現状維持」と回答。 

２９％は「雇用を増やした」と回答した。 

 

また労働者へ支払っている給料について、現在の平均は

月額１３１．７９ドルだという。 

 

「中央銀行 為替レートの安定ライン変更か」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No. 752」で、中央銀行が

為替レートを維持するために両替市場に大量の外貨を

投入したとの記事を紹介した。 

 

経済調査会社「Sintesis Financiero」は、今後為替レート

は更にボリバルの下落圧力が強くなるとの見解を示し

た。 

 

「Sintesis Financiero」によると、今週に入り公的セクタ

ーの支出が急増しているという。今週、公的セクターが

支出した金額は合計で８．７億ボリバル。 

 

給料や社会保障などの支払いが支出を増やしたという。 

 

このボリバル通貨が流通することで、為替レートにはボ

リバル安圧力が強まるとの見解を示した。 

 

なお、現在の「並行レート（Dolar Today）」は、１ドル

４．７３ボリバル。中央銀行が認めている「両替テーブ

ル」の平均為替レートは１ドル４．７２ボリバルとなっ

ており、両者の差はほとんどなくなっている 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf

