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（写真）Maduradas “コロンビア大統領選 ６月１９日にペトロ候補・エルナンデス候補が決選投票” 

 

 

２０２２年５月２７日（金曜） 

 

政 治                     

「米州首脳会議 ベネズエラ等３カ国招待で混乱 

～米民主党議員 バイデン政権に招待求める～」 

「大統領選の野党統一候補 最有力候補は３名」 

「ベネズエラ人の７５％は大統領選の投票希望」 

経 済                     

「OFAC 米エネルギー企業ヘのライセンス更新」 

「カカオ生産 ３年間で年６万トンが目標」 

「電力問題改善に必要な投資は１００億ドル」 

社 会                     

「ベネズエラ中央大学連盟代表選に公金使用？」 

22 年 5 月 28～29 日（土・日） 

 

政 治                    

「急進野党 コロンビア検察へグアイド政権提訴 

～汚職・会社人事・資金の政治利用を訴え～」 

「コロンビア大統領選 ６月１９日に決戦投票 

～ペトロ候補とエルナンデス候補一騎打ち～」 

経 済                    

「マドゥロ政権 制裁回避の研究組織を発足」 

「制裁が解除されれば年間２５０億ドル増」 

社 会                    

「アプレ州で牛結核が増加、人への感染懸念」 

「政治犯１１４名 刑が確定しないまま３年」 
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２０２２年５月２７日（金曜）             

政 治                       

「米州首脳会議 ベネズエラ等３カ国招待で混乱    

 ～米民主党議員 バイデン政権に招待求める～」       

 

６月６日～１０日にかけて米州の各国首脳が一堂に会

して国際情勢について意見交換を行う「米州首脳会議」

が開催される。 

 

開催場所は米国ロサンゼルスを予定しているが、米国政

府は自国の外交スタンスを理由に、キューバ・ニカラグ

ア・ベネズエラの３カ国の政府を米州首脳会議に招待し

ないとの姿勢を示している。 

 

米州首脳会議は米国の会議ではなく、米州全体の国際会

議で、自国の政治スタンスを理由とした采配に、左派系

の国を中心にバイデン政権への非難の声がでている。 

 

恐らく、招待しない国がベネズエラだけであれば抗議の

声もそこまで大きく広がらないだろうが、特にキューバ

については米国の外交姿勢を悪とする国際的な風潮が

強く、メキシコ・ボリビア・カリブ海諸国など多くの政

府トップが「３カ国を招待しない場合は会合を欠席する」

と明言している。 

 

また、米州機構に並ぶラテンアメリカ地域の国際グルー

プ「ラテンアメリカ・カリブ海共同体（CELAC）」も、

バイデン政権に対していかなる国も排除しないよう要

請していた。 

 

この状況を受けて、米国下院議会の民主党議員ら１５名

が連名でバイデン政権に対して、３カ国を米州会議に招

待するよう要請する書簡を送った。 

 

 

 

この書簡に署名しているのは、 

Greg Meeks 下院外交政策委員長、Jim McGovern 下院

規則委員長、Barbara Lee 下院外国オペレーション・サ

ブ委員長など。 

 

要請書の中には 

「参加国を排除することは米国と周辺国との将来的な

関係を危険にさらすことになると確信している。そして、

あなたの政府が掲げている大きな目標の達成の障害に

なると考えている。」 

と書かれている。 

 

ここで指摘されているバイデン政権が掲げている大き

な目標とは「Build Back Better World（より良い世界を

作り直す）」であり、「中国のラテンアメリカ地域でのプ

レゼンス拡大を防ぐこと」と報じられている。 

 

 

（写真）@APjoshuagoodman 
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「大統領選の野党統一候補 最有力候補は３名」         

 

政治専門メディア「Polianalitica」のルイス・アギラル社

長は、大統領選の野党統一候補について、同社が実施し

たアンケート調査の結果を発表。 

 

現在最も有力な３名について言及した。 

 

最も有力視されているのは、「第一正義党（PJ）」のリー

ダーで、元ミランダ州知事のエンリケ・カプリレス氏。 

「新時代党（UNT）」の党首で現在スリア州知事を務め

ているマニュエル・ロサレス氏。 

独立野党「隣人の力（FV）」の党首で現在チャカオ市長

を務めているグスタボ・ドゥケ氏だという。 

 

また、上記３名について、「仮に野党が広範囲の同盟を

組織することが出来るのであれば、２０２４年の大統領

選でマドゥロ政権に対抗する強い力になる」との見解を

示した。 

 

そのために野党統一候補を決めるための予備選挙は多

くの野党関係者を参加させる必要があるとの見解を示

した。 

 

なお、５月２７日 「行動民主党（AD）」のカルロス・

パパローニ氏はインタビュー番組に出演。 

 

２０２４年に行われる大統領選の野党統一候補は AD

になるとの自信を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ人の７５％は大統領選の投票希望」         

 

「アンドレス・ベジョ・カトリック大学」の政治学者ホ

セ・ビルトゥオソ教授は、ベネズエラ国民は投票を望ん

でいると主張。 

 

同大学で実施したアンケート調査によると、回答者の７

５％は「２０２４年の大統領選で投票したい」と回答し

たと説明した。 

 

しかし、ベネズエラ国民の投票意欲は高いが、同時に選

挙制度に対する不信感も強いと指摘。 

 

この不信感を払しょくするためには選挙制度の改定が

必要で、不信感を取り払うための改定は与野党協議を抜

きにしては出来ないと主張した。 

 

なお、野党の統一候補を決めるための予備選挙について、

野党が独自で実施するか、あるいは「選挙管理委員会

（CNE）」の支援を求め、投票機を使用するかについて

検討が進んでいる。 

 

野党が独自で実施する場合は、実施主体は政治組織では

なく大学が実施するのが望ましいと考えられている。 

 

この点について、ビルトゥオソ教授は「大学が投票の運

営主体になるべきではない」との見解を示した。 

 

理由として、「大学にそのような能力や人員がいない点」

「大学の本来の目的と異なる点」を上げ、アンドレス・

ベジョ・カトリック大学は選挙の実施主体ではなく、適

切な予備選挙を実施するためのアドバイザーとしての

役割を果たすとした。 
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経 済                        

「OFAC 米エネルギー企業ヘのライセンス更新」           

 

５月２７日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、米

国エネルギー企業を対象としたベネズエラの制裁ライ

センスを更新した。 

 

与野党協議が再開するとの観測が高まっており、「シェ

ブロン」のベネズエラでの事業再開の期待も高まってい

た。 

 

しかし、今回の更新では特に文言に変更はなかった。 

 

米国のエネルギー企業がベネズエラ国内で許可されて

いるのは原則 

（１）施設維持のためのメンテナンスにかかる支出 

（２）安全対策に必要な支出 

（３）PDVSA 関係者らとの協議に参加すること 

の３点。 

 

ベネズエラ国内での産油活動は出来ず、原油を購入・販

売することも出来ない。 

 

最近「バイデン政権は、シェブロンに対して事業再開に

向けて PDVSA と協議することを許可した」と報じられ

ている。 

 

恐らくこれは「（３）PDVSA 関係者らとの協議に参加す

ること」の許可範囲を拡大しただけだと思われる。 

 

ただし、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.759」で紹介

した通り、与野党協議再開についていくつかの点で障害

が発生しているようだ。 

 

今後の進展によっては「シェブロンと PDVSA の事業再

開に向けた協議の許可」も白紙に戻る可能性がある。 

 

「カカオ生産 ３年で６万トンが目標」                  

 

５月２７日 「ベネズエラ世界カカオ界農業組織」、「カ

カオ・バルロベント」および「全国労働連合」の３団体

は、共同でカカオ生産の増加に向けたイベントを実施。 

 

今後３年間でカカオの生産量を段階的に増やし、年間６

万トンを生産できるようにするとの目標を立てた。 

 

「ベネズエラ世界カカオ界農業組織」のリカルド・ウル

ピノ代表によると、現在ベネズエラのカカオ生産量は年

間２６，３４３トンだという。この生産量を２倍以上の

６万トンにすることを目標にすると述べた。 

 

なお、カカオ産地の１つバルロベントには４５４ヘクタ

ールのカカオ農園があり、５０万のカカオ園があるとい

う。 

 

「電力問題改善に必要な投資は１００億ドル」         

 

５月２７日 「停電被害者委員会」のアクシア・ロペス

代表は、インタビュー番組に出演。 

 

ベネズエラ国内の電力システム「SEN」の問題を解決す

るためには少なくとも１００億ドルの投資が必要との

見解を示した。 

 

ロペス代表曰く、２０２２年１月～４月までに全国で１

３，９５０件の停電が報告されていると説明。特に停電

が多い州はスリア州、タチラ州、ミランダ州、カラボボ

州、トゥルヒージョ州と述べた。 

 

また、ベネズエラ国民は停電を理由に多くの経済的被害

を受けたと発言。マドゥロ政権は停電の責任を取り、賠

償金を支払うべきとの見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bf5e757280e379ad0b53726ce096509e.pdf
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社 会                        

「ベネズエラ中央大学連盟代表選に公金使用？」           

 

５月２５日 ベネズエラの名門大学「ベネズエラ中央大

学」の「ベネズエラ中央大学連盟」の代表を選ぶ選挙が

行われた。 

 

同選挙に出馬していたのは、ホセ・メンドーサ・モラレ

ス氏とセバスティアン・ホレソ氏の２名。 

 

ホレソ氏は「第一正義党（PJ）」の党員。 

そして、メンドーサ氏は独立野党「隣人の力（FV）」の

党員。つまり、野党系の候補者同士の一騎打ちだった。 

 

５月２７日 「第一正義党（PJ）」の党員で、経済学者

のホセ・ゲラ氏は、この選挙について、州や市が、自身

の支援する候補者を当選させるために公金が使用した

可能性があるとの懸念を表明。 

 

「大学の代表を決めるのは政治家ではなく、学生」と指

摘。「チャビスモと同じように民意を買うべきではない」

と警鐘を鳴らした。 

 

２０２２年５月２８日～２９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「急進野党 コロンビア検察へグアイド政権提訴     

 ～汚職・会社人事・資金の政治利用を訴え～」        

 

急進野党系の政治家ホセ・ルイス・ピレイラ氏は、「コ

ロンビア検察庁に対して、グアイド政権による汚職を正

式に訴えた」と発表した。 

 

訴えの内容は「ベネズエラ国営石油化学公社（Pequiven）」

がコロンビアに持つ化学肥料会社「Monomeros」におけ

るグアイド政権の不正行為。 

 

政治的な理由で「Monomeros」の事業委託者を決め、不

正に資金を使用したと訴えた。また、契約金についても

適切な価格・契約条件になっておらず、政治的な資金流

用が行われていたと訴えた。 

 

この訴えの内容は３９ページにわたる資料のようで、グ

アイド暫定政権は刑事罰を受けるに足る１０の罰則を

犯していると指摘した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.671」などで、これまで何

度か紹介してきたが、「Monomeros」の経営について、

グアイド暫定政権が政治的な判断で落札相手を決定す

る、役員人事に明確な政治意思を反映させる、

「Monomeros」の経営を意図的に悪化させることで安

価な価格で関係者に売却しようとしているなど汚職疑

惑が絶えない。 

 

汚職の告発は「Monomeros」の労働者や野党系の人物か

ら出ており、疑惑が事実である可能性はかなり高いが、

これらの汚職にはコロンビア政府の関係者も含まれて

おり、グアイド政権に打撃を与えたくないとの政治的な

思惑もあってかコロンビア国内での捜査は一向に進ん

でいない。 

 

「コロンビア大統領選 ６月１９日に決戦投票          

 ～ペトロ候補とエルナンデス候補の一騎打ち～」    

 

５月２９日 コロンビアで大統領選が開催された。 

 

隣国コロンビアの大統領が誰になるかは、ベネズエラに

とっては極めて重要な問題と言える。 

 

コロンビア選管の発表（第１速報）によると、最も多く

票を集めたのは左派グスタボ・ペトロ候補で得票率は４

０．４４％。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ccc6a929c996c518cba04a1eb34a288.pdf
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２位通過は独立系のロドルフォ・エルナンデス候補（元

ブカラマンガ市長）で得票率２７．９９％だった。 

 

３位の右派フェデリコ・グティエレス候補の得票率は２

３．９５％。 

 

２位と３位の票差が大きすぎるため、フェデリコ・グテ

ィエレス氏が逆転する可能性は無くなったため、６月１

９日に１位通過のグスタボ・ペトロ候補と２位通過のロ

ドルフォ・エルナンデス候補による決選投票が実施され

ることが決まった。 

 

なお、３位のグティエレス候補は敗北を認め、６月の決

選投票ではロドルフォ・エルナンデス候補に投票してほ

しいと支持者に呼び掛けた。 

 

 

（写真）コロンビア選管 

 

６月の決選投票は、グスタボ・ペトロ候補とフェデリコ・

グティエレス候補の一騎打ちになるとの予想が多かっ

たこともあり、ロドルフォ・エルナンデス候補の２位通

過は意外だった。 

 

エルナンデス候補はペトロ候補ほど親マドゥロ政権的

な政策を取らないと思われるが、グティエレス候補より

マドゥロ政権に対して穏健な方針を執ると考えられて

いる。 

 

エルナンデス候補は、ベネズエラについて 

「大統領就任直後にベネズエラとの領事関係を再開す

る。領事関係は両国にとって必要だ。観光・商取引も円

滑に行うことが両国の利益になる。」と発言している。 

 

また、与野党協議について 

「ベネズエラの問題はベネズエラ人が決めるべきだ。」 

との見解を示している。 

 

つまり、ペトロ候補、エルナンデス候補のどちらが当選

してもコロンビアの対ベネズエラ方針は大きく関係改

善の方向に転換することになる。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 制裁回避の研究組織を発足」            

 

５月２８日 マドゥロ政権は「一方的な措置への研究組

織」の発足を発表した。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、同組織の発足式に出

席。 

「米国による経済制裁を如何に回避するかについてベ

ネズエラ国民自身が検討する。制裁回避分野での真の専

門家を育成し、ベネズエラへの攻撃に打ち勝つ」 

と主張した。 

 

（写真）副大統領府 
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「制裁が解除されれば年間２５０億ドル増」         

 

５月２７日 経済専門家のビクトル・アルバレス氏は、

仮に経済制裁が解除され、欧米諸国がベネズエラでの産

油活動を再開した場合、ベネズエラは日量１２０万バレ

ルまで産油量を増やすことが出来るとの見解を示した。 

 

また、日量１２０万バレルまで産油量が増えた場合、年

間で２５０億ドルほど外貨収入が増加するとの見解を

示した。 

 

一方、制裁が解除されなければ産油量が大きく回復すこ

とはなく、且つこれまで通り制裁リスク・制裁回避のた

めの手間代などを加味したディスカウントをして販売

することになると指摘。 

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」によると、ディスカ

ウントによる経済的な損失は１日当たり１，８００万ド

ル、年間で４億ドルに相当するとした。 

 

社 会                       

「アプレ州で牛結核が増加、人への感染懸念」            

 

アプレ州ペドロ・カマチョ市のルイス・セルボ市長は、

ラジオ番組に出演。同地域で肺結核にかかる牛が急増し

ていると発表した。 

 

現在、アプレ州の衛生管理員らが調査を行っているが複

数の肺結核が確認されているという。 

 

結核は、犬・猫・人などに感染する病原体だと指摘。 

 

牛から結核の感染が拡大する可能性があると警鐘を鳴

らした。 

 

 

 

「政治犯１１４名 刑が確定しないまま３年」         

 

人権団体「Foro Penal」のアルフレド・ロメロ代表は記

者会見を実施。 

 

少なくとも１１４名の政治犯が判決の出ないまま３年

以上拘束されていると訴えた。 

 

また、罪が確定していない状態で３年間の拘束を続ける

ことは刑法に違反していると指摘。 

 

また、これらの政治犯の拘束は刑法ではなく、政治的な

理由の拘束で刑法２３０条に違反していると指摘。マド

ゥロ政権に対して、適切な措置を取るよう求めた。 

 

なお、ロメロ代表によると、現在ベネズエラには２３７

名の政治犯が拘束されており、うち１３０名は軍人、１

５名が女性だという。 

 

以上 

 


