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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 コロンビア代表大使と面談” 

 

 

２０２２年８月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア代表大使 マドゥロ大統領と面談 

～１０月にペトロ大統領との面談を提案～」 

「グアイド議長 ペトロ政権を非難」 

「コロンビア大使 マドゥロ政権と一定の距離」 

経 済                     

「中央銀行 両替市場に２．５億ドル投入？」 

「ボリバル現金が預金できないとの声」 

「CITGO 社会支援プロジェクトに寄付」 

社 会                     

「Meganalisis アンケート 社会主義が貧困を招いた」 

２０２２年８月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「ラミレス元 PDVSA 総裁に逮捕要請 

～ビクトル・アウラル元財務部門長も逮捕～」 

「ラミレス氏 逮捕要請に反論」 

経 済                    

「PDVSA 合弁会社の支配権委譲か？ 

～OFAC の制裁ライセンス発行待ち？～」 

「コロンビア政府 Monomeros 株購入を検討？」 

「オリベロス氏 原油輸出量は日量４５万バレル」 

社 会                    

「医薬品団体 サル痘への警戒を呼びかけ」 
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２０２２年８月２９日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア代表大使 マドゥロ大統領と面談     

  ～１０月にペトロ大統領との面談を提案～」       

 

８月２９日 マドゥロ大統領は、カラカスの大統領府

（ミラフローレス）にて、在ベネズエラ・コロンビア代

表大使に就任した Armando Benedetti 大使と面談した。 

 

面談は友好的な雰囲気で行われ、Benedetti 大使はマド

ゥロ大統領に対してコロンビアの伝統的な帽子（表紙写

真）とシモン・ボリバルの肖像画をプレゼントしたとい

う。 

 

 

（写真）大統領府 

“Benedetti 大使贈呈のシモン・ボリバル肖像画” 

 

面談にはフレディ・ニュネス情報通信相、カルロス・フ

ァリア外相、シリア・フローレス大統領夫人らが同席し

た。 

 

面談は非公開で行われたため具体的な協議内容は判明

していない。 

 

ただし、Benedetti 大使は面談前にマドゥロ大統領と協

議するテーマについて「経済特別区」「教育」「医療」「両

国の経済関係の強化」と言及している。 

 

逆に「国境のゲリラ対策」や「移民問題」に関するテー

マは言及しなかった。 

 

また、コロンビアメディア「Semana」は、ペトロ政権は

マドゥロ大統領とペトロ大統領との直接面談について、

１０月上旬に両国の国境で実施することを提案すると

報じている。 

 

両国の国際線の再開は、１０月を目途に協議が進んでい

ると言われている。陸路での移動再開についても１０月

を目途に話が進んでおり、そのタイミングでマドゥロ大

統領とペトロ大統領が直接面談するのかもしれない。 

 

また、翌８月３０日に、Benedetti 大使は与党「ベネズ

エラ社会主義統一党（PSUV）」ナンバー２とされるディ

オスダード・カベジョ PSUV 副党首と面談。 

また、パドリーノ・ロペス国防相とも面談した。 

 

 

（写真）Benedetti 大使ツイッター 
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「グアイド議長 ペトロ政権を非難」         

 

８月２９日 グアイド議長は Benedetti 大使について、

「ベネズエラ国民が最も被害を受けているテーマにつ

いて協議のテーマに挙げなかった」と非難。 

 

具体的には、「移民」「緊急的な人道支援」「人権」「政治

犯」「自由選挙」などについて議論をするべきだと主張

した。 

 

「ペトロ政権の大使がベネズエラに到着した。ペトロ政

権は、コロンビアが最も多く受け入れているベネズエラ

移民・難民について議論に挙げなかった。緊急的な人道

支援、テロリストによる国民の迫害、自由選挙について

議論をしなかった。」と訴えた。 

 

「コロンビア大使 マドゥロ政権と一定の距離」                  

 

上記の通り、ペトロ政権はマドゥロ政権と接近しており、

グアイド暫定政権との関係は希薄になっている。 

 

ただし、Benedetti 大使は「マドゥロ政権を支援するた

めにベネズエラに来ているわけではない」と言及。 

 

「私がこの地（ベネズエラ）に来た理由は、現在の大統

領を支援するためではなく、マドゥロ政権を政治的に安

定させるために来ているわけでもない。 

 

私がこの地に来た理由は、コロンビアにやってきたベネ

ズエラ移民とそれを受け入れているコロンビア国民の

生活を正常化させるためだ。 

 

私が言いたいことは、私はマドゥロ政権の操り人形にな

るために来たわけではないということだ。私はコロンビ

ア国境と商取引・文化・社会・観光を正常化させるため

にベネズエラへ来た。」と述べた。 

 

経 済                        

「中央銀行 両替市場に２．５億ドル投入？」           

 

ベネズエラ人経済学者で経済コンサルタント会社

「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベロス氏は、自

身のツイッターで、ベネズエラ中央銀行が為替レートの

ボリバル安を食い止めるために２億５，３００万ドルを

両替市場に投入したと投稿した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.799」で紹介した通り、

ベネズエラの為替レートは先週から急激にボリバル安

になっており、一時は１ドル９．３３ボリバルとなった。 

 

直近では外貨投入の効果もあり、並行レートは今週に入

り１ドル８．５ボリバル程度で維持されている。 

 

また、８月３０日時点の公定レート（両替テーブル）は、

１ドル７．９ボリバルとなっている。 

 

「ボリバル現金が預金できないとの声」         

 

８月２９日 ベネズエラ企業がボリバル現金を預金で

きない事象が発生しているとの声が散見されているよ

うだ。 

 

現金引き出しを銀行が断るというケースはよく耳にす

るが、現金の預金を断るというケースは珍しい。 

 

本件について、確実な情報は存在しないが、経済専門家

の Luís Arturo Bárcenas 氏は、 

「考えられる理由としては、ベネズエラ中央銀行と銀行

はボリバル通貨の流通を増やしたいと考えているとい

うことだ。ドルよりもボリバル通貨の使用を増やそうと

しているということではないか。」 

との見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ffa078c3353e7f7fda56af93e5833209.pdf
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「CITGO 社会支援プロジェクトに寄付」                  

 

PDVSA の子会社「CITGO」は、ベネズエラの栄養・医

療分野に対して１１８．５万ドル超を支出すると発表し

た。 

 

CITGO は２０２２年３月に支援プロジェクトへの寄付

を発表。このプロジェクトには１８の団体が応募。最終

的に５つの国際医療団体を選定。 

 

この団体に支援金を提供するという。 

 

この支出により６．２万人超のベネズエラ人が医療アテ

ンドを受けることができるとしている。 

 

社 会                        

「Meganalisis アンケート 社会主義が貧困を招いた」           

 

急進野党系の世論調査会社「Meganalisis」は、世論調査

の結果を公表。 

 

回答者の９０．４％は「どの政党も支持していない」と

回答。６．１％は「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

と回答。その他は３．５％だったという。 

 

また、「社会主義がベネズエラに貧困と生活悪化を招い

たと思うか？」との質問について、８４．７％が「そう

思う」と回答。１３．２％が「繁栄と希望と富をもたら

した」と回答したという。残りの２．１％は「回答なし」

だった。 

 

他「マドゥロ政権下で繁栄や進歩が可能と思うか？」と

の質問について、６８．４％は「いいえ」と回答。１０．

５％は「はい」と回答。２１．１％は「分からない」と

回答した。 

 

 

２０２２年８月３０日（火曜）              

政 治                       

「ラミレス元 PDVSA 総裁に逮捕要請          

 ～ビクトル・アウラル元財務部門長も逮捕～」        

 

８月３０日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

PDVSA の財務担当役員を務めていたビクトル・アウラ

ル氏を逮捕したと発表した。 

 

逮捕の理由は「Administradora Atlantic」という会社と

違法な融資契約を締結したためだという。この契約を通

じて５０億ドルを違法に搾取したとしている。 

 

 

（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 

“ビクトル・アウラル氏を逮捕したと発表” 
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また、タレク・エル・アイサミ石油相は、ラファエル・

ラミレス元 PDVSA 総裁もこの契約に関与していたと

指摘。検察庁に対して捜査を行うよう要請した。 

 

ラミレス氏は２００４年１１月～２０１４年９月まで

PDVSA 総裁を務めた人物。一時は経済分野で絶対的な

権力を握ったが、マドゥロ大統領と衝突。 

 

２０１４年に国連のベネズエラ代表大使に事実上の左

遷を受け、２０１７年には大使職を解任され、その後外

国に移住し、完全にマドゥロ政権と対立している。 

 

「ラミレス氏 逮捕要請に反論」           

 

８月３０日 ラファエル・ラミレス元 PDVSA 総裁は、

今回の訴えについて、「政治的な迫害のために偽物の嫌

疑をかけている」と反論した。 

 

「マドゥロ政権が私に対して偽の嫌疑をかけている。タ

レク・エル・アイサミが私を陥れようとしている。」 

と主張した。 

 

なお、ラミレス氏は大統領選への出馬に意欲を示してい

るが、現在の状況を踏まえるとベネズエラの地を踏むこ

とは困難だろう。 

 

経 済                       

「PDVSA 合弁会社の支配権委譲か？            

   ～OFAC の制裁ライセンス発行待ち？～」            

 

現地メディア「Exclusivas Económicas」は、「Amos Global 

Energy」と「Inelectra」という会社がベネズエラのエネ

ルギー産業に再び参入するため「GAGE」という会社を

設立したと報じた。 

 

 

 

米国政府がベネズエラに科している経済制裁は、ベネズ

エラ政府・国営企業・その関係者に対するもので、国営

企業の定義は「ベネズエラ政府がその会社の支配権を有

しているか？」がポイントになる。 

 

つまり、株式の５０％超をベネズエラ政府が保有してい

るかが重要。 

 

「Exclusivas Económicas」によると、PDVSA は合弁会

社「Petro Paria」と「Petro Güiria」の株式を５０％以

下に引き下げることを検討しており、OFAC の承諾を待

っている段階だと報じた。 

 

なお、「Amos Global Energy」は、シェブロンラテンア

メリカの Ali Moshiri 元社長が設立した会社。「Inelectra」

の社長は Jorge Rojas という人物だという。 

 

もちろんこの取引を合法なものにするためには OFAC

の承認が必要で、OFAC の制裁ライセンスの発行を必要

としているという。 

 

「コロンビア政府 Monomeros 株購入を検討？」         

 

コロンビアにあるベネズエラ国営会社「Monomeros」は

経営危機に陥っている。 

 

ペトロ政権は、「Monomeros」のコントロール権をグア

イド暫定政権からマドゥロ政権へ戻す姿勢を示してい

るが、「Monomeros」をマドゥロ政権がコントロールす

るということは、米国政府が「Monomeros」を保護する

理由がなくなることを意味している。 

 

現在、米国政府は「Monomeros」に対して制裁ライセン

スを発行し、Monomeros は例外的に米国の制裁の対象

外にしている。 
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実際のところ、銀行など Monomeros の取引相手先は

Monomeros が 制 裁 を 受 け る 可 能 性 を 恐 れ 、 極 力

Monomeros との取引を自粛する動きがある。 

 

従って、制裁対象から外れていたとしても制裁の影響は

避けられないが、それでも制裁を直接受けるよりははる

かに良い。 

 

しかし、Monomeros の経営権がマドゥロ政権に戻った

場合、この制裁ライセンスも失効するリスクがある。 

 

この状況を解決する手段があるとすれば、コロンビア政

府などが Monomeros の株式を買い取り、ベネズエラが

株式保有率５０％以下の少数株主になることだろう。 

 

グ ア イ ド 暫 定 政 権 下 で も 、 コ ロ ン ビ ア 企 業 に

Monomeros 株を売却する動きがあったが、結局マドゥ

ロ政権にコントロールが変わっても株式売却の可能性

はあるようだ。 

 

「オリベロス氏 原油輸出量は日量４５万バレル」         

 

ベネズエラの経済専門家のルイス・オリベロス氏は、ラ

ジオ番組「Circito Exitos」に出演。 

 

ベネズエラの現在の原油輸出量について日量４５万バ

レル程度との見解を示した。 

 

また、原油価格の高騰にも関わらず、ベネズエラはディ

スカウントする必要があり、恩恵を完全には享受できて

いないと指摘。 

 

ただし、それでも比較的高い価格で原油を売却すること

が出来ており、ベネズエラの主要な外貨収入源は今でも

石油産業だとした。 

 

 

社 会                       

「医薬品団体 サル痘への警戒を呼びかけ」            

 

「ベネズエラ全国医薬品学会（ANM）」は、サル痘の拡

大を抑えるために最大限の協力体制を構築するべきだ

とマドゥロ政権に呼び掛けた。 

 

また、マドゥロ政権に対して、全国の医療団体・民間団

体らに支援を流し、必要な情報共有を行うべきだと主張

した。 

 

７月２３日 世界保健機構はサル痘について「国際的に

懸念される公衆衛生上の非常事態」と認定した。 

 

ブラジルではサル痘の感染が確認されており、２名の死

者も出ている。 

 

ベネズエラにおいても６月にサル痘の感染者が確認さ

れたと報じられたが、その後サル痘に関する情報はほと

んど発表されていない。 

 

以上 


