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（写真）PDVSA “バイデン政権 Repsol、Eni らの PDVSA との取引再開を容認か” 

 

 

２０２２年５月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「野党 与野党協議再開のための対話開始を発表 

～墨外相 交渉再開の準備は整っている～」 

「急進野党 制裁緩和を非難 

～CNE 抜きの即時、予備選挙実施を要請～」 

「制裁緩和はベネズエラ野党の要請？」 

経 済                     

「中銀 外貨準備１．８億ドル減少 

～為替レートの維持は限界点まで来ている～」 

「資源会社の株式売却はマドゥロ大統領案件に」 

「CITGO ２２年第１四半期の営業成績を公表」 

２０２２年５月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「ルーゴ元知事 在アルゼンチン大使に就任」 

「８３％は米国とベネズエラの直接協議を歓迎」 

経 済                    

「バイデン政権 Eni、Repsol の取引再開容認？」 

「CAF マドゥロ政権と融資について協議」 

「Avianca 直通便の再開を要請」 

「２２年 世界のインフレマップ」 

「露 ベネより大きな割引で原油輸出」 

社 会                    

「CANTV インターネット通信が断絶」 
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２０２２年５月１８日（水曜）             

政 治                       

「野党 与野党協議再開のための対話開始を発表          

  ～墨外相 交渉再開の準備は整っている～」       

 

５月１７日夜 野党交渉団の代表を務めていたヘラル

ド・ブライ氏は、「与野党協議の再開のための対話を開

始した」と発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.755」で、与党交渉団

の代表のホルヘ・ロドリゲス議長は、ブライ氏と握手す

る写真を自身のソーシャルメディアに投稿していた。 

 

これを受けて「与野党協議が事実上再開した」と認識し

ていたが、ブライ氏の発表によると「与野党協議を再開

するための、交渉を開始した」というもののようで、今

の段階では「与野党協議が再開した」というわけではな

いようだ。 

 

 

（写真）ヘラルド・ブライ氏 Twitter 

 

 

ブライ氏の発表によると、与野党協議を再開するために

は、いくつか合意しなければいけないことがあるという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.755」でも紹介した通

り、マドゥロ政権は与野党協議再開の要件として、米国

で拘束されているアレックス・サアブ氏の解放と与党側

の交渉団への加入を求めているようだ。 

 

これが与野党協議を正式に再開させるためにマドゥロ

政権側が求めていることなのかもしれない。 

 

５月１８日には、与野党協議の仲裁国を担っているメキ

シコの Marcelo Ebrard 外相は 

「ベネズエラ政府と統一プラットフォームが対話を再

開することを肯定的に捉えている。我が国は、ベネズエ

ラ政治家らを迎え入れる用意が整っている。」 

との見解を表明。 

 

仲裁国として、いつでも交渉が再開できる状態にあると

の見解を示した。 

 

「急進野党 制裁緩和を非難             

  ～CNE 抜きの即時、予備選挙実施を要請～」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.755」で紹介した通り、

バイデン政権は、米国のエネルギー会社「Chevron」に

対して、事業再開に向けて PDVSA と交渉を開始するこ

とを許可した。 

 

現時点では、PDVSA と合意することも出来ないし、ベ

ネズエラで産油活動・原油取引も出来ないが、石油産業

への経済制裁緩和に向けた大きな一歩と認識されてい

る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
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５月１８日 急進野党のリーダー的な存在のマリア・コ

リナ・マチャドVV党首は、コロンビア系メディア「NTN

２４」に出演。バイデン政権による経済制裁緩和措置に

ついて「マドゥロ政権を延命させる」と否定的な見解を

示した。 

 

マチャド党首は、「これまで過去に１４回マドゥロ政権

と対話を行ってきたが、彼らは欧州連合・バチカンなど

様々な仲介者を裏切ってきた」と指摘。「マドゥロ政権

が求めているのは、政府の認識と資金と時間であり、合

意を求めていない」との見解を示した。 

 

「ベネズエラはマドゥロに酸素を供給しようとするマ

フィアが存在しており分裂している。マドゥロはベネズ

エラを誘拐し、プーチンと同様に人道的な罪を犯してい

る。（制裁緩和措置は）現状を改善するのとは反対の効

果をもたらす」と訴えた。 

 

また、改めて２０２４年の大統領選の野党統一候補を決

めるための予備選挙について、「選挙管理委員会（CNE）」

を介入させないよう要請。CNE の介入がなければ予備

選に出馬すると主張した。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.755」で紹介し

た通り、統一プラットフォームは２０２３年に予備選挙

を実施すると発表していた。この方針について、２３年

を待たず、すぐに選挙を実施するよう要請した。 

 

２４年の大統領選に野党が参加できる環境にするため

には、主要野党は政治的に大きな犠牲を払う必要がある。 

 

マチャド党首はアウトサイダーとして、マドゥロ政権と

交渉する主要野党を非難してきた。 

交渉の結果、多くの犠牲を払い勝ち取った選挙環境をマ

チャド党首がさらっていくことを主要野党が認めるの

か、個人的には大いに疑問がある。 

 

 

「制裁緩和はベネズエラ野党の要請？」                  

 

バイデン政権下でベネズエラ問題を担当しているファ

ン・ゴンサレス氏は、ベネズエラへの経済制裁緩和につ

いて 

「（今回の経済制裁緩和措置は）暫定政権と統一プラッ

トフォームの要請を受けた限定された回答だ」と説明し

た。 

 

この発言は「野党はバイデン政権に対して、マドゥロ政

権への制裁緩和を要請した」と報じられ、拡散した。 

 

この報道を受けて、野党のファン・パブロ・グアニパ議

員（野党国会の第１副議長）は 

「統一プラットフォームはバイデン政権に対して制裁

緩和を要請した事実はない。先日起きたことは、交渉進

展を模索するために米国政府が決めたことだ。」 

と回答。 

 

野党が制裁緩和を要請したのか、バイデン政権が独自に

制裁を緩和したのか、制裁緩和の経緯について曖昧にな

っている。 

 

この種の責任を他者に擦り付けようとする政治スタン

スは政治の信頼性を失わせる。 

 

過去何度も指摘しているが、与野党合意は野党も自身の

過ちを認めなければ合意が成立することはない。 

 

それができなければマドゥロ政権が納得するとは思え

ず、与野党合意の成立は困難だろう。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月１８日～５月１９日報道            No.７５６   ２０２２年５月２０日（金曜） 

4 / 7 

 

経 済                        

「中銀 外貨準備１．８億ドル減少            

  ～為替レートの維持は限界点まで来ている～」           

 

５月１８日 野党国会のホセ・ゲラ議員は、５月に入り

１５日の間にベネズエラ中央銀行の外貨準備が１．８億

ドル減少したと訴えた。 

 

ゲラ議員によると、外貨準備減少の大きな要因は、マド

ゥロ政権が採っている為替レート安定政策だという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.752」「No.753」でも触れた

が、５月に入り外貨需要が高まっており、ボリバル安圧

力が強まっているが、中央銀行は両替市場に大量の外貨

を投入。外貨需要を満たすことで、為替レートを１ドル

４ボリバル後半で維持させている。 

 

「中央銀行は為替レートを支えるため、外貨流入を超え

る外貨支出をしているが、この政策は永遠に続けること

は出来ず、限界が来る。私の理解では、現在の為替政策

は自殺行為だ。」と警鐘を鳴らした。 

 

なお、並行レートの参照サイト「Dolar Today」は現在

１ドル４．９５ボリバルとなっており、５ボリバルまで

あと一歩のところまで来ている。 

 

「資源会社の株式売却はマドゥロ大統領案件に」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.753」にて、マドゥロ大統

領は国営企業の株式を５～１０％売却すると発表した。 

 

マドゥロ大統領は、株式を売却する具体的な企業名とし

て通信サービスを提供する国営企業「CANTV」

「Movilnet」の名前を挙げているが、それ以外にエネル

ギー分野の合弁会社、ガイアナ公社なども対象になると

発言している。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.755」で紹介した通り、マ

ドゥロ大統領は国内生産産業省の大臣としてイポリト・

アブレウ氏を任命したが、同時に同省が管轄する「ガイ

アナ開発公社（CVG）」の株式売却については、マドゥ

ロ大統領個人的に引き受ける案件にすると説明した。 

 

ガイアナ開発公社は、石油・ガスなど炭化水素系の資源

以外の鉱物資源を管轄する国営会社。 

 

同分野は日本企業も無関係ではないが、同分野の株式売

却についての管轄はマドゥロ大統領になっているよう

だ。 

 

「CITGO ２２年第１四半期の営業成績を公表」                  

 

５月１７日 米国にある PDVSA 関係会社 CITGO は、

２０２２年第１四半期の営業成績について、２億４，５

００万ドルの純利益だったと発表した。 

 

前四半期（２１年第４四半期）は２，１００万ドルのプ

ラス、前年同期（２１年第１四半期）はマイナス１．８

億ドルだったので、今期は大きく回復したことになる。 

 

また、２２年第１四半期の「EBITDA（税引き前利益に、

特別損益、支払利息、および減価償却費を加算した値）」

は５億１，８００ドル。 

 

報告によると、２２年第１四半期の製油所の稼働率は９

５％と高く、日量７３．１万バレル。同期は目立ったオ

ペレーションの問題が起きなかったという。 

 

同社の製油所 Corpus Christi のメンテナンスが完了し

たことで、２１年第４四半期よりも日量２万バレルほど

精製量が増えたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b02eb81dd608116933432769f3069d22.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a20c5452166f8fc892a3610ac9c796eb.pdf
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２０２２年５月１９日（木曜）              

政 治                       

「ルーゴ元知事 在アルゼンチン大使に就任」           

 

５月１９日 マドゥロ大統領は、在アルゼンチン・ベネ

ズエラ代表大使にステジャ・ルーゴ氏を任命した。 

 

ステジャ・ルーゴ氏は与党 PSUV 幹部の一人。 

２００８年～１７年までファルコン州知事を務めた。 

また、１８年～１９年には観光相。 

 

グアイド暫定政権をベネズエラの正当な政府と認識し

ていたアルゼンチンのマクリ前政権は、グアイド暫定政

権が任命した Elisa Trotta 氏をベネズエラ代表大使と認

識していた。 

 

しかし、２０年にフェルナンデス大統領が就任したこと

で同認識を撤回していた。 

 

そして２２年４月に、アルゼンチンのフェルナンデス大

統領は、ベネズエラと外交関係を回復すると発表。他国

にも外交関係の回復を求めていた。 

今回のルーゴ大使の任命はアルゼンチンとの外交関係

回復の象徴となりそうだ。 

 

 

 

「８３％は米国とベネズエラの直接協議を歓迎」         

 

与党系アンケート調査会社「Hinterlaces」は、２２年４

月に実施したアンケートの結果を公表。 

 

回答者の８３％が米国バイデン政権とマドゥロ政権と

の接近を支持していると報じた。 

 

 

 

他、ベネズエラ民衆権の３組織「検察庁」「護民官」「行

政監督局」の中で最も国民の信頼が高かった組織が「検

察庁（タレク・ウィリアム・サアブ検事総長）」だった

と発表。 

 

アンケートの結果、６１％は「検察庁」の活動を好意的

に見ていると報じた。 
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経 済                       

「バイデン政権 Eni、Repsol の取引再開容認？」     

 

「Bloomberg」は、匿名関係者からの情報としてバイデ

ン政権がイタリアのエネルギー会社「Eni」とスペイン

の「Repsol」に対して、ベネズエラ産原油の購入取引を

再開することを許可するだろうと報じた。 

 

ロシアのウクライナ侵攻を発端に国際的なエネルギー

供給不安が起きており、原油価格は高止まりしている。 

 

欧州連合は、長期的にロシアからのエネルギー供給を減

らす方向にある。 

 

そのような状況下で新たなエネルギーの調達先を確保

するためベネズエラとの取引を再開するということだ

ろう。 

 

米国政府は２０１９年に PDVSA を制裁リストに入れ、

米国企業（銀行や国際決済システムを提供する企業含む）

が PDVSA との決済に関与することを禁止した。 

 

しかし、その後も２０２０年初めまで「Eni」と「Repsol」

とインドの「Reliance」などは金融取引を介さない代物

取引などの手段を主に PDVSA との取引を継続してい

た。 

 

しかし、２０年初めにトランプ大統領はこれらのエネル

ギー会社に対しても PDVSA との取引を辞めるよう要

請。結局２０年半ばにこれらの企業と PDVSA の取引は

完全に停止した。 

 

記事を見る限り、現時点ではまだ許可されておらず、今

後許可される前提で話が進んでいるようだ。 

 

 

 

「CAF マドゥロ政権と融資について協議」         

 

中南米地域で、政府系事業への融資・出資等を行う多国

籍組織「アンデス開発公社（CAF）」のアレハンドラ・

ボルダ代表は、ベネズエラの医療・インフラ・電力・教

育分野への融資についてマドゥロ政権と協議を行って

いることを明らかにした。 

 

特に教育分野について「静かな危機」と表現。 

教育分野はなくても生活は可能など、目立った問題を感

じることはないが、中長期的に見て国力を低下させると

の懸念を表明した。 

 

また、数か月後にはこの協議が形になることを望んでい

るとの見解を示した。 

 

CAF はこれまでもベネズエラの水道・電力関連事業に

融資を行っている。しかし、米国の経済制裁を受けて、

マドゥロ政権は債務再編を提案。それ以降、CAF の融資

は回収できていないはずだ。 

 

新規融資と同時に滞留債権についてもどのように扱う

かもテーマになると思われる。 

 

「Avianca 直通便の再開を要請」         

 

航空分野の専門メディア「Aviation Club Center」は、コ

ロンビアの航空会社「Avianca」がカラカスの定期便を

再開できるようコロンビアの航空管理当局に申請した

と報じられた。 

 

実際に Avianca がコロンビアの航空管理当局に申請し

た書類も公開されており、書類によると週７便の定期運

航を求めているようだ。 
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コロンビアとベネズエラは隣国で、人の往来も多く、本

来であれば１日３便くらい運航していても不思議では

ないが、政治的な関係悪化により Avianca はベネズエラ

との定期便を停止して久しい。 

 

２２年８月にコロンビアの大統領が交代するため、この

タイミングで両国の政治的な関係が改善するとの期待

から申請したものとみられている。 

 

「２２年 世界のインフレマップ」         

 

統計データ情報を収集する「Statista」は、IMF の公表

値を参考に２０２２年の世界のインフレ率マップを公

表した。 

 

同マップによると、ベネズエラのインフレ率は前年比５

００％と世界で最もインフレが激しい国となる。 

 

IMF の経済統計データについて、「ウィークリーレポー

ト No.252」で紹介した通り。 

 

 

（写真）Statista 

 

当時のレポートでも触れたが、今のインフレ率が続けば

２０２２年のベネズエラのインフレ率は前年比１００

～２００％程度になると思われる。 

 

「露 ベネより大きな割引で原油輸出」         

 

経済コンサルタント会社「Medley Global Advisors」の

ラテンアメリカ担当リサーチャーのPilar Navarro氏は、

現在ロシアはベネズエラの原油よりも大きなディスカ

ウントで中国へ原油を輸出していると指摘した。 

 

Navarro 氏によると、ベネズエラの原油は市場価格の２

５～２６％程度のディスカウント（ブレントより３０ド

ルほどと低い価格）で販売されているが、ロシアは３０

～３５ドルほど安い価格で販売しているという。 

 

また、ロシア産原油の主要輸入国のインドはロシアに市

場価格よりも４０～４５ドルほど安い価格での原油購

入を提案しており、ロシアがこれを受け入れた場合、両

国の原油価格の割引差は更に広がるという。 

 

なお、ロシア産原油とベネズエラ産原油は品質が異なる

ため競合にはなっていないという。 

 

社 会                       

「CANTV インターネット通信が断絶」            

 

５月１９日 ベネズエラで全国的に Cantv のインター

ネット通信サービスが停止した。 

 

Cantv から正式な情報は発表されていないが、少なくと

もカラカス・ミランダ州・カラボボ州・ボリバル州でイ

ンターネット接続が落ちたという。 

 

以上 
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