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（写真）@jhormancruz1 “グアイド議長のスリア州での集会で大衆意思党党員と与党支持者らが衝突” 

 

 

２０２２年６月３日（金曜） 

 

政 治                     

「野党予備選挙 CNE の技術協力を得る可能性有 

～協力ありの場合、急進野党との対立が深化～」 

「Datanalisis 社長 野党の予備選挙に懸念」 

「与党国会 ソーシャルメディアの規制を検討」 

経 済                     

「ロイター ５月の原油輸出量が激減 

～港湾のメンテ作業、原油品質など問題か～」 

「Consecomercio 非正規労働者の急増に警戒」 

社 会                     

「パラグアイ検察官殺人犯 １人はベネズエラ人」 

22 年 6 月 4～5 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 米国は制裁を緩和した 

～Eni、レプソルも取引再開の許可受けた？～」 

「グアイド議長の遊説中に与野党支持者が衝突」 

経 済                    

「Monomeros 利害関係者から絶えず攻撃 

～米国の制裁を受けて取引先との関係悪化～」 

「ベネズエラ国営銀行 株式１０％売却を決定」 

「アイサミ石油相 エルパリート製油所でテロ？」 

社 会                    

「刑務所囚人 食事は１日に一回」 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月３日～６月５日報道               No.７６３   ２０２２年６月６日（月曜） 

2 / 6 

 

２０２２年６月３日（金曜）             

政 治                       

「野党予備選挙 CNE の技術協力を得る可能性有   

 ～協力ありの場合、急進野党との対立が深化～」       

 

主要野党の一角「行動民主党（AD）」のラモス・アジュ

ップ幹事長は、２０２４年に予定されている大統領選の

野党統一候補を決めるための予備選挙について、野党自

身が任命した選挙委員会が運営すると発表。 

 

一方で、予備選挙を実行するにあたり CNE による技術

的な支援を受ける可能性については否定しないと補足

した。 

 

アジュップ幹事長は記者らに対して 

「CNE が予備選挙を運営することはなく、統一プラッ

トフォームが任命した選挙委員会が予備選を運営する。

しかし、投票機の貸し出しを受けるなど選挙当局から技

術的な支援を受けることは拒否しない。」 

と述べた。 

 

２２年４月、急進野党のリーダーであるマリア・コリナ・

マチャド VV 党首は、「CNE やマドゥロ政権組織の支援

を受けず、手集計などで実施する予備選挙であれば参加

したい」との見解を示していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.738」）。 

 

つまり、投票機を使用するなど CNE の支援を受けるよ

うであれば、マチャド党首は予備選挙に参加しないこと

になる。もちろん、急進野党は主要野党を「マドゥロ政

権の協力者」として非難することだろう。 

 

現時点では、まだどちらになるかははっきり決まってい

ないが、現段階ではどちらの可能性もあることが確認さ

れた。 

 

なお、アジュップ幹事長の発言に先立って、急進野党に

属するホセ・ピレイラ氏がコロンビア検察に対して、コ

ロンビアにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」の

汚職を訴えた。 

 

「Monomeros」は、コロンビアの肥料の４５％を占める

コロンビア農業にとって欠かせない会社。 

 

コロンビア政府がベネズエラの政府をグアイド暫定政

権と認識しているため、現在はグアイド暫定政権がコン

トロールしているが、ピレイラ氏はこのグアイド暫定政

権の資金源として「Monomeros」が使用されていると訴

えた。 

 

この件で主要野党と急進野党は対立していたが、新たな

対立のテーマが出てきそうだ。 

 

「Datanalisis 社長 野党の予備選挙に懸念」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

現在のベネズエラ政治家について、国民が支持している

と言える人物は誰もいないと指摘した。 

 

「現在のところ、国民から支持を受けていると言える突

出したリーダーは誰もいない。全ての政治家の支持率が

極めて低い。」と言及。 

 

また、野党統一候補を決めるための予備選挙について、

「これまでの伝統的な政治リーダーとは異なる政治家

が予備選挙に出馬することが出来ない場合は失敗する

（選挙で勝つことは出来ない）。」と述べた。 

 

なお、与党はマドゥロ大統領が３度目の出馬をするのが

既定路線で、「２０２４年の大統領選でマドゥロ大統領

が当選するのが現在最も起こる可能性が高いシナリオ」

との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3242b49fa1bf7cc96b515e23f99ae169.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3242b49fa1bf7cc96b515e23f99ae169.pdf
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「与党国会 ソーシャルメディアの規制を検討」                  

 

与党国会で通信メディア委員会の代表を務めているカ

ルロス・アレマン議員は、ソーシャルメディアに関する

規則を検討すると述べた。 

 

アレマン議員は 

「ソーシャルメディアはこれまで無法地帯だった。この

分野には規則がなく、何をしてよいか、何をしてはいけ

ないかの定めが存在しない。 

私は、ソーシャルメディアをより良いものにするために

規則を作るべき時が来ていると考えている。」 

との見解を示した。 

 

ベネズエラではツイッターを中心にソーシャルメディ

アの利用が多い。 

 

ツイッターであれば、政府からの情報検閲なく自身の言

葉で手軽に情報を伝えることが出来るため、多くの人々

が利用している。 

 

経 済                        

「ロイター ５月の原油輸出量が激減           

 ～港湾のメンテ作業、原油品質など問題か～」           

 

ロイター通信は、ベネズエラの２２年５月の原油輸出量

について先月比４９％減の日量３９万１，４５２バレル

だったと報じた。このほとんどがアジア向けだったとい

う。 

 

日量３９．１万バレルは２０２０年１０月以来の少ない

数字だった。 

 

 

 

 

 

輸出量が大きく減少した主な理由については、原油の品

質問題（輸出できる原油の仕様を満たしていない）と原

油輸出の主要港であるホセターミナルの補修が影響し

たという。 

 

なお、船舶の動きからベネズエラの原油輸出の動きを調

べている「Tanker Trakers」は２２年５月の原油輸出量

について、先月比５３．６％減の日量２２．９万バレル

と報道。 

 

こちらも２０年１０月以来最も少ない輸出量だったと

している。 

 

「Consecomercio 非正規労働者の急増に警戒」         

 

「ベネズエラ商業サービス商工会（Consecomercio）」の

Tiziana Polesel 代表は、非正規労働者が急激に増えてい

ると警鐘を鳴らした。 

 

Polesel 代表によると、現在少なくとも７００万人の労

働者が非正規セクターに属しているという。 

 

直近の人口統計はないが、現在のベネズエラの人口は２

８００万人前後と考えられている。 

 

うち労働人口は２０００万人程度と思われ、Polesel 代

表の発言が事実であれば、３人に１人以上は非正規労働

者ということになる。 

 

同労者が非正規セクターに流れている大きな要因はド

ル建て取引に一律３％を課税する「大規模取引税」が施

行されたためとしている。 
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社 会                        

「パラグアイ検察官殺人犯 １人はベネズエラ人」           

 

２２年５月 新婚旅行でコロンビアへ旅行していたパ

ラグアイ人のマルセロ・ダニエル・ペッチ・アルベルテ

ィーニ氏が、メデジンのBarú にあるビーチで何者かに

殺害される事件が起きた。 

 

アルベルティーニ氏はパラグアイの検察官で、国際的な

麻薬カルテルなど、多くの刑事事件を起訴してきた人物

として知られている。 

 

殺人現場に居合わせた妻の証言によると、二人がプライ

ベートビーチにいた時に２人の男が１隻のボートでや

ってきて接近し、発砲したという。 

 

６月６日 コロンビアのドゥケ大統領は、今回のアルベ

ルティーニ検察官殺害に関与したとされる全ての人を

逮捕したと発表した。 

 

逮捕したのは５人で、うち１人はベネズエラ人が含まれ

ているという。 

 

２０２２年６月４日～５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 米国は制裁を緩和した         

 ～Eni、レプソルも取引再開の許可受けた？～」        

 

６月４日 マドゥロ大統領は、米国がベネズエラへの経

済制裁を緩和したと言及。「小さな一歩だが意義は大き

い」との見解を示した。 

 

マドゥロ大統領によると、米国政府はシェブロンに対し

てライセンスを発行。 

 

 

また、イタリアのエネルギー会社「Eni」、スペインのエ

ネルギー会社「Repsol」にベネズエラでの原油・ガスの

産油活動および輸出を許可したという。 

 

マドゥロ大統領は一定の評価をしたもののまだ不十分

であると指摘。制裁の完全撤廃を求め続けると述べた。 

 

シェブロンが事業再開に向けて PDVSA 役員と協議を

することを許可されたという話は以前からあった。 

 

「Eni」「Repsol」についても取引再開が可能になると報

じられていたが、改めてマドゥロ大統領の口から発表さ

れたことになる。 

 

なお、６月５日にロイター通信も、複数名の内部関係者

からの情報として「Eni」と「Repsol」がベネズエラ原油

の取引を再開できるようになったと報じている。 

 

６月初旬には与野党協議が再開すると言われているが、

協議再開に向けた前進と言えそうだ。 

 

「グアイド議長の遊説中に与野党支持者が衝突」           

 

６月４日 グアイド議長がスリア州の州都マラカイボ

で演説をしようとした際、会場に与党支持者とされる人

物らが乱入。 

 

そこに居合わせた「大衆意思党（VP）」党員らと衝突す

る事件が起きた。 

 

衝突の様子はソーシャルメディア上で拡散されている。 

 

会場にあった椅子を投げ飛ばして攻撃するなど完全な

混乱状態だったようだ。なお、混乱に乗じて子供たちが

会場のイスを盗むなどカオスだったようだ。 
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（写真）@jhormancruz1 

 

経 済                       

「Monomeros 利害関係者から絶えず攻撃       

 ～米国の制裁を受けて取引先との関係悪化～」            

 

ベネズエラ国営石油化学公社「Pequiven」は、コロンビ

アにある「Monomeros」という肥料メーカーの株式を１

００％保有している。 

 

この「Monomeros」は、コロンビアの肥料市場のシェア

４５％を占めるコロンビアにとっても極めて重要な企

業である。 

 

２０１９年以降、Monomeros は、グアイド暫定政権が

コントロールするようになり、当初はカルメン・エリサ・

エルナンデス氏が社長を務めたが、彼女はコロンビアの

「Nitron Group」と結託し、会社の経営を意図的に悪化

させ、倒産に追い込み、株式を「Nitron Group」に譲ろ

うとしていた。 

 

野党国会自身が発表した調査報告書によると、

Monomeros 内部で株式移譲に協力していたとされる３

５名が「Nitron Group」に移籍する計画が既に立ってい

たという。 

この騒動でカルメン・エリサ・エルナンデス氏は辞任に

追い込まれている。 

 

現在「Monomeros」の社長を務めているギジェルモ・ロ

ドリゲス・ラプレア社長は、現在の Monomeros の状況

について、経営は好転していると主張。 

 

２１年にコロンビア企業監督局がMonomerosを管理対

象企業に認定したが、その認定も見直しされようとして

いるとした。 

 

他、Monomeros は様々な利害関係者の攻撃を受けてお

り、同社の経営に懸念を抱かせるようなフェイクニュー

スがあふれていると指摘した。 

 

他、米国の制裁も Monomeros の経営に懸念を抱かせる

材料の１つと指摘。 

 

米国政府は、ベネズエラ政府に制裁を科しており、本来

であればベネズエラの国営企業であるMonomerosも制

裁対象に入る。しかし、Monomeros はグアイド暫定政

権がコントロールしていることを理由に制裁ライセン

スが発行され、制裁の適用対象外となっている。 

 

しかし、この制裁ライセンスでは顧客や取引先の信頼を

得ることが出来ず、Monomeros への融資が停止したと

指摘。現在の Monomeros は米国政府の手のひらの上に

あると指摘した。 

 

なお、ドゥケ政権が２２年８月に終了し、次のコロンビ

ア政府はマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識する

可能性が高い。その場合、Monomeros の経営権もマド

ゥロ政権側に移動することになるだろう。 

 

仮にそうなった場合、米国政府は Monomeros に与えて

いる制裁ライセンスをどうするのか、あるいは制裁ライ

センスが解除されることを恐れ、コロンビア政府側が

Monomeros の経営はこのままグアイド暫定政権陣営に

続けさせる可能性もあるだろう。 
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「ベネズエラ国営銀行 株式１０％売却を決定」         

 

６月２日に国営金融機関「ベネズエラ銀行」は、特別株

主総会を実施。 

 

全体一致でベネズエラ銀行の株式１０％を一般市場で

売却することを決めたと発表した。 

 

マドゥロ大統領は、通信公社「Cantv」や「Movilnet」

など国営企業の株式を５～１０％ほど売却すると発表

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.753」）。ベネズエ

ラ銀行もこの流れに従うことになるようだ。 

 

「アイサミ石油相 エルパリート製油所でテロ？」         

 

６月４日 アイサミ石油相は、カラボボ州にあるエルパ

リート製油所がサボタージュ攻撃を受けたが、攻撃の被

害を未然に防いだと発表した。 

 

具体的にどのような攻撃を受けたのかは明らかにして

いないが、この攻撃が成功していた場合、PDVSA のオ

ペレーションに深刻な問題が起きていたという。 

 

また、この攻撃の主犯は、コロンビアのドゥケ政権であ

り、ベネズエラはコロンビアから絶えず攻撃を受けてい

ると主張した。 

 

 

社 会                       

「刑務所囚人 食事は１日に一回」            

 

「行動民主党（AD）」のウィリアム・ダビラ氏は、マド

ゥロ政権が憲法２７２条に違反し、刑務所の囚人たちに

対して非人道的な対応をしていると非難した。 

 

ダビラ氏によると、ベネズエラ国内には５２の刑務所が

あるようだが、この全てで非人道的な対応が確認されて

いると訴えた。 

 

５２の刑務所の収容可能人数は２万人だが、現在５２の

刑務所には収容可能人数の１．５倍を超える３．２万人

が収容されているという。 

 

そして、４０．１％の囚人は１日１食で生活しており、

９．２％は１日１回の食事さえも満足に摂ることが出来

ていないという。 

 

この食料不足や衛生環境の悪い場所で病気になったこ

となどを理由に２０１７年～２２年までに１，７３０人

の囚人が命を落としたと説明した。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf

