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（出所）大統領府ツイッター  ”１１月２７日 空軍発足９７周年記念式典に参加するマドゥロ大統領” 
 

PDVSA 総裁交代とポスト争い     

 

株式会社ベネインベストメント 

松浦 健太郎 

                          

部のマニュエル・ケベド氏が PDVSA総裁と石

油相に就任した。軍人が PDVSA総裁に就任 

するのは２００２年以来のことだ。 

 

マドゥロ大統領は今回の人事について PDVSA の汚職

体質を改善するためとしている。正直に言えば、言葉

通りに受け取ることは難しい。 

 

本稿では PDVSA 総裁交代の意図と、ベネズエラ政府

内部のパワーバランスについて分析する。 

 

 

 

１７年８月に発足した制憲議会の最初の仕事は離反

したルイサ・オルテガ検事総長（当時）の解任だった。

そして、オルテガ検事総長の代わりにタレク・ウィリ

アム・サアブ護民官（当時）を検事総長に任命した。 

 

サアブ新検事総長は精力的に汚職を摘発している。 

 

民間企業については、外貨管理当局（CADIVI・CENCOEX）

に水増しして外貨を請求した民間企業も摘発してい

る（具体例は「ベネズエラ・トゥデイ No.45」１０月

１１日付の記事参照）。 

 

故チャベス元大統領の娘の元恋人を汚職容疑で逮捕

するなど特段の配慮なく逮捕しているように見える

（「ベネズエラ・トゥデイ No.42」１０月４日付の記

事参照）。 

タレク検事総長の PDVSA叩き 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed600949ed694985d45e0d2cf160d891.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6b4ac86dbc9070ee330b686a9a2176b7.pdf
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サアブ検事総長は公的部門についても精力的に逮捕

をしているが、彼が逮捕する者には共通点がある。 

 

公的部門の逮捕者は、ほぼ全てが PDVSA関係者だ。サ

アブ氏が検事総長に就任して４カ月弱の間に逮捕さ

れた PDVSA関係者は５０名を超えている。 

人数も多いが役職者も見境なく逮捕している。これま

でに PDVSAの輸入公社 Bariven社長、PDVSA役員のオ

ーランド・チャシン氏や PDVSAの米国子会社 Citgoの

アンヘル・ペレイラ社長など最高クラスの幹部も汚職

で逮捕してきた。 

 

もちろん公的部門の汚職は PDVSA だけに限らずあら

ゆる分野で存在している。 

ルイサ・オルテガ元検事総長は解任される前に元公共

事業相のハイマン・エル・トゥルディ議員やその親族

が関わった汚職を告発していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.6」７月１３日付の記事参照）。 

他、ディオスダード・カベジョ制憲議員の汚職やマド

ゥロ大統領の CLAP での食糧輸入に関連した汚職も告

発していた。 

公立学校で使用する運動ボールを輸入するにあたり、

スポーツ相が知り合いの輸入業者から輸入させて、コ

ミッションを受け取っていたという話もある。 

 

しかし、サアブ検事総長はこれらの調査には着手して

いない。彼の方針は明らかにマドゥロ大統領の指示が

あっての行動といえるだろう。では、マドゥロ大統領

の意図は何だろうか。 

 

 

その答えは１１月２６日に明らかになった。マドゥロ

大統領は PDVSA の汚職を抜本的に改革する必要があ

るとしてマニュエル・ケベド住宅相に PDVSA総裁と石

油相を兼務させた。 

 

 

 

ケベド氏は軍部出身者だ。ベネズエラの軍部はとにか

く評判が悪い。軍人の多くは自分たちが何をしても良

いと考えており、態度は横柄だし、素行は悪い。汚職

撲滅のために軍人を代表にすることはあり得ない。 

 

マドゥロ大統領の一番の狙いは汚職撲滅ではなく、政

権維持のための基盤固めだと考えるべきだろう。今回

の人事交代は軍部（ディオスダード・カベジョ）とア

イサミ副大統領への配慮と思われる。 

 

ケベド氏は１５年８月に住宅相に就任したが、それま

では政治的に強い基盤はなかった。ケベド氏はディオ

スダード・カベジョ・ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）

副党首の派閥と言われる。今回の人事はカベジョ副総

裁の影響が大きいはずだ。ケベドが PDVSA総裁、石油

相に就任したことで軍部は経済分野で最も重要なポ

ストを取ったことになる。 

 

ちなみに、ベネズエラの慣習として閣僚が交代すると

その閣僚は自分の仲間を重要ポストに付けることが

多い。特に軍人にはこの傾向が強いと感じている。 

 

デル・ピノ総裁とマルティネス総裁については二人と

も PDVSA関係者だ。組織内で総裁になり周りの役員は

知り合いだから、総裁に就任しても取り巻きの人物を

重要ポストに添える必要はそこまでないだろう。 

 

しかし、ケベド氏は完全な PDVSA部外者だ。今後、重

要ポストがケベド氏の仲間で占められることになる

と思われる。なお、ケベド氏が住宅相に就任したのは

１５年８月で、２カ月後の１０月にビジャロエル・ア

リスメンディ氏（新住宅相）を住宅省次官に引き入れ

ている。２人は以前より知り合いだったようだ。この

ことからケベド氏は仲間を引き連れて動くタイプの

人間と推測できる。 

 

 

 

 

理由は組織浄化ではなく政権維持 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170714.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170714.pdf
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PDVSA 総裁が軍部出身者になった一方で、これまで

PDVSA副総裁だった軍部出身のマリベル・パラ氏（カ

ルメン・メレンデス現ララ州知事の仲間）がジャスメ

ル・セラーノ氏に交代した。セラーノ副総裁はタレク・

アイサミ副大統領の子分のような存在。２人はロスア

ンデス大学の学生時代からの知り合いでアイサミ氏

がアラグア州知事だった時は筆頭秘書官を務めた。 

 

また１１月２４日付けの官報でガイアナ公社（CVG）

が副大統領府の管轄組織になることが決まった（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.65」１１月２８日付の記事参

照）。ボーキサイト、鉄鉱石、レアメタル、石炭など

石油以外の天然資源はアイサミ副大統領の管轄下に

はいったことになる。なお、ジャスメル・セラーノ氏

は CVGインターナショナルの代表を経験している。 

 

そして、マドゥロ大統領は在キューバ大使のアリ・ロ

ドリゲス氏を PDVSA の名誉総裁に添えるよう提案し

た。アリ・ロドリゲス氏はマドゥロ大統領との関係が

強いと思われる。 

 

ロドリゲス氏は２００４年１１月～０６年８月まで

外相を務めていた。ロドリゲス氏の後任はマドゥロ大

統領である。なお、ロドリゲス氏は外相を交代し、０

６年～０８年にキューバ大使を務めた。マドゥロ大統

領はキューバに留学していたこともある。マドゥロ外

相（当時）とは頻繁にやり取りしていたことだろう。 

 

その後もロドリゲス氏は０８年～１０年まで財務相、

１０年～１２年までは電気エネルギー相を務めた。こ

の間、マドゥロ大統領はすっと外相を務めていた。 

 

今回の交代で PDVSA からテクノクラートを外し、軍

部、アイサミ副大統領、マドゥロ大統領で権力を調整

したと考えている。 

 

 

 

 

１１月２６日、マドゥロ大統領はケベド氏以外にも貿

易投資相、運輸相、住宅相の閣僚交代を発表した。新

閣僚は全員が軍部出身だ（下表の赤色の閣僚）。閣僚

ポストは大統領、副大統領を含めて４０ポストあるが、

そのうち１９ポストは軍部出身者で占められている。 

 

また、軍人のポストは閣僚の中でも重要なポストが多

い。例えば、食糧相、石油相、内務司法平和相、電気

エネルギー相、運輸相、国防相、公共事業相など。 

米国の金融制裁を受けてベネズエラの政治経済情勢

は更に不安定になる可能性が高い。国民の不満を抑え

るには軍部の協力が不可欠だ。また、マドゥロ大統領

を力で失脚させることができるのも軍部だ。軍部の待

遇は十分に配慮しないといけないとの認識が重要ポ

スト占領の理由だろう。 

 

また、アイサミ副大統領は彼を支える資金ネットワー

クが他の政治家を凌駕していると言われている。 

同氏は１７年２月に中東のテロ組織との関りや資金

洗浄の疑いで米国から制裁を科せられている。アイサ

ミ氏の資金洗浄をサポートしていたサマーク・ロペス

氏は逮捕されている。「ベネズエラ・トゥデイ No.61」

１１月１９日付の記事でも紹介したが、彼のネットワ

ークは米国政府が把握している以上に広いようだ。 

 

マドゥロ大統領は軍事力と資金力を味方に付け現政

権の基盤を固め長期政権を狙っているのではないか。 

 

ただし、これまでの経験からベネズエラの政治権力構

造はアメーバのように動き続けている。政治権力のバ

ランスが変わると政策も変化する。今後も軍部、アイ

サミ副大統領、マドゥロ大統領の三つ巴の構図が維持

されるかは分からない。 

以上 

武力と資金力のパワーバランス 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf
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軍人
文民

役職
名前－日本語表記

名前－アルファベット表記
略歴 写真

文民
大統領

Presidente de la Republica
ニコラス・マドゥロ・モロス

Nicolás Maduro Moros

1998年から00年、第５共和国運動（MVR）党
員。00年から06年、国会議員（05年は国会議
長）。06年から12年、外務大臣。12年10月から
副大統領。チャベス大統領不在、死去により大
統領代行、13年4月14日に大統領に当選。

文民

副大統領
Vicepresidente Ejecutivo de la

República y Primero
Vicepresidente del Comsejo

Ministros

タレク・エル・アイサミ
Tareck El Aissami

ロスアンデス大学法学部卒。犯罪学専攻。
2005年にメリダ州の国会議員。07年～08年は
市民安全省次官。08年9月に内務・法務相に就
任し4年間同職。12年10月にアラグア州知事に
立候補し当選。17年1月までアラグア州知事。
ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）国家幹部
で11年～13年まではアンデス地域（アラグア、
カラボボ、ヤラクイ、ララ州）担当幹部も務めた。
2017年1月より現職。

軍人
経済分野副大統領

Vicepresidente Sectorial de
Economía

ウィルマル・カストロ・ソテルド
Wilmar Castro Soteldo

空軍学校卒。92年のチャベス故大統領が率い
たクーデター参加メンバーの一人。商業生産相
に就任、その後観光相。2008年にポルトゥゲサ
州知事に当選し、12年にも再任。16年1月まで
知事職についていた。17年10月より経済担当
副大統領に就任。

文民
経済財務相

Ministro del Poder Popular de
Economía y Finanzas

シモン・セルパ
Simón Zerpa

ベネズエラの財政を担う重要な役職をいくつも
兼任している。中国融資をマネジメントするベネ
ズエラ経済開発銀行（BANDES）総裁。社会開
発プログラムを執行する国家開発基金
（FONDEN）代表。17年1月にはPDVSAの財務
担当役員も兼任。17年10月に経済財務相に就
任した。１７年７月には米国から制裁を受けて
いる。父親は元国会議員で現在は在中国ベネ
ズエラ大使を務めるイバン・セルパ氏。同氏
は、これまでテレビにはほとんど露出していな
い。

軍人
石油相

Ministerio del Poder Popular
de Petróleo

マニュエル・ケベド
Manuel Quevedo

軍人。14年の反政府デモの際にはカラカス第５
地区（旧市街地）の防衛司令官。国会議員選に
出馬したリカルド・モリナに変わり15年8月から
住宅相。社会開発プログラムGran Misión Barrio
Nuevo, Barrio TricolorとGran Misión Vivienda
Venezuelaの代表。長年住居関連の職務に付
いてきた。2017年6月に社会主義領土担当副大
統領も兼務。同年11月にPDVSA総裁兼石油相
に就任。住宅相は交代したがGran Misión
Vivienda Venezuelaの代表は継続する。

軍人

貿易外国投資相
Ministro del Poder Popular
para el Comercio Exterior e

Inversión Internacional

ホセ・ビエルマ・モラ
José Vielma Mora

1964年10月、タチラ州生。87年に軍人士官学校
卒。サンタマリア大学法学部も卒業。またアンド
レスベジョカトリック大学院の公共労務学とカリ
ブ国際大学の税務学も専攻した。92年の故チャ
ベス元大統領が起こしたクーデターにも参加し
ている。99年に軍部を辞め政治家に転身。99
年～2000年1月まで国会議員。00年2月～08年
まで徴税庁SENIATの長官を務める。その後13
年にタチラ州知事選に出馬し当選。17年10月ま
でタチラ州知事。同年11月から貿易外国投資
相に就任。
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文民

基礎・戦略・社会主義産業相
Ministro del Poder Popular
para Industrias Basicas y
Estrategicas y Socialistas

フアン・バウティスタ・アリアス
Juan Bautista Arias

ベネズエラ中央大学卒。社会科学統計、分析
学を専攻。妻の仕事（国連UNCTAD）の都合
で、3人の子供と共に99年からスイスに移住。
03年半ばよりスイス国際組織に対するベネズ
エラ常設委員代表を務める。14年12月からマ
ドゥロ大統領の命で企業システムに関する大統
領直轄委員を務める。16年1月に国家生産性
経済委員会に所属。16年4月より同省を創設し
現職。

文民

鉱業開発・エコロジー相
Ministro del Poder Popular de

Desarollo Minero
Ecológico

ビクトール・カノ
Victor Cano

2001年ベネズエラ中央大学卒。地理学専攻。
2013年から鉱業開発・エコロジー省の環境鉱山
開発の担当次官。2008年にスペインのジロー
ナ大学で地理情報システム関連の修士号を取
得。また、インドのインディアン・インスティ
テュート・オブ・レモテ・センジングでレーダーの
研究をして修士を取得。2012年～13年にかけ
てベネズエラ地震研究基金の代表を務めてい
た。

軍人
食糧相

Ministro del Poder Popular
para la Alimentación

ルイス・アルベルト・メディナ・ラミ
レス

Luis Alberto Medina Ramírez

17年8月に食糧相に就任。ベネズエラ食料公社
（Venalcasa）と食料生産サービス公社（Cuspa）
の社長で、大臣職も兼務。また、建築用資材を
生産、販売する民間企業Inversiones Vensoc社
（アラグア州）の３３％の株主でもある。他、金
物系の卸売業をしているCooperacion Tumero
Azul社の20％の株式を所有している。

軍人

土地農業生産相
Ministro del Poder Popular

para la Agrícola Productiva y
Tierras

ウィルマル・カストロ・ソテルド
Wilmar Castro Soteldo

空軍学校卒。92年のチャベス故大統領が率い
たクーデター参加メンバーの一人。商業生産相
に就任、その後観光相。2008年にポルトゥゲサ
州知事に当選し、12年にも再任。16年1月まで
知事職についていた。17年10月より経済担当
副大統領に就任。

軍人
漁業養殖相

Ministro del Poder Popular de
Pesca y Acuicultura

オルランド・マネイロ
Orlando Maneiro

海軍大将。統合防衛地域戦略（REDI）東部（ア
ンソアテギ州、モナガス州、スクレ州）地域の司
令官。海軍監視総監を務めた。

文民
観光相

Ministra del Poder Popular
para el Turismo

マルレニー・コントレラス
Marleny Contreras

夫はディオス・ダド・カベジョ現国会議員。夫がミ
ランダ州知事を務めていた時は児童基金や婦
人クラブの代表を務めていた。10年にミランダ
州で国会議員に当選。国会の家族委員会、財
務委員会などに属していた。15年4月に観光相
に就任。15年5月にVentur、Inaturの社長兼任。

文民
企画担当副大統領

Vicepresidente Sectorial de
Planificacion

リカルド・メネンデス
Ricardo Menéndez

地理学者で都市計画に精通している。2年間、
科学技術産業仲介大臣であった。大学教師。
11年に産業大臣。14年1月から同年6月まで大
学教育大臣。14年6月に企画大臣。同年9月よ
り企画・知識担当副大統領も兼任。PDVSA外
部役員。

文民
企画大臣

Ministro del Poder Popular de
Planificacion

リカルド・メネンデス
Ricardo Menéndez

地理学者で都市計画に精通している。2年間、
科学技術産業仲介大臣であった。大学教師。
11年に産業大臣。14年1月から同年6月まで大
学教育大臣。14年6月に企画大臣。同年9月よ
り企画・知識担当副大統領も兼任。PDVSA外
部役員。



 
Venezuela Weekly Report 

No.０２２   ２０１７年１１月２９日（水曜） 

6 

 

文民

社会開発、ミッション革命分野
副大統領

Vicepresidente sectrial para
lel Desarollo Social y la

Revolución de las Misiones

エリアス・ハウア
Elías Jaua

社会学者。これまで公共経済相、農業・土地
相、副大統領、外務相、コミューン・社会形成相
（社会主義領土開発担当副大統領兼務）、国会
議員など多くの役職を経験してきた。16年1月よ
り国会議員。17年1月より教育相および社会開
発プログラム分野副大統領。12年12月のミラン
ダ州知事選に出馬しカプリレス候補に敗北して
いる。

文民
基礎教育相

Ministro del Poder Popular
para la Educación

エリアス・ハウア
Elías Jaua

社会学者。これまで公共経済相、農業・土地
相、副大統領、外務相、コミューン・社会形成相
（社会主義領土開発担当副大統領兼務）、国会
議員など多くの役職を経験してきた。16年1月よ
り国会議員。17年1月より教育相および社会開
発プログラム分野副大統領。12年12月のミラン
ダ州知事選に出馬しカプリレス候補に敗北して
いる。

文民

大学教育科学技術相
Ministro del Poder Popular

para la Educación
Universitaria, Ciencia y

Tecnología

ウグベル・ロア
Hugbel Roa

ロスアンデス大学卒。イタリアのサレルノ大学
で国際経済学を専攻。内務省公共政策室長。
大統領府次官、護民官の青年部門担当などを
歴任。直前のキャリアはトゥルヒージョ州選出国
会議員。17年1月より現職。また16年10月には
緊急経済事態令が出ているのであれば州知事
選はする義務はないと発言。加えて16年10月
に国会で野党議員にマイクを投げたことで国会
での発言権を１カ月停止されたことがある。

文民

労働・社会進展相
Ministro del Poder Popular
para el Proceso Social del

Trabajo

ネストル・オベジャス
Néstor Ovalles

2017年6月に労働・社会進展相に就任。これま
で労働・社会進展省の社会保障部門担当次
官。労働安全保証関連の担当次官を務めた。
賃金改定に積極的に取り組んだことが評価さ
れた。同氏は労働・社会進展相に就任後に賃
金改定のために企業連合（フェデカマラス）と対
話する姿勢を見せた。

文民
若者・スポーツ相

Ministro del Poder Popular
para la Juventud y el Deporte

ペドロ・インファンテ
Pedro Infante

2017年6月に若者・スポーツ相に就任。国家ス
ポーツ学会の代表。2014年から現在まで体育
アクティビティ担当次官。キューバのマニュエ
ル・ファハルド高等文化体育学院の体育学部を
卒業。08年にスポーツ開発拡大組織の代表に
就任。

文民
先住民族相

Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas

ジャミレット・ミラバル
Yamilet Mirabal

2017年6月に先住民相に就任。同氏に関する
情報は少ないが、少なくとも2011年には先住民
省の先住民住居改善担当次官を務めていた。

文民
保健相

Ministra del Poder Popular
para la Salud

ルイス・ロペス
Luis López

2017年5月からアントニエタ・カポラレに代わり
保険相に就任。ロス・アンデス大学で薬学を教
えていた。17年1月より国営病院担当次官。ア
ラグア州保健省秘書官、アラグア州保険公団
総裁。同氏の保健省就任はアイサミ副大統領
（元アラグア州知事）の進言と言われている。

文民

女性・性平等相
Ministra del Poder Popular

para la Mujer Mujer y la
Igualdad de Género

ブランカ・エカウト
Blanca Eekhout

PSUV幹部メンバーの一人。05年には国営放送
局VTV社長。09年～10年は情報通信相。ベネ
ズエラ通信協同組合、ViveTV、カティア西部テ
レビの創設者。他にも放送に関連した組織を設
立している。国会の経験も長い。11-12年、12-
13年、13-14年は国会第二議長。16年10月から
現職。
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軍人

政治主権・安全保障・平和担
当副大統領

Vicepresidenta Sectorial de
Soberanía Política, Seguridad

y Paz

ウラディミール・パドリノ・ロペス
Vladimir Padrino López

チャベス元大統領から高い信頼を得ていた人
物。13年7月にウィルメル・バリエントスに代わり
ベネズエラ国軍戦略オペレーション司令官
(Ceofanb)に就任。麻薬取締、汚職撲滅に精力
的に取り組んだことが評価された。14年10月か
ら国防相に就任。Ceofanb兼任。同年12月の国
会議員選挙を平静で終わらせたとして野党から
評価された。16年7月より生活必需品の供給を
管轄する『グラン/ミシオン・アバステシミエント・
ソベラノ』の統括責任者となる。2017年6月21日
から政治主権・安全保障・平和担当副大統領も
兼務。

軍人

大統領府担当相
Ministro del Poder Popular

para Despacho de la
Presidencia y Seguimiento de

la Gestión de Gobierno

ホルヘ・マルケス
Jorge Márquez

1994年に軍人士官学校を卒超。国軍大佐。マ
ドゥロ大統領が外相時代に補佐官を務めてい
た。2017年8月に通信公社コナテル社長に就任
し、同年11月に大統領府担当相に任命された。
官報によると大統領府担当相の役職は「暫定
（Encargado）」で臨時の位置づけ。ベネズエラ
国営通信の報道によるとコナテル社長職も兼
務する。

文民
外相

Ministra del Poder Popular
para Relaciones Exteriores

ホルヘ・アレアサ
Jorge Arreaza

ベネズエラ中央大学国際学部卒。90年代にグ
ランカリスカルアジャクチョ財団の奨学金を受
ける。ケンブリッジ大学西欧政治修士。国営放
送アナウンサーを務め、07年にチャベス大統領
の娘ロサ・ビルヘニアと結婚。11年～13年4月
まで科学技術相、13年4月～16年1月まで副大
統領、16年1月～17年1月まで大学教育科学技
術相兼社会開発、ミッション革命分野副大統
領。17年2月～8月まで鉱業開発・エコロジー相
に就任。17年8月から外相。

軍人

内・法務・平和相
Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interior,

Justicia y Paz

ネストル・リベロール
Néstor Reverol

12年10月～13年4月まで内務法務相。13年6月
よりコルポスリア社長。SEBINの次長なども務
めた.14年10月-16年6月まで国軍司令官。16年
8月より現職（就任2日前に麻薬に関連した取引
に加担しているとして同氏を米国がニューヨー
ク裁判所に訴えている）。

軍人
国防相

Ministro del Poder Popular
para la Defensa

ウラディミール・パドリノ・ロペス
Vladimir Padrino López

チャベス元大統領から高い信頼を得ていた人
物。13年7月にウィルメル・バリエントスに代わり
ベネズエラ国軍戦略オペレーション司令官
(Ceofanb)に就任。麻薬取締、汚職撲滅に精力
的に取り組んだことが評価された。14年10月か
ら国防相に就任。Ceofanb兼任。同年12月の国
会議員選挙を平静で終わらせたとして野党から
評価された。16年7月より生活必需品の供給を
管轄する『グラン/ミシオン・アバステシミエント・
ソベラノ』の統括責任者となる。2017年6月21日
から政治主権・安全保障・平和担当副大統領も
兼務。

文民

通信・情報相
Ministro del Poder Popular

para la Comunicación e
Información

ホルヘ・ロドリゲス
Jorge Rodríguez

2003年～06年まで選挙管理委員会(CNE)の役
員（うち05年、06年はCNE代表）。07～08年に副
大統領。08年11月～17年11月までカラカス首
都リベルタドール市の市長を務めた（２選）。17
年11月から情報通信相。デルシー・ロドリゲス
制憲議会議長の兄。父親はカルロス・アンドレ
ス・ペレス元大統領の時代に社会主義活動家
として有名だったホルヘ・ロドリゲス氏（父と同
名）。
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文民
刑務所制度相

Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario

ミレリス・コントレラス・モレノ
Mirelys Contreras Moreno

刑務所制度相を長く務めたイリス・バレラに代
わり、2017年6月に同職に就任。マドゥロ大統領
によると2011年からイリス・バレラのアドバイ
ザーを務めていた。2014年1月から刑務所制度
省の刑務所対応担当次官だった。

軍人
特命国境相

Ministro de Estado para la
Nueva Frontera de Paz

ヘラルド・イスキエルド・トレス
Gerardo Izquierdo Torres

軍人学校84年卒。防衛相パドリーノ・ロペスと
同期生。15年9月にできた新しい省庁。14年6月
からベネズエラ国軍司令官。国境テーマの担当
役員だった。

軍人

社会主義領土担当副大統領
Vicepresidente sectrial de
Desarollo del Socialismo

Territorial

マニュエル・ケベド
Manuel Quevedo

軍人。14年の反政府デモの際にはカラカス第５
地区（旧市街地）の防衛司令官。国会議員選に
出馬したリカルド・モリナに変わり15年8月から
住宅相。社会開発プログラムGran Misión Barrio
Nuevo, Barrio TricolorとGran Misión Vivienda
Venezuelaの代表。長年住居関連の職務に付
いてきた。2017年6月に社会主義領土担当副大
統領も兼務。同年11月にPDVSA総裁兼石油相
に就任。住宅相は交代したがGran Misión
Vivienda Venezuelaの代表は継続する。

文民

コミューン・社会運動相
Ministra del Poder Popular

para las Comunas y
Movimientos Sociales

キラ・アンドラーデ
Kyra Andrade

2017年6月から現職。2015年12月に行われた
国会議員選挙でアンソアテギ州３区の与党推
薦議員候補として出馬したが、敗退。アンソア
テギ州コミューン・社会運動省の役員。13年1月
までネグラ・イポリタ社会開発プログラムで務め
た。13年10月からアンソアテギ州で8,000件の
貧困層向け住居を建設する住宅ミッションを担
当。

軍人
都市農業相

Ministro del Poder Popular de
Agricultura Urbana

フレディ・ベルナル
 Freddy Bernal

2017年6月に都市農業相に就任。16年5月から
供給・生産地域委員会CLAPの代表。15年12月
の国会議員選挙ではカラカス首都区１区に出
馬し敗退。10～14年までは与党ベネズエラ社会
主義統一党の国会議員だった。14年から大統
領直属のアドバイザーに任命されている。2000
年～2008年までリベルタドール市長。軍人学校
卒だが政治の世界が長い。

文民
文化相

Ministro del Poder Popular
para la Cultura

エルネスト・ビジェガス・ポヤック
Ernesto Villegas Poljak

新聞記者。ベネソラナ・デ・テレビシオン社長に
なるまで多くの民間報道機関で仕事をした。14
年10月～15年5月までカラカス首都区長。15年
12月の国会議員選挙に出馬した。16年10月～
17年11月まで情報通信相。17年11月から文化
相。

軍人
住宅相

Ministro del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda

イルデマロ・ビジャロエル・アリス
メンディ

Ildemaro Villarroel Arismendi

同氏の情報は少ないが、2013年6月～14年8月
までは軍人士官学校の教官を務めていたこと
は確認している（当時の階級は将軍）。15年10
月から住宅相の役員。17年4月から11月まで住
宅相の建設物監査担当次官を務めていた。17
年11月に住宅相に就任。マドゥロ大統領から来
年は少なくとも60万戸の住居を渡すよう命じら
れている。ケベド氏の右腕として活躍。
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軍人

公共事業・サービス担当副大
統領

Vicepresidente sectrial de
Obras Públicas y Servicios

ルイス・モッタ・ドミンゲス
Luis Motta Domínguez

軍人。15年8月から電気エネルギー相。国営電
力公社（Corpoelec）の社長兼務。アラグア、カラ
ボボ、ミランダ州などを含む統合開発戦略区の
代表だった。アラグア州知事のタリク・エル・ア
サイミの秘書官だったこともある。米国政府が
同氏を麻薬密売の疑いで調査していると米国
報道機関が報じた。17年6月から公共事業・
サービス担当副大統領も兼務。

軍人
運輸相

Ministero del Poder Popular
para el Transporte

カルロス・オソリオ
Carlos Osorio

2016年1月から統合防衛地域戦略（REDI）中央
地域の司令官。チャベス政権とマドゥロ政権で
２度食糧相を経験。経済戦争対策コーディネー
ター。14年4月～15年3月まで大統領府担当大
臣。これまでにベネズエラ・ガイアナ公社
（CVG）社長。ベネズエラ食糧生産供給公社
（PDVAL）社長、農業サービス供給公社
（CASA）社長など歴任し た。食料輸入や供給
に関連した汚職の噂が絶えない。17年6月～9
月まで大統領府担当相。同年11月には運輸相
に就任。

軍人
環境社会主義・水相

Ministro del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Agua

ラモン・セレスティノ・ベラスケス
Ramón Celestino Velásquez

軍人。94年に空軍学校卒。軍人実践大学
(Unefa)で環境学を学んだ。96年にコスタリカ大
学で気象学を学び、環境関連の活動に多数参
加した。17年1月より現職。

軍人
電気エネルギー相

Ministro del Popder Popular
para la Energía Eléctrica

ルイス・モッタ・ドミンゲス
Luis Motta Domínguez

軍人。15年8月から電気エネルギー相。国営電
力公社（Corpoelec）の社長兼務。アラグア、カラ
ボボ、ミランダ州などを含む統合開発戦略区の
代表だった。アラグア州知事のタリク・エル・ア
サイミの秘書官だったこともある。米国政府が
同氏を麻薬密売の疑いで調査していると米国
報道機関が報じた。17年6月から公共事業・
サービス担当副大統領も兼務。

軍人
公共事業相

Ministro del Poder Popular de
Obras Públicas

セサル・アルベルト・サラサル
César Alberto Salazar

海軍軍人。前職は行政査察次官。17年1月より
現職。
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文民 ベネズエラ中央銀行総裁
ラモン・ロボ
Ramón Lobo

経済学者。ロスアンデス大学、フェルミン・トロ
大学院卒。86年～96年までベネズエラ共産党。
PSUV設立によりPSUV党員。ロスアンデス大学
薬学部の予算管理職、アントニオ・ホセ・デ・ス
クレ大学で会計学、経済学の教授を務めた。00
年～08年までメリダ州アンデレス・ベジョ市の市
長を務める。11年から国会議員を経て、17年1
月に経済財務相と経済担当副大統領に就任。
同年10月に経済財務相と経済担当副大統領の
任が解かれ、中央銀行総裁に就任した。

軍人 ベネズエラ石油公社総裁
マニュエル・ケベド
Manuel Quevedo

軍人。14年の反政府デモの際にはカラカス第５
地区（旧市街地）の防衛司令官。国会議員選に
出馬したリカルド・モリナに変わり15年8月から
住宅相。社会開発プログラムGran Misión Barrio
Nuevo, Barrio TricolorとGran Misión Vivienda
Venezuelaの代表。長年住居関連の職務に付
いてきた。2017年6月に社会主義領土担当副大
統領も兼務。同年11月にPDVSA総裁兼石油相
に就任。住宅相は交代したがGran Misión
Vivienda Venezuelaの代表は継続する。


