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（写真）Shutterstock “グアイド暫定政権 Chevron のベネズエラ事業再開を拒絶” 

 

 

２０２２年１０月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド暫定政権 Chevron 再開を拒絶？ 

～交渉再開が Chevron 事業再開の条件～」 

「米国 グアイド暫定政権の認識撤回の噂を否定」 

「ロペス VP 党首の母 Monomeros で詐欺疑惑」 

「コロンビア・ベネズエラ議員 国境保安で合意」 

経 済                     

「２２年１～９月の原油輸出は１１５億ドル 

～原油価格は前年同期比６７．８％増～」 

社 会                     

「伝統酒コクイメーカーが生産・販売を再開」 

２０２２年１０月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「ペトロ大統領 国境再開は目標未達 

～違法な商品の国境移動続く～」 

「カプリレス氏 大統領選に向けて行動開始か」 

「WJP マドゥロ政権の強権性がアップ」 

「グアイド議長 突然のデモ行進」 

経 済                    

「PDVSA 合弁パートナーに撤退を提案 

～過去の債権・未収配当金など放棄が条件～」 

「エルパリート製油所 落雷で稼働停止」 

「マドゥロ大統領 ２２年は経済成長の始まり」 
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２０２２年１０月２６日（水曜）             

政 治                       

「グアイド暫定政権 Chevron 再開を拒絶？     

  ～交渉再開が Chevron の事業再開の条件～」       

 

米国エネルギー会社「Chevron」がベネズエラで事業を

再開するとの噂が報じられている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.816」）。複数の関係者が証言しており、事業再

開について米国政府が検討していることは事実だろう。 

 

本件について、「Argus Media」は、内部関係者からの情

報として、グアイド政権が「Chevron」のベネズエラで

の事業再開あるいは軽微な制裁緩和を含めて拒絶して

いると報じた。 

 

Chevron が活動を再開することでマドゥロ政権に資金

的な余裕を与えることを懸念しているという。 

 

匿名の内部関係者は「グアイドは（バイデン政権とマド

ゥロ政権の）合意を踏み倒そうとしている。グアイドが

妨害しているので、交渉が進んでいない」と指摘した。 

 

米国政府は公式的には「マドゥロ政権が交渉再開するこ

とが制裁緩和の条件」とのスタンスを維持している。し

かし、水面下では「Chevron」の活動再開を許可するこ

とを条件に野党と交渉を再開することも視野に入れて

いると報じられている。 

 

他方、グアイド暫定政権は「交渉が再開しない限り制裁

を緩和させるべきではないと」主張しており、両者のス

タンスが一致していないという。 

 

米国政府関係者によると、この状況を受けて「協議再開

が制裁緩和（Chevron の活動再開）の条件」という流れ

になっているようで、これまでの交渉が暗礁に乗り上げ

る可能性があるとしている。 

また、内部関係者によると、この話がうまくまとまれば

小規模ではあるがベネズエラの外国向けの原油輸出が

再開するという。 

 

なお、「Chevron」の制裁ライセンスは１２月で更新のタ

イミングとなる。従って、交渉期限は１１月ということ

になるだろう。 

 

「米国 グアイド暫定政権の認識撤回の噂を否定」         

 

米国のバイデン政権がグアイド暫定政権の認識を撤回

する可能性が報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.823」）。 

 

１０月２６日 米国国務省報道官は「Europa Press」か

らの質問を受けて、この報道を否定。グアイド暫定政権

が正当なベネズエラ政府であるとの認識を改めて示し

た。 

 

ただし、国務省報道官の発言は、 

「グアイド暫定政権をベネズエラ政府と認識している」 

と発言しただけであり、 

「米国政府は２０２３年１月以降もグアイド暫定政権

をベネズエラ政府と認識する」 

と回答していない。 

 

記事タイトルで指摘されているほど噂を否定したとは

言えないのではないだろうか。 

 

「ロペス VP 党首の母 Monomeros で詐欺疑惑」                  

 

１０月２５日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス国会議長

は「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首の母

親アントニエタ・メンドーサ氏が、コロンビアにあるベ

ネズエラ国営企業「Monomeros」の汚職に関与していた

と訴えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7aa7c168ee704481a732aa01348e3d9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a5862fb87ec9e3f2029e4822156a0e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a5862fb87ec9e3f2029e4822156a0e5.pdf
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ロドリゲス議長によると、ロペス党首の母親は自身が役

員を務める会社で「コンサルタント料」の名目で

「Monomeros」から月額３５万ドルの支払いを受け取

っていたという。 

 

「何のコンサルタントをしていた？国家の資産を横領

するためのコンサルだろう。あの母親は息子が生まれた

頃から泥棒する手段を教えていた。 

 

彼女は昔、PDVSA（チャベス政権前の PDVSA）の資金

を「第一正義党（PJ）：VP はレオポルド・ロペス党首が

設立した政党で、ロペス党首は元々PJ の党員だった」に

流す仕事をしていた。彼女の息子は国費を横領する素晴

らしい生徒になった。」 

と皮肉を込めて発言した。 

 

グアイド暫定政権のコントロール下で「Monomeros」は、

コロンビアのウリベ元大統領の親族の会社に支払いを

行っていたなども指摘されており、汚職に関する疑惑は

後を絶たない（「ベネズエラ・トゥデイ No.824」）。 

 

CITGO については、グアイド暫定政権下においても汚

職の噂はほとんど報じられていないが、「Monomeros」

の運用については相当に問題が多かったと思われる。 

 

「コロンビア・ベネズエラ議員 国境保安で合意」         

 

１０月２６日 コロンビアとベネズエラの議員団が両

国の国境の安全について合意を交わした。 

 

コロンビアからは「Pacto Historico」のグロリア・フロ

レス元老院議員、ベネズエラからはホルヘ・ロドリゲス

国会議長が代表者として署名を交わした。 

 

 

 

 

合意の内容は、両国議会で共同の「国境問題協議常設委

員会」を発足し、国境で起きている問題に対する協力プ

ロジェクトを拡充するという。 

 

 

（写真）Jorge Rodriguez 国会議長 

 

経 済                        

「２２年１～９月の原油輸出は１１５億ドル      

   ～原油価格は前年同期比６７．８％増～」           

 

エネルギー専門メディア「Petroguia」は、PDVSA の２

０２２年１月～９月までの原油輸出が１１５億ドル超

だったと報じた。 

 

２２年６月には１バレル９２ドルと原油価格がピーク

になっていたが、その後下落に転じた。 

 

しかし、それでも２２年１月～９月の Merey の平均原

油価格は１バレル約８０ドル。前年同期は１バレル４８

ドルで前年同期比６７．８％増だという。 

 

また、２２年１月～９月のベネズエラの原油輸出は平均

で日量６３．４万バレル。ただし、以前は日量２５０万

～３００万バレルを輸出しており、当時の２５～３０％

程度にとどまっているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c3dbf0e873c06aac8cc3875b7f9af63.pdf
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なお、マドゥロ政権は日量１００万バレルを目指してい

るが、現在は目標を大きく下回っている。仮に日量１０

０万バレルを輸出できていた場合と比較すると６億２

６００万ドルを潜在的に失ったという。 

 

社 会                        

「伝統酒コクイメーカーが生産・販売を再開」           

 

ベネズエラの伝統的なアルコール飲料と言えば「ラム酒」

だが、それ以外にマイナーな伝統酒として「コクイ」が

ある。 

 

コクイはパイナップルを原料とするアルコールで、パイ

ナップル園を作るまで８年ほどかかるという。そして、

パイナップル収穫後に「Carapacho」という名前の伝統

的な炉に入れ、キャラメル化させ、蒸留し、アルコール

にするという。 

 

コクイは小規模の生産者が多いが、その中でも「Cocuy 

Balsamal」というコクイの最も有名なメーカーがある。 

 

この会社は、長引く経済低迷で生産を停止していたが、

今回生産を再開し、輸出を拡大するとしている。 

 

 

（写真）@doncremades 

 

 

２０２２年１０月２７日（木曜）              

政 治                       

「ペトロ大統領 国境再開は目標未達        

        ～違法な商品の国境移動続く～」        

 

ベネズエラとコロンビアの国境が再開して１カ月が経

過した。 

 

１０月２７日 グスタボ・ペトロ大統領は国境再開につ

いて、「違法な商取引を止めることが出来ていない」と

指摘。違法取引を止めるという当初の目的を達成できて

いないとの見解を示した。 

 

両国の陸路での越境は長年止まっていた。 

しかし、この間も違法な取引は続いており、公務員ぐる

みで密売や人の移動が行われていた。 

 

この１カ月で約２５０万ドルの商取引が行われた。 

これは本来の取引のほんの一部で今も密売が続いてい

る。国境を再開したが、適切に通関が出来ていないこと

に気付いた。国境経済は引き続き違法取引が大部分を占

めている。 

違法取引にはマフィアや公務員が至る所で関与してい

る。公務員も手数料を受け取り、違法取引に協力してい

る。」と訴えた。 

 

（写真）@alertaLatam 

“ペトロ大統領 国境での違法取引について苦言” 
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「カプリレス氏 大統領選に向けて行動開始か」           

 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事は、自身のツイッターで「 VAMOS A 

ENCONTRARNOS（再開しよう）」をキャッチフレーズ

にした動画を公開。 

 

この動画がカプリレス元知事の大統領選に出馬する暗

黙の意思表明ではないかと報じられている。 

 

内容はキャッチフレーズの通り、長年離れていたベネズ

エラ人家族・友人が再開する様子などを流した感動的な

内容。 

 

映像は１分程度の短いもので、カプリレス元知事が「憎

しみの時代は終わった。ベネズエラの地に埋葬された。」

と演説。確かに大統領選の宣伝で流れても不思議ではな

い動画だろう。 

 

 

（写真）@hcapriles 

 

「WJP マドゥロ政権の強権性がアップ」         

 

非政府系団体「World Justice Project (WJP)」は、エル

サルバドル、ニカラグア、ベネズエラについて、ここ数

年で強権性が著しく強化されたと指摘する報告書を公

表した。 

 

WJP は世界１４０カ国の強権性（安全・秩序・人権など）

について調査。上記３カ国については２０２１年と比較

して２２年の指標が悪化したと指摘した。 

 

同調査の対象となったラテンアメリカ・カリブ海の国は

３２カ国。そのうち２２カ国は前回調査より指標が悪化

したという。 

 

点数は０～１点で評価されており、ベネズエラはラテン

アメリカ・カリブ海地域で最も評価が低い０．２６点だ

という。 

 

もちろんベネズエラの強権性は他国より強いだろう。 

ただ、個人的な感覚から言えば「強権性」という指標で

見れば状況は２０２１年と大きく変わっておらず、率直

に言ってやや改善の印象さえある。 

 

むしろ政治・経済的に激しく混乱していた２０１７年～

２０年の方がひどかっただろう。その意味では WJP の

調査は政治的な思惑が盛り込まれている印象がある。 

 

「グアイド議長 突然のデモ行進」         

 

１０月２７日 グアイド議長とその支持者らは、カラカ

スの技術者学校からプラサ・ベネズエラ前の「選挙管理

委員会（CNE）」本部までデモ行進を実施した。 

 

デモ行進の目的は、２０１８年に実施されなかった大統

領選の実施を求めるため。 
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事前にデモ行進実施の呼びかけなどはされておらず、突

然のデモ行進実施だったと報じられている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.823」の通り、米国政府が

グアイド暫定政権をベネズエラ政府と認識する方針を

撤回すると噂されており、グアイド暫定政権消滅の雰囲

気が拡大している。 

 

ただし、グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」

はこの方針を拒絶しており、この流れを変えるためデモ

行進を実施したと思われる。 

 

写真を見る限り、この行進の参加者は全員 VP 党員関係

者（オレンジ色がイメージカラー）のように見える。 

 

 

（写真）グアイド議長 

 

経 済                       

「PDVSA 合弁パートナーに撤退を許可        

  ～過去の債権・未収配当金など放棄が条件～」            

 

ロイター通信は、PDVSA が合弁パートナーに対して事

業からの撤退、第三者への株式売却を許可していると報

じた。 

 

ただし、撤退・第三者への売却の条件は債権や未収配当

金を放棄することだという。 

 

米国の経済制裁を受けて、ベネズエラで外国事業者が事

業を行うことは現実的に不可能になっており、全く稼働

していないサイトが多く存在する。 

 

この状況を受けて、２０１８年以降８つの外国企業がベ

ネズエラのエネルギー事業から撤退。４４の PDVSA 合

弁会社が株式を手放した。 

 

他に７つの小規模な外国事業者がエネルギー事業に参

画しているが、これらの会社は事実上稼働しておらず、

１５のプロジェクトが停止しているという。 

 

ロイターが言及した具体的な企業名は「TotalEnergies」

「Equinor」「Inpex」。 

 

「エルパリート製油所 落雷で稼働停止」         

 

カラボボ州のエルパリート製油所で火災が発生し、稼働

が停止した。 

 

レミヒオ・セバジョス内務司法相の発表によると火災の

原因は落雷だという。なお、火災自体は消防隊により消

火されていると補足した。 

 

また、セバジョス内務司法相は台風４７号が近づいてい

ると警鐘を鳴らした。 

 

「気象観測所（Inameh）」によると、台風４７号はアラ

グア州、カラボボ州、カラカス、ミランダ州、スリア州、

トゥルヒージョ州などを通過するという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8a5862fb87ec9e3f2029e4822156a0e5.pdf
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「マドゥロ大統領 ２２年は経済成長の始まり」         

 

マドゥロ大統領は、２０２２年のベネズエラの経済状況

について、「経済成長の始まり」と評価した。 

 

「２０２２年は経済復興と拡大の１年目になる。 

富を創出し、新たな経済モデルを作り上げているところ

だ。ベネズエラが原油依存型の経済構造から脱却するこ

とは誰も止めることは出来ない。 

 

一方的な経済制裁でエネルギー産業の活動が阻害され

ているにも関わらず、２２年のベネズエラの経済指標は

好調である。」と主張した。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領によると、２０２２年の

ベネズエラ経済は前年比１２％増を予見しているとい

う。他、小売業界の回復は著しく、スーパーマーケット

業界については売上が前年比１９％増になるとした。 

 

また、「全国スーパーマーケット協会（ANSA）」のイタ

ロ・アテンシオ代表によると、２０２３年のスーパーマ

ーケット業界売上は前年比６～９％増を予見している

と補足した。 

 

他、ファン・カルロス・ロジョ養殖相は、２０２２年現

在の漁業生産量について１４４，８７０トンと説明。 

 

特にエビの養殖業について輸出が大きく増加しており、

１８カ国にエビを輸出していると説明した。 

 

なお、エビの一番の輸出相手国は米国。 

歴史的に米国向けの主要輸出品目第１位は原油だった

が、制裁の影響で米国向けの原油輸出はゼロに。原油に

代わって、ベネズエラが米国へ輸出する主要品目第１位

はエビになっている。 

以上 


