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（写真）大統領府 “与党 PSUV 全国党大会を開催、党首、副党首、党幹部らを決定” 

 

 

２０２２年４月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「マチャド VV 党首 予備選への参加に意欲 

～CNE を介さない選挙なら参加したい～」 

「Meganalisis 世論調査 野党の信頼低下を指摘」 

「養殖漁業相、国内生産・工業相が交代」 

「コスタリカ 大統領交代でマドゥロ政権と接近？」 

経 済                     

「OVF ２２年の GDP１０%増と予想」 

「腕時計 Longines ベネズエラに再進出」 

社 会                     

「故チャベス大統領の元妻が死去」 

22 年 4 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「与党 PSUV 全国党大会を実施 

～マドゥロ党首、カベジョ副党首が再任～」 

「党大会の主なテーマは汚職とドゥケ大統領」 

経 済                    

「経済制裁に関する国内経済学者の認識」 

「銀行融資 穀物生産に必要な額の３分の１」 

「２２年３月の銀行貸付額 ７７％は５行に集中」 

社 会                    

「カタトゥンボ ダム決壊で政府に支援要請」 

「カブレラ選手 通算３０００本安打を達成」 
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２０２２年４月２２日（金曜）             

政 治                       

「マチャド VV 党首 予備選への参加に意欲      

   ～CNE を介さない選挙なら参加したい～」       

 

現在、野党は２０２４年に予定されている大統領選に焦

点をあて、同選挙に出馬する統一候補の検討を進めてい

る。 

 

基本的には、予備選挙を通じて統一候補を決める方向で

話が進んでおり、どのように選挙を実施するか、いつ選

挙を実施するか、誰が予備選に出馬するかなどを水面下

で検討している。 

 

本件について、４月２２日 急進野党「ベネズエラ主導

党（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、予備選

への参加を希望する旨の発言をした。 

 

ただし、マチャド党首は予備選に出馬するための条件と

して、「選挙管理委員会（CNE）」やマドゥロ政権側の支

援を一切受けることなく、野党単独で予備選を実施する

ことを提案した。 

 

「私は民意を確認したいと考えている。私はこれまで誰

とでも選挙で戦う意思を示してきた。 

 

しかし、それは CNE や最高裁や国家計画や投票機が一

切介入しない場所でのみ行う。なぜなら、明らかなこと

だが、彼らの仕組みで行う選挙は不透明だからだ。 

ベネズエラ国内外の全ての有権者が参加することを望

んでいる。」との見解を示した。 

 

実際に現在、野党内では CNE の支援を受け投票機を使

用するか、野党独自に手集計による予備選を行うかにつ

いて検討が進んでいる。 

 

現時点では CNE の支援を受けて予備選を行う可能性も

あるし、野党単独で予備選を行う可能性もある。 

 

野党単独で予備選を行う場合は、マドゥロ政権との与野

党協議がうまく進展していないことを意味するだろう。 

 

過去１７年にも野党単独で手集計の投票を行ったこと

がある。当時の投票率を見る限り、参加したのはほぼ全

員が野党支持者だろう。つまり、野党単独で行われる選

挙に参加するのは野党支持者だ。 

 

マチャド党首は、その妥協を一切許さない過激さで一部

に熱狂的なファンがおり、且つ主要野党と一線を画して

きたことから主要野党の人気低迷に引きずられていな

い。 

 

主要野党の人気が落ち込む中、相対的にマチャド党首の

ポジションは上がっており、野党単独の予備選挙を行う

場合、彼女が当選する可能性も十分に考えられる。 

 

「Meganalisis 世論調査 野党の信頼低下を指摘」         

 

世論調査会社「Meganalisis」が世論調査を公表した。 

 

調査は２２年３月２２日～３１日にかけて、ベネズエラ

人有権者１，０４９名を対象としたもの。 

 

質問は「主要野党と言われる多くの政党はマドゥロ政権

に身を売り渡し、与党のために働いていると思うか？」

というもの。 

 

この質問に７８．１％は「Yes」と回答。１６．５％が

「No」と回答。５．４％が不明あるいは無回答だった。 
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他、「あなたは野党を信じていますか？」との質問につ

いて８２．３％が「No」と回答。１０．２％が「Yes」

と回答。７．５％が不明あるいは無回答だった。 

 

 

 

また、「あなたはどこかの政党を支持あるいは加盟して

いますか？」という質問について、７４．８％が「いい

え」と回答。「はい」の回答は２１．４％。３．８％は不

明あるいは無回答だった。 

 

また、「はい」と回答した２１．４％のうち１６．１％

は与党の「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」で、残

りの５．３％が野党政党のいずれかという結果だった。 

 

これらの質問を見る限り、主要野党への支持率が極めて

低くなっていることが確認できる。 

 

 

 

「Meganalisis」は、急進野党系の世論調査会社。 

 

このプレゼン資料でも主要野党のロゴマークなどを付

けており、基本的に主要野党のネガティブキャンペーン

ということだろうが、急進野党も「野党」に属するわけ

で、考え方によっては急進野党を信頼・支持する有権者

も少ないということになるのではないだろうか。 

 

「養殖漁業相、国内生産・工業相が交代」                  

 

４月２２日 マドゥロ大統領は、養殖漁業相にファン・

カルロス・ロジョ氏を任命した。 

 

ロジョ新大臣は、故チャベス政権時代に農業土地相を務

めたことも有る経済学者。養殖漁業相は軍人が大臣職を

務めることが多いが、今回は文民が大臣になるようだ。 

 

なお、ベネズエラの米国向け主力製品は代々「原油」だ

ったが、経済制裁を受けて米国向け原油輸出は停止。 

 

原油に代わり、ベネズエラが米国向けに最も多く輸出し

ているのはエビである。海産物はベネズエラの主力輸出

産業になりつつあり、軍人よりも文民の方が適任という

判断があったのかもしれない。 

 

また、国内生産・工業相はファン・アリアス氏が就任し

た。アリアス氏は２０１６年に基礎工業相を務めたこと

がある。 

 

彼が基礎工業相だった当時、筆者はカラカスに駐在して

いたが彼に目立った成果も失敗もなく、報道で多く露出

したような記憶はない。 
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「コスタリカ 大統領交代でマドゥロ政権と接近？」         

 

４月３日 コスタリカで大統領の決選投票が実施され、

中道右派「社会主義進歩党（PPSD）」のロドリゴ・アル

ベルト・チャベス氏が当選した。チャベス氏は５月８日

から大統領に就任する予定となっている。 

 

このチャベス氏について、「EFE 通信」は、ニカラグア

と外交的な接近を始めていると報じた。 

 

チャベス新大統領の下で外相に就任する予定のアーノ

ルド・ティネオ氏は「ニカラグアへ遅延なくコスタリカ

代表大使を派遣する」と明言。 

 

現在、コスタリカの大統領を務めているカルロス・アル

バラード氏は、ニカラグアのオルテガ大統領に否定的で

人権侵害を非難。外交的に距離を置いていたが、チャベ

ス氏が政権に就くことで変化が起きると報じた。 

 

また、アルバラード政権は、マドゥロ政権をベネズエラ

の正当な政府と認識していないが、チャベス新大統領は

マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識する可能性があ

る。 

 

ティネオ新外相は、ベネズエラについて 

「ベネズエラについては検討をしている。状況は変化し

ている。現在、コスタリカはファン・グアイド氏をベネ

ズエラの大統領と認識している。しかし、このテーマに

ついても見直しを行う」と言及している。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.743」でも紹介した通り、

アルゼンチンのフェルナンデス大統領はラテンアメリ

カ諸国に対してベネズエラ政府の認識を見直すよう提

案している。 

基本的には、現実路線に立ちマドゥロ政権をベネズエラ

政府と認識する流れになるだろう。 

 

経 済                        

「OVF ２２年の GDP１０%増と予想」           

 

野党国会から分離した野党系の調査団体「ベネズエラ金

融観測所（OVF）」のアンヘル・アルバラード氏（元国

会議員）は、２０２２年のベネズエラの経済成長につい

て前年比１０％増と予想した。 

 

「OVF は、２２年のベネズエラ GDP は前年比１０％

増と考えている。これは経済ドル化の効果で、経済がド

ル化することで給料や消費に良い影響が表れた」と指摘

した。 

 

また、IMF は同年のベネズエラの GDP 成長率を１．

５％と予想しているが、この予想について「最も悲観的

なシナリオを念頭に置いた予想で、９月に上方修正する

ことになるだろう」との見解を示した（IMF の予想は

「ベネズエラ・トゥデイ No.743」参照）。 

 

他「２２年の GDP 成長率は１０％増の見通しだが、ベ

ネズエラの GDP は２０１２年～１３年当時と比較して

９０％ほど縮小した。従って、１０％増は回復とは言え

ない。」と補足した。 

 

「腕時計 Longines ベネズエラに再進出」                  

 

４月２２日 スイスの高級時計メーカー「Longines（ロ

ンジン）」のベネズエラ再進出が発表された。 

 

発表したのは「AG Joyeria」という会社で、カラカスと

バルキシメト（ララ州）の同社店舗で販売を開始すると

いう。 

 

報道によると、「Longines」は５年前の２０１７年にベ

ネズエラから完全撤退していたという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a1997e728d43540c214c2ffa60c08fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a1997e728d43540c214c2ffa60c08fb.pdf
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「AG Joyeria」の Alvaro Gioelli 社長は、近い将来、２

０店舗で「Longines」の時計を販売すると意欲を示して

いる。 

 

なお、Gioelli 社長によると「Longines」の時計は、基本

的に１つ８００ドル～２，５００ドルで販売され、最も

高いものでは、２万ドルになるという。 

 

社 会                        

「故チャベス大統領の元妻が死去」           

 

４月２３日 故チャベス元大統領の妻だったナンシー・

コルメナレス氏が亡くなった。 

 

コルメナレス氏の死因は分からないが、病気を患ってお

り、少し前からカラカスの病院に入院していたという。 

 

故チャベス元大統領は２度結婚しており、コルメナレス

氏は１度目の妻になる。 

 

故チャベス元大統領が有名になる以前の１９７７年に

結婚し、大統領に就任する以前の１９９５年に離婚した。 

 

コルメナレス氏は、長女ロサ・ビルヘニア・チャベス氏、

次女マリア・ガブリエラ・チャベス氏、長男ウーゴ・ラ

ファエル氏の３人の子供を授かっている。 

 

 
（写真）Bancaynegocios 

 

２０２２年４月２３日～２４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「与党 PSUV 全国党大会を実施             

  ～マドゥロ党首、カベジョ副党首が再任～」        

 

４月２３日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

は全国党大会を実施した。 

 

同大会の主な役割は PSUV の幹部を決定すること。 

 

同大会で、PSUV 党首、副党首の他、PSUV 幹部などが

決められる。 

 

まず党首について、マドゥロ大統領が党首になることが

全会一致で決定されたと報じられている。 

 

同様に副党首は、ディオスダード・カベジョ氏（現在は

国会議員）の再任が決定した。カベジョ氏は２０１１年

１２月から１０年以上にわたり PSUV 副党首であり続

けている。 

 

他、PSUV の筆頭書記官はマドゥロ大統領の提案により

Grecia Colmenares 氏（国会議員）が就任。 

 

また、PSUV の党幹部は以下の通り。 

幹部の多くは大臣職や知事職に就任したことがある人

物で与党の最重要人物ということになる。 

 

Cilia Flores 

Jorge Rodríguez 

Delcy Rodríguez 

Héctor Rodríguez 

Tareck El Aissami 

Adán Chávez 

Jorge Arreaza 

Eduardo Piñate 
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Carmen Meléndez 

Julio León Heredia 

Pedro Carreño 

Pedro Infante 

Freddy Bernal 

Iris Varela 

Víctor Clark. 

Yelitze Santaella 

Francisco Ameliach 

José Marcano Luis 

Nicolás Guerra 

Erika Farías 

Blanca Eekhout 

Robexa Poleo 

Mervin Maldonado 

Diva Guzmán 

Tania Díaz 

Jheyson Guzmán 

José Alejadro Terán 

Rander Peña 

Gabriela Peña 

Antonio Galindez 

Jesús Faría 

Fidel Vásquez 

Ricardo Molina 

Alexis Rodríguez Cabello 

Jacqueline Faria 

Julio Chávez 

Francisco Torrealba 

Nahúm Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

「党大会の主なテーマは汚職とドゥケ大統領」           

 

４月２３日 マドゥロ大統領は PSUV 党大会に出席。 

演説を行った。 

 

演説の中で主に報じられている内容は、「コロンビアの

ドゥケ政権批判」と「汚職撲滅」について。 

 

マドゥロ大統領はドゥケ政権について 

「彼ら（ドゥケ政権）の目的はベネズエラの政治家を攻

撃し、殺害すること。彼らはパブロ・エスコバールや麻

薬密売マフィアと同じことをする。 

 

イバン・ドゥケは各州で犯罪計画を実行してきた。内通

者を国境に送り、夜の闇に隠れて犯罪組織を送り、我が

国の政治勢力や軍人に攻撃をしかけている。」と指摘。 

 

コロンビアのドゥケ大統領は８月７日に交代するが、こ

の点について「我が国の敵はこれからもベネズエラに対

して悪事を企て続ける」と主張した。 

 

他、ベネズエラ国内での汚職について、デルシー・ロド

リゲス副大統領は 

「近いうちに鉄くずの違法販売を行っているグループ

に強烈な一撃を与える」と指摘。 

 

カベジョ PSUV 副党首も汚職撲滅の取り締まり強化を

主張。 

 

「どの党に所属しているかは関係なく、汚職の疑いがあ

るものは報告されるべきだ。我々は調査されることを恐

れない。なぜなら隠すことはないからだ。汚職を行うも

のは革命家ではない。」 

と訴えた。 
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経 済                       

「経済制裁に関する経済学者の認識」            

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、制裁の経済的な

影響に関する記事を公表した。以下では同記事の一部を

紹介したい。 

 

１９９８年、ベネズエラの産油量は日量３２０万バレル

だったが、現在は日量７０万バレル前後まで下がった。 

 

マドゥロ政権は日量１００万バレル超の目標を掲げて

いるが、専門家の間では制裁下で日量１００万バレルを

超えるのは難しいとの指摘が多い。 

 

経済学者ラファエル・キロアス氏は、仮に制裁が緩和さ

れ、外国から２０億ドルの初期投資が来たとして、最良

のシナリオでもベネズエラの産油量は２０２２年末ま

でに日量１１０万バレルまで回復するくらいだろうと

の見解を示した。 

 

米国はロシアからの原油調達を停止するが、４０万バレ

ルの産油量増加ではロシアの穴は埋められないと指摘

した。 

 

他、別の経済学者ロドリゴ・カベサス氏は、経済制裁に

ついて「政治的な合意がなければ解決しない」と指摘。 

そのためには、与野党協議を行う必要があるとの見解を

示した。 

 

「銀行融資 穀物生産に必要な額の３分の１」         

 

「ベネズエラ農業連合会（Fedeagro）」の Celso Fantinel

氏は、ウィルマル・カストロ・ソテルド土地農業相と会

合。 

 

 

 

政府と民間セクターが協力して今後３年間で１０～１

５億ドルを投資し、劣化した機材の修繕、流通網などイ

ンフラの改修、燃料供給の正常化すればベネズエラの国

内自給率を１００％にすることが出来ると説明した。 

 

また、融資の必要性についても強調。 

直近の１０年間、経済低迷を受けて多くの農家が農業設

備を輸入していないと指摘。トラクターが老朽化で動か

なくなっており、５０００台のトラクターが必要とした。 

 

他にも農業に必要な資材・機材などがあり、最新鋭化す

るための融資が不足していると訴えた。 

 

Fantinel 代表によると、穀物の種を植えるには３～３．

５億ドル程度の投資が必要だが、銀行の穀物分野への融

資額は必要な額の３分の１に当たる１～１．２億ドル程

度で不足していると指摘した。 

 

「２２年３月の銀行貸付額 ７７％は５行に集中」         

 

経 済 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」は３月時点のベネズエラ金融機関の貸付状

況について報じた。 

 

最も貸付額が多かったのは国営銀行「ベネズエラ銀行」

で約４．２億ボリバル（約１億ドル）。貸付総額全体の

２５．１％に相当するという。 

 

次に貸付額が多かったのは民間銀行「BBVA Provincial

銀行」で約３．７億ボリバル（約８０００万ドル）。全

体の２２％を占めているという。 

 

詳細は次ページのグラフの通り。 

「Aristimuño Herrera & Asociados」によると、上位５銀

行の貸付額は総貸付額の７７％に相当するという。 
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（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                       

「カタトゥンボ ダム決壊で政府に支援要請」            

 

スリア州のカタトゥンボは世界的に有名な観光スポッ

トとして知られている。 

 

同地域は特殊な場所にあることを理由に落雷が異常に

激しく、１日に２万回の雷が落ちているという（季節に

より差はある）。 

 

しかも、ここで落ちる雷は音が無く、夜には無音の雷が

辺りを照らし続けるという幻想的な光景を見ることが

出来る。 

 

なお、「カタトゥンボの稲妻」については以前弊方が作

成した「YouTube 動画」で見られるので興味のある方

は確認されたい。 

 

このカタトゥンボ市のダムが決壊したことで同地域の

人々の生活に悪影響が出ているという。 

 

４月１９日 スリア州、バリナス州などで大雨による洪

水被害が起きたとの記事を紹介したが、その際にカタト

ゥンボ市も被害を受けたという（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.743」）。 

 

 

カタトゥンボ市の Fernando Loaiza 市長は「我々は深刻

な問題に直面している。畜産関連の団体らと現状を視察

したが、この状況を解決する手段がない」と説明。マド

ゥロ政権に支援を要請した。 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

 

「カブレラ選手 通算３０００本安打を達成」         

 

日本でも話題に上がっているが、４月２３日 ベネズエ

ラ人野球選手ミゲル・カブレラ氏（デトロイト・タイガ

ース所属）がシングルヒットを打ち、３０００本安打を

記録した。 

 

３０００本安打を達成したのはカブレラ選手が３３人

目。ラテンアメリカのプロ野球選手としては９人目。 

ベネズエラ出身の選手としては史上初だという。 

 

カブレラ選手はメジャー２０年目、３９歳で３０００本

安打を達成した。 

 

以上 

https://www.youtube.com/watch?v=yOVSXdqZvjw
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a1997e728d43540c214c2ffa60c08fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a1997e728d43540c214c2ffa60c08fb.pdf

