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（写真）Version Final “第一正義党の内部選挙 エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が勝利” 

 

 

２０２３年２月２４日（金曜） 

 

政 治                     

「バウティスタ記者 マチャド党首批判が物議」 

経 済                     

「野党 PDVSA 役員 野党国会に業績報告 

～製油所稼働率は高いが、債務が経営を圧迫～」 

「３月から TT と天然ガス事業の交渉を開始？」 

「ベネズエラ産ゴマ ９８％は輸出」 

「自動車部品 コロンビアとの協定は裨益しない」 

「食品製造業 稼働率は３７％」 

社 会                     

「チャカオ民間病院クリニカアビラでストライキ」 

23 年 2 月 25～26 日（土・日） 

 

政 治                    

「第一正義党内部選挙 カプリレス候補勝利 

～２人のライバルを退け、７５％の得票率～」 

「ヒル外相 ABC 諸島との移動再開を発表」 

経 済                    

「ベネズエラに初の太陽光発電施設」 

「大規模金融取引税 特定取引の免税を延長」 

「モナガス州のコーヒー豆 輸出拡大の動き」 

社 会                    

「LASA 国立大学教授の待遇に懸念」 

「CANTV インターネット ９５％は障害経験」 
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２０２３年２月２４日（金曜）             

政 治                       

「バウティスタ記者 マチャド党首批判が物議」       

 

２月２３日 ベネズエラ人記者のキコ・バウティスタ氏

が「Globovision」のインタビュー番組に出演。野党の予

備選挙について見解を示した。 

 

なお、バウティスタ氏は、チャベス政権に批判的な記者

として知られており、メディアで度々チャベス元大統領

に批判的なコメントを繰り返してきた。 

 

マドゥロ政権でも同様に批判的なコメントを続けてい

たが、米国の経済制裁を受けてスタンスが変化。現在も

マドゥロ政権を敵視しているが、主要野党・急進野党に

も否定的な記者になっている。 

 

予備選挙について、有力候補として頭角を現しているベ

ネズエラ人コメディアンのベンジャミン・ラウセオ氏に

ついて、「彼が出馬するのであれば彼に投票する」と言

及。 

 

ただし、ラウセオ氏がマリア・コリナ・マチャド VV 党

首やエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事に勝つこと

はないだろうとの見解を示した。 

 

また、仮にマチャド党首が野党統一候補に選ばれるので

あれば、自分は彼女に投票しないと発言した。 

 

「米国の対ベネズエラ方針を調整しているのはマリア・

コリナだ。彼女はワシントンへ行き、ブッシュと協議を

行った。 

 

私は現在の米国の対ベネズエラ方針に同意していない。

もし、マリア・コリナが予備選で勝つなら、私は彼女に

は決して投票しない」とコメント。 

また、予備選挙について 

「現在、予備選挙への参加を表明しているのは１０人。

私が支持できるのは“エル・コンデ（ラウセオ氏のあだ

名）”だけだ。それ以外の候補は全てグアイド側であり、

制裁を支持あるいは容認して、現在の政治を続けてきた。 

 

私は外国の海軍がベネズエラに来て、制裁を科し、憎し

みを増幅し、戦争を起こすことを望んでいない。」 

と言及した。 

 

これらの発言、特にマチャド党首を批判するような発言

について、ソーシャルメディア上では「チャベス支持の

記者」「キコは PSUV 党員」というような否定的なコメ

ントが多く散見される。 

 

ただし、世論調査では大半の国民が経済制裁に否定的な

見解を示しており、マチャド党首が制裁解除を強く拒絶

していることも事実である。 

 

マチャド党首を支持するグループの声が一般の有権者

よりも大きいだけなのか、あるいは世論調査の結果が誤

っているのかは分からない。 

 

 

（写真）Maduradas 

“写真左がキコ・バウティスタ氏 

右がマリア・コリナ・マチャド VV 党首” 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２３年２月２４日～２月２６日報道            No.８７５   ２０２３年２月２７日（月曜） 

3 / 8 

 

経 済                        

「野党 PDVSA 役員 野党国会に業績報告       

 ～製油所稼働率は高いが、債務が経営を圧迫～」     

 

２月２３日 グアイド暫定政権が任命した PDVSA 役

員であるオラシオ・メディナ氏は野党国会に対して、

PDVSA の業績報告を行った。 

 

PDVSA の業績報告といっても、PDVSA 自体はマドゥ

ロ政権側がコントロールしているため、報告の内容は

CITGO の活動について。 

 

メディア氏によると、CITGO の３つの製油所（Lake 

Charles 製油所、Lemont 製油所、Corpus Christi 製油所）

は、予定されていた定期メンテナンスが無事完了し、稼

働効率が上がっていると指摘。 

 

２０２２年、同社が保有する製油所の精製実績は日量８

１．１万バレルであり、稼働率は９７％だったとした。 

 

また、CITGO の Lake Charles 製油所は、米国にある製

油所としては６番目に精製能力が高い製油所であり、世

界でも２３位であるとした。 

 

また、現役員の会社運営により CITGO の信頼性は向上

し、信頼できる燃料供給者として米国で活動できるよう

になったと説明。 

 

ただし、故チャベス・マドゥロ政権時代に積み上げた総

額４８億ドルの負債がネックとなり、業績は赤字になっ

ているという。 

 

他、OFAC との定期的な協議を継続しており、専門弁護

士などを雇用し、制裁規定に抵触しないよう管理体制を

整えているとした。 

 

 

「３月から TT と天然ガス事業の交渉を開始？」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.862」にて、米国政府がト

リニダード・トバゴとベネズエラの天然ガス取引に制裁

ライセンスを発行したとの記事を紹介した。 

 

両国の海域には大量の天然ガスが埋蔵しているとされ

ており、以前から共同開発プロジェクトが存在している。 

 

米国によるベネズエラへの経済制裁を受けて、同プロジ

ェクトは暗礁に乗り上げていたが、OFAC のライセンス

発行を受けて再開への道筋が立ったことになる。 

 

「ロイター通信」は、この許可を受けて、３月にマドゥ

ロ政権とトリニダード・トバゴ政府との協議が正式に始

まると報じた。 

 

ロイター通信が内部関係者から得た情報によると、トリ

ニダード・トバゴの Suart Young エネルギー相は、OFAC

の許可を受けて２度カラカスを訪問し、マドゥロ政権の

デルシー・ロドリゲス副大統領、タレク・エル・アイサ

ミ石油相と協議を行ったという。 

 

そして、その協議の結果、３月から正式に事業再開に向

けた協議が始まるとしている。 

 

「ベネズエラ産ゴマ ９８％は輸出」                  

 

「全国農業連合（Fedeagro）」の Ramón Elías Bolotín 役

員は、ベネズエラで生産されたゴマの多くがアジア向け

に輸出されていると説明した。 

 

現在、６万ヘクタールの土地でゴマが生産されており、

生産された９８％が輸出に充てられているとした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d7eca960f080bc29e579a1e862671e5.pdf
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また、輸出手続き自体も特に大きな支障は出ておらず、

１キロ当たり１ドルで輸出されているという。 

 

筆者も駐在時代にゴマを日本へ輸出したいというベネ

ズエラの業者と何度か会ったことがあり、日本は輸出先

として関心が高い国と言えるだろう。 

 

「自動車部品 コロンビアとの協定は裨益しない」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.871」にて、コロンビアの

ペトロ大統領とマドゥロ大統領が会談し、商業分野での

協定を締結したとの記事を紹介した。 

 

「ベネズエラ自動車部品製造商工会（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、同協定について 

「コロンビアとベネズエラが交わした商業協定では２

８の分野での協定を締結した。残念なことに、その中に

自動車部品業界が求めている合意内容は含まれていな

い。」と指摘した。 

 

また、 

「コロンビアの自動車部品製造会社の工場稼働率は平

均８０％だが、ベネズエラは約２５％」と言及。 

 

「ベネズエラとコロンビアの商業協定は、コロンビアの

自動車業界に裨益し、ベネズエラ国内の自動車部品業界

の成長を阻害する。」との見解を示した。 

 

「食品製造業 稼働率は３７％」            

 

「ベネズエラ食品製造商工会（Cavidea）」の Álvaro 

Burgos 代表は、食品製造会社の稼働率は平均３７％と

説明。 

 

稼働率は会社によって異なり、稼働率が高い会社では６

０％になっているとした。 

 

また、ベネズエラの食品業界で輸出能力があるのは「コ

ーヒー」と「カカオ」と指摘。 

 

これらは伝統的なベネズエラの輸出品目だが、最近では

「エビ」「ゴマ」の輸出が増えており、レコードを記録

しているという。 

 

社 会                        

「チャカオ民間病院クリニカアビラでストライキ」           

 

多くの日本企業が拠点を置くチャカオ市の民間病院「ク

リニカアビラ」でストライキが起きているという。 

 

「クリニカアビラ」は、比較的医療レベルが高く、日本

人が病気になり、病院に行く際に第一候補になる病院で

ある。 

 

看護師らは給料改定を求めて２月２４日からストライ

キを始めているという。 

 

報道によると、看護師らの給料は最大でも月額４０ドル。 

数十年働いてもその程度の給料しか受け取ることが出

来ないという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/799705a7a5d06e24304c8badcb96b466.pdf
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２０２３年２月２５日～２６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「第一正義党内部選挙 カプリレス候補勝利      

  ～２人のライバルを退け、７５％の得票率～」        

 

２月２５日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」で推

薦候補を決めるための内部選挙が実施され、エンリケ・

カプリレス元ミランダ州知事が当選した。 

 

カプリレス元知事と推薦候補の椅子を争ったのは、カル

ロス・オカリス元スクレ市長、ファン・パブロ・グアニ

パ元野党国会第１副議長。 

 

最終的にカプリレス元知事の圧勝だったようで、内部関

係者からの情報によると、全国２３州・１首都区のうち、

１９州でカプリレス元知事が勝利した。 

 

また、投票者の７５％がカプリレス元知事に投票したと

いう。 

 

 

（写真）エンリケ・カプリレス元知事 Twitter 

“内部選挙での勝利を宣言するカプリレス元知事” 

 

 

なお、カプリレス元知事はミランダ州知事時代の汚職を

理由に公職選への出馬が禁止されている。 

 

カプリレス元知事は、「出馬にあたっては、出馬禁止措

置が解除されることが重要」と述べており、このまま解

除されない場合は、予備選挙への出馬を辞退する可能性

もあるだろう。 

 

「ヒル外相 ABC 諸島との移動再開を発表」           

 

２月２５日 マドゥロ政権のイバン・ヒル外相は、ソー

シャルメディアにてオランダ領 ABC 諸島との移動再開

についての予定を発表した。 

 

クラサオは、４月３日から空路・海路両方を再開。 

ボナイレは、４月３日から海路のみ再開。 

アルーバは、５月１日から海路のみ再開だという。 

 

２０１９年、ABC 諸島の中で最も規模の大きなクラサ

オは、米国トランプ政権の方針に従い、マドゥロ政権と

の関係を急激に悪化させた。 

 

これにより２０１９年からベネズエラと ABC 諸島は移

動が禁止されており、４年超ぶりの移動再開となる。 

 

 

（写真）イバン・ヒル外相 
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経 済                       

「ベネズエラに初の太陽光発電施設」            

 

２月２６日 メリダ州のジェイソン・グスマン知事は、

ベネズエラ初の太陽光発電施設が完成したと発表した。 

 

この発電施設は国営施設。 

同施設に設置されている１３５の太陽光パネルによっ

て、メリダ州の住民２，５００人に対して２４時間電力

を供給するという。 

 

なお、現在は運用初期段階のため発電可能容量の４０％

で運用しているため、今後はより多く住民や医療施設に

電力を供給できるようになるという。 

 

 

 

（写真）ジェイソン・グスマン・メリダ州知事 Twitter 

 

 

「大規模金融取引税 特定取引の免税を延長」         

 

官報４２，５７５号にて、外貨建ての取引に対する一律

３％の課税について、特定取引の免税措置の延長が発表

された。 

 

ベネズエラでは外貨建ての支払いが許可されているが、

「大規模金融取引税」という法律の規定により、外貨建

て取引、デジタル通貨建て取引を行う際は、原則３％が

課税されることになっている。 

 

ただし、一部の取引については免税措置が取られており、

その措置が延長した。 

 

免税措置が延長された取引は以下の通り。 

 

・外貨建てのベネズエラ国債の購入・販売にかかる決済。

ベネズエラ国債の元本・利息の受け取りにかかる課税。 

 

・証券取引所を通じた外貨建ての農業分野の証券の決

済。 

 

・ベネズエラ政府が発行したデジタル通貨による決済。 

 

・法人・個人による両替にかかる外貨支払い 

 

・ベネズエラ政府当局が許可した組織を通じた外国か

らの仕送り 

 

なお、証券取引分野での免税措置を受けるためには、証

券会社を通じて免税に必要な書類を提示する必要があ

るという。 
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「モナガス州のコーヒー豆 輸出拡大の動き」         

 

コーヒー豆は元々、ベネズエラの主要な輸出品だった。 

 

しかし、故チャベス政権からの経済政策により農業が稼

げない構造が出来てしまいコーヒー生産者は激減。 

コーヒー輸出国としてのベネズエラの地位は失墜した。 

 

しかし、ここ数年は価格統制の緩和、為替レートの歪み

の解消などを受けてコーヒーの輸出が再び息を吹き返

しているという。 

 

ベネズエラではポルトゥゲサ州、ララ州、アンソアテギ

州、トゥルヒージョ州、タチラ州、モナガス州、メリダ

州を中心にコーヒー豆が栽培されているが、中でもモナ

ガス州のコーヒー豆は有名。 

 

モナガス州の中でも Cedeño 市 Rangaleño 地区では５

００ヘクタールのコーヒー農園があり、３００人のコー

ヒー農家が活動しているという。 

 

外国への輸出を目指す動きが活発化しており、日本につ

いても輸出市場として関心が高い事業者が存在してい

る。 

 

 

 

 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

“モナガス州のコーヒー農家の様子” 

 

社 会                       

「LASA 国立大学教授の待遇に懸念」            

 

２月２５日 「ラテンアメリカ調査連合（LASA）」は、

非政府系団体「Provea」が公表したベネズエラの教員（特

に国立大学の教授）の状況について懸念を表明した。 

 

LASA は、「教授が生活に必要な報酬を受け取っておら

ず、学生の授業を受ける権利が侵害されている」と指摘。 

 

ベネズエラの国立大学のレベルが急激に悪化している

とした。 

 

また、マドゥロ政権に対して、教授が学生に授業を受け

させることが出来るような適切な給料水準への引き上

げを要請した。 

 

現在、ベネズエラの公務員の多くは月額５ドル程度しか

給料を受け取っていない。 

 

マドゥロ政権は、制裁により給料改定が困難になってい

ると反論しており、給料改定の目途は立っていない。 
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「CANTV インターネット ９５％は障害経験」         

 

非政府系団体「通信サービスモニター」は、全国１０１

市の住民を対象に公共サービスの利用状況を調査。 

 

同調査の結果、国営通信サービス会社「CANTV」のイ

ンターネットサービス「ABA CANTV」について、利用

者の９５％が何らかの通信障害を経験したと発表した。 

 

同団体によると、ベネズエラのインターネットサービス

利用者の５４．５％は CANTV のインターネット回線

を使用しており、残りが「NetUno」など民間のインタ

ーネット事業者のサービスを利用しているという。 

 

そして、CANTV 利用者の５％だけが「継続的にインタ

ーネットサービスを利用できている」と回答。 

残りの９５％はインターネットの利用に問題を経験し

ていると回答した。 

 

なお、９５％の回答者について、 

４９％は「短期的だが、頻繁にインターネットの接続が

止まる」と回答。 

２３．９％は「１時間以上続けてインターネットサービ

スが止まる」と回答。 

１１％は「１日以上続けてインターネットサービスが止

まる」と回答。 

７％は「現在インターネットサービスが使用できていな

い」と回答したという。 

 

以上 


