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（写真）ベルナベ・グティエレス氏 “穏健野党側の AD、党内代表を選挙で決めると発表” 

 

 

２０２２年２月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「穏健派 AD 党役員を選挙で決めると発表 

～アジュップ陣営の選挙参加は不透明～」 

「穏健野党 AP 党内で分裂 

～ファルコン党首 党の執行役員一新を検討～」 

経 済                     

「石油産業 民間セクター参入のための方策検討」 

「Cendas-FVM １月の基礎食糧費は４４８ドル」 

「ドル建てインフレ率 前年比３５％増」 

社 会                     

「刑務所で所内をつなぐ穴、大量の武器を発見」 

２０２２年２月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「EU 全国州知事・市長選の監視結果を報告 

～最高裁・CNE の独立を求める～」 

「イランとエネルギー分野で協力覚書を締結 

～エジプト、ナイジェリアとの協力合意～」 

「イスラエル イランのドローン輸出を訴え」 

経 済                    

「マドゥロ政権 債務再編交渉を実施」 

「施設故障でアムアイ、カルドン製油所が停止」 

社 会                    

「ビザなしで行ける米州の国は」 
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２０２２年２月２１日（月曜）             

政 治                       

「穏健派 AD 党役員を選挙で決めると発表      

    ～アジュップ陣営の選挙参加は不透明～」                 

 

２月２１日 穏健野党に属する「行動民主党（AD）」の

ベルナベ・グティエレス幹事長は、年内に党内の代表を

決めるための党内選挙を実施すると発表した。 

 

「過去２０年以上にわたり AD は内部選挙を行ってこ

なかった。私が率いる AD は AD の代表者が誰になる

べきかを全党員に選ぶ機会を提供する。この選挙は年内

に行われる。」と発表した。 

 

また、主要野党に属しているヘンリー・ラモス・アジュ

ップ幹事長率いる「行動民主党」の関係者の参加につい

て、 

「AD 党員であることを再肯定し、AD としてリストに

存在しているならば AD の代表を選ぶ権利がある。 

 

もし、ラモス・アジュップが同選挙への参加をするので

あれば受け入れる。しかし、選挙に参加するために必要

な要件を守らなければならない。 

 

党員であれば誰でもこの選挙に参加することが出来る。

しかし、アジュップが我々の内部プロレスを止めること

が出来ると誤った理解をしているのであれば、全ての 

AD 党員の妨害を受けることになる。」 

と言及。 

 

穏健野党側の AD の党員に加わるのでれば、選挙に参加

することが出来ると理解できるような説明をした。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.718」で紹介した通り、

２月２１日に現在２つに分裂している AD の代表が協

議を行うと報じられていた。 

グティエレス幹事長は、本件について 

「２、３人の人物と交渉を行うことは党員たちを裏切る

ことになる。党員は全国・州・市の AD 代表者を決める

権利がある。党員に隠れて交渉を行うような委員会は発

足していない。」 

と述べ、間接的に協議を行っていないと言っているが、

完全に否定しているようにも聞こえない。 

 

また、グティエレス幹事長は党内での選挙を行うため

CNE に対して協力を要請。「仮にアジュップが今でもベ

ネズエラの大統領の認識を誤り、最高裁の決定を認めな

いのであれば、彼らは当然選挙に参加することはないだ

ろう。」とコメント。 

 

グアイド暫定政権の方針に従うアジュップ陣営の方針

を非難した。 

 

「穏健野党 AP 党内で分裂             

 ～ファルコン党首 党の執行役員一新を検討～」       

 

穏健野党の AD に続いて、穏健野党の代表格である「発

展進歩党（AP）」も党内役員を決めるための選挙を実施

する可能性がある。 

 

しかし、この選挙を巡りAP党内で意見が分かれている。 

 

２月に入り AP のヘンリー・ファルコン党首は党役員の

抜本的な更新を発表。ファルコン党首は CNE に対して

党内選挙の協力を求めた。 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン党首ツイッター 

“AP の役員の抜本的な更新を発表” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
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しかし、この求めに対して AP で副党首を務めるルイ

ス・アウグスト・ロメロ氏が異議を唱え、CNE に対し

て支援を行わないよう要請した。 

 

ロメロ氏が CNE のエンリケ・マルケス副代表に宛てて

送った書簡によると、ファルコン氏が提案した党内選挙

は現在の AP 役員内で合意されていないと指摘。 

 

また、ファルコン党首による要請に共同で名前が入って

いた人物２名は既に AP を離党しており、AP に所属し

ていないと指摘。党員ではない人物が AP の方針を決定

することは出来ないと主張した。 

 

一方、ファルコン党首は AP の全国１７州の AP 代表者

と会合を行い、党内選挙の実施について合意を交わした

と発表している。 

 

つまり、現在はロメロ副党首率いる執行役員グループと

ファルコン党首率いる地方幹部グループが内部分裂を

起こしていると理解できる。 

 

経 済                        

「石油産業 民間セクター参入のための方策検討」           

 

ベネズエラ人経済学者でアンドレス・ベジョ・カトリッ

ク大学の経済調査機関に所属するファン・カルロス・ゲ

バラ氏は、ベネズエラの現状と石油産業について 

「ベネズエラ国民は考え方が変わってきた。つまり、政

府が何でもプレゼントしてくれるわけではないという

ことを気づきつつある。この変化は、マドゥロ政権が経

済コントロールを減らし、民間セクターが経済を運営す

るよう方針を変えていることにある。」と説明した。 

 

また、特に変化がみられるテーマは燃料販売と指摘。 

既に燃料は国際価格に近い水準で販売されていると述

べた。 

 

加えて「PDVSA は原油の採掘分野が民間セクターにと

ってより魅力的な分野になるよう変更を検討している。 

 

マドゥロ政権は原油市場の需要が将来的に衰退するこ

とを理解している。ベネズエラは原油市場が衰退する前

に可能な限り恩恵を受けなければいけない。」と指摘。 

 

「ベネズエラが変わったとは言わない。ベネズエラが変

化したと言えるのはまだ先の話だが、現在のベネズエラ

人は自身の経済活動について今までよりも裁量権があ

る。」との見解を述べた。 

 

なお、ゲバラ氏の話とは別で、米国系の政策提言型シン

クタンク「Crisis Group」はベネズエラの状況について

「政権交代は起きていないが、マドゥロ政権自身が自ら

政権の仕組みを変えている」と指摘。ベネズエラに変化

が起きているとの認識を示している。 

 

「Cendas-FVM １月の基礎食糧費は４４８ドル」                  

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、１月の基礎食糧費がド

ル建てで月額４４８．０５ドルだったと発表した。 

 

１２月の食糧費は、月額４３１．７１ドルだったので、

１６．３４ドル上がったことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は先月比６．４％増の BsD.

２，１５５．１１。２１年２月～２２年１月までの１２

か月分のインフレ率は３７０．９％だった。 

 

なお、食料品の中でも特に物価上昇が激しかったのは 

・シリアルで先月比１７．７％増 

・牛乳・チーズ・卵が同１１．４％増 

・砂糖、塩が同９．９％増 

となっている。 
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（写真）CENDAS-FVM 

 

「ドル建てインフレ率 前年比３５％増」         

 

上記の通り、ボリバル建てのインフレは２、３年前と比

べてかなり落ち着いたが、逆にドルでインフレが起きて

いることが問題になっている。 

 

経済学者ルイス・オリベロ氏は、ベネズエラ国内でのド

ルでの生活費が２０２１年１月当時と比べて３５％上

がったと指摘。 

 

つまり、２１年１月に１００ドルで購入できた商品が２

２年１月には１３５ドル払わなければいけなくなって

いると述べた。 

 

ドル建てでインフレが起きている要因について、１つ目

は中央銀行がボリバル通貨の価値を維持するため両替

市場に外貨を供給することにより、実態よりもボリバル

が高く評価されている（相対的にドルが安く評価されて

いる）ためと指摘。 

 

また、この現象はベネズエラに限った話ではないと指摘。

「米国も２２年１月時点のインフレ率は前年同月比で

７．５％増と４０年ぶりの高い水準になっている」と説

明。米ドル自体の購買力が低下しているとした。 

 

社 会                        

「刑務所で所内をつなぐ穴、大量の武器を発見」           

 

２月１９日 レミヒオ・セバジョ内務司法平和相は、ミ

ランダ州シモン・ボリバル市にある刑務所「YareⅠ」で

銃弾９０００発、拳銃２６丁、その他グレネード弾、爆

弾などを押収したと発表した。 

 

また、刑務所内を移動することが出来る穴を発見したと

説明。国連と連絡を取り、刑務所内の運営について改善

を行うとした。 

 

 

（写真）レミヒオ・セバジョ内務司法平和相ツイッター 

“YareⅠで発見した所内を移動するための地下穴” 
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（写真）刑務所内で押収された武器類 

 

これを見るだけでもベネズエラの刑務所がどれだけ無

法地帯なのか想像することが出来るだろう。 

 

２０２２年２月２２日（火曜）              

政 治                       

「EU 全国州知事・市長選の監視結果を報告     

      ～最高裁・CNE の独立を求める～」        

 

２月２２日 １１月にベネズエラで行われた全国州知

事・市長選の際に EU 選挙監視団の団長として派遣され

たイサベル・サントス代表は、ベネズエラの選挙監視結

果の最終報告を行った。 

 

サントス代表は、マドゥロ政権に対して、司法権力と選

挙権力を行政から独立させるよう要請。特に司法の独立

を勧めた。 

 

特に問題視していたのは、バリナス州知事選のやり直し

に関する点。 

 

サントス代表は、主要野党が推薦したスペルラノ候補の

選挙権が選挙実施後に取り消された件について言及。 

 

 

 

出馬権の取り消しを決定した最高裁の判断に疑問を呈

し、スペルラノ候補の出馬権が取り消される要因となっ

た行政監督長について「役職を無くすべき」と提案した。 

 

他、有権者に対して選挙に関する教育を行うよう提案。

特に選挙の信頼を高め、選挙匿名性に対する疑念を解消

するような活動を行うよう推奨した。 

 

また、記者から「ミッション中に政府当局から活動を阻

害されるようなことはなかったか？」との質問を受け、 

「ミッション団は確認をしたいと思ったところに全て

行くことが出来た。」と回答。ミッション中に特段の問

題は確認されなかったと述べた。 

 

全体としては無難な報告に終わったようで、現地では今

回の発表はほとんど取り上げられていない。 

 

「イランとエネルギー分野で協力覚書を締結        

  ～エジプト、ナイジェリアとの協力合意～」           

 

２月２２日 ベネズエラのフェリックス・プラセンシア

外相はカタールのドーハで行われている「ガス輸出国フ

ォーラム」に出席。 

 

同フィーラムで「イランの Javad Owji 石油相とエネル

ギー分野での協力拡大に関する覚書を締結した」と発表。 

 

また、プラセンシア外相はロウハニ大統領とも面談した

という。 

 

「両国は、相互の関係を更に強化し、全ての分野で米国

が両国民に科している一方的で国際法に違反する制裁

と対峙することを確認した。」と協議について説明した。 

 

現在、イランはベネズエラと原油・希釈剤の物々交換取

引を行っている。 
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また製油所のメンテナンスもイランの技術者が関わっ

ており、マドゥロ政権にとって必要不可欠な存在となっ

ている。 

 

 

（写真）フェリックス・プラセンシア外相ツイッター 

 

また、前日の２月２１日には、同フォーラムに出席した

ナイジェリアの Timipre Sylva 石油資源相およびエジプ

トの Tarel El-Molla エネルギー相と会合。 

 

両国とエネルギー分野での協力関係を深化させること

で合意したという。 

 

「イスラエル イランのドローン輸出を訴え」         

 

ベネズエラとイランの関係強化は米国にとっての脅威

であり、米国の同盟国であるイスラエルにとっても脅威

である。 

 

２月２２日 イスラエル政府は、イランがベネズエラに

対してドローンを輸出していると訴えた。 

 

 

 

 

イスラエルの Nenny Gantz 防衛相は、マドゥロ大統領

の演説で傍らにイランのドローン「UAV Mohajer」が置

かれている映像を公表。両国がドローン取引を行ってい

る証拠と指摘した。 

 

Gantz 防衛相によると、「UAV Mohajer」は武器を搭載

することが可能で、誰も搭乗することなく遠隔で攻撃が

可能だと説明。 

 

米州各国に対して、イランとベネズエラの接近は米州地

域の安全保障上、危険であると訴えた。 

 

なお、イラン側はこの訴えを拒絶。攻撃用ドローンをマ

ドゥロ政権に供給した事実はないと説明した。 

 

 

（写真）イスラエル防衛相 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 債務再編交渉を実施」            

 

ベネズエラ人経済学者トマス・ソシアス氏は、マドゥロ

政権が債権者と債務再編について交渉を行っているこ

とを明らかにした。 

 

「マドゥロ政権の代表者が対外債務交渉に参加した。」

と説明。「この協議にはワシントンにある多国籍組織も

参加した」と補足した。 
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また、「再融資に関する議論は時間がかかるため、合意

に至るのは今年の末頃になるのではないか」との見解を

示した。 

 

「この協議は、国際投資家のベネズエラに対する信頼を

回復するための重要なステップだ。もし借り換えに成功

すれば、大きな成果になる。」と述べた。 

 

また債務再編問題で重要な役割を果たす人物として、タ

レク・エル・アイサミ経済担当副大統領（石油相を兼務）

とエクアドルで財務大臣を務めたことがあり、現在はマ

ドゥロ政権のアドバイザーとなっているパトリシア・リ

ベラ氏の名前を挙げた。 

 

ソシアス氏は「マドゥロ政権の２つのグループ、つまり

アイサミ経済担当副大統領とカストロ・ソテルド土地農

業相のグループ、ロドリゲス兄妹などマドゥロ大統領の

グループは経済開放を志向しており、対外債務再編につ

いて交渉の門戸を開いている。」と述べた。 

 

「施設故障でアムアイ、カルドン製油所が停止」         

 

２月２２日深夜１時ごろ、ファルコン州にあるアムアイ

製油所、カルドン製油所に電気を供給している

Genevapca 火力発電施設で故障が起き、両製油所の稼働

が停止したと報じられた。 

 

PDVSA 労働組合のカルロス・コリナ氏によると、

Genevapca 発電施設は、蒸気を出す部分で故障が起きた

ようで、電力供給が止まったという。 

 

Genevapca 発電施設は、カルドン製油所内にある施設の

ようで、ベネズエラの全国電力流通網とは別で製油所に

電力を供給しているという。 

 

 

 

社 会                       

「ビザなしで行ける米州の国は」            

 

ベネズエラ移民の急増を受けて、周辺国はベネズエラ人

の入国にセンシティブになっており、ここ数年でベネズ

エラ人の入国の際にビザを要求する国が増えた。 

 

現在は、ビザを要求しない国の方が珍しくなっている。 

 

現地メディア「2001」は、米州地域でベネズエラ人入国

時にビザを求めない国をリスト化。 

 

・コロンビア 

・ブラジル 

・ウルグアイ 

・アルゼンチン 

・ボリビア 

の５カ国だけになっているという。 

 

以上 


