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（写真）Maduradas “国民の６割超は次期大統領が与党・野党以外から選ばれることを望む” 

 

 

２０２２年５月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「コロンビア大統領選 ６月１９日に決選投票 

～８月にコロンビアの対ベネ方針は大変化～」 

「国民の６０％は与党・野党を拒絶」 

「ベネ中央大学連盟代表は独立野党の党員」 

「マドゥロ政権 葡の在ベネ新大使認める」 

経 済                     

「PDVSA ディーゼル燃料の補助金廃止か」 

「PDVSA 民間業務委託のため８００人を解雇？」 

社 会                     

「スペイン領事館 ビザ手続き料を改定」 

２０２２年５月３１日（火曜） 

 

政 治                    

「米軍南部総司令官 ベネズエラについて言及 

～カベジョ PSUV 副党首が反応～」 

経 済                    

「２２年４月 預金の外貨割合４２％に減少」 

「ガソリン・ディーゼル精製量は日量５万バレル」 

「さとうきび生産 ２２年は１８％増の見通し」 

「国際線の再開を目指すのは１０社」 

「Datanalisis 消費性向に価格＜ブランドの傾向」 

社 会                    

「マトゥリンのすし屋 HiroshimaSushi が物議」 
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２０２２年５月３０日（月曜）             

政 治                       

「コロンビア大統領選 ６月１９日に決選投票     

 ～８月にコロンビアの対ベネ方針は大変化～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.760」で紹介した通り、

５月２９日にコロンビアで大統領選が行われ、左派連合

「Pacto Historico」のグスタボ・ペトロ候補が得票率４

０．３２％で１位通過。 

 

２位は得票率２８．１５％で独立系のロドルフォ・エル

ナンデス候補。 

 

３位のフェデリコ・グティエレス候補の得票率は２３．

９１％で敗北を認め、ペトロ候補とエルナンデス候補が

６月１９日に決選投票を行うことになった。 

 

エルナンデス候補は建設業で財を成し、１６年～１９年

まではサンタンデール県ブカラマンガ市長を務めた。 

 

大統領選に出馬した当時、ほとんど無名の人物だったが、

急激に支持を伸ばしたことから「富裕層」「泡まつ候補

からの大逆転」でトランプ大統領と並んで例えられるこ

とが多いようだ。 

 

政治政策については不明な部分が多いが、企業家のキャ

リアがあることを踏まえて、極端に左派的な政策はとら

ないと思われる。 

 

現在のところ、得票率はペトロ候補が大きくリードして

いるが、３位だった中道右派のグティエレス候補は、敗

北と同時にエルナンデス候補への投票を呼び掛けてお

り、両者の票数を足し上げればペトロ候補を上回ってお

り、状況は予断を許さない。 

 

 

また、エルナンデス氏はコロンビアの伝統的な右派・左

派のグループに属しておらず、新鮮さから残り２週間ほ

どで更に支持を上げる可能性もあるだろう。 

 

ペトロ候補は左派系候補として、マドゥロ政権と友好的

な関係を維持することは確実。対ベネズエラ方針は１８

０度転換するものと思われる。 

 

エルナンデス候補は、マドゥロ政権と友好的な関係にな

るかどうかは不透明だが、両国の外交関係の改善を望ん

でおり、人の往来、商取引の再開を望むと発言。 

 

大統領就任当日にベネズエラとの外交関係を改善させ

ると述べており、どちらの候補が当選してもコロンビア

の対ベネズエラ方針に変化が起きることは確実視され

ている。 

 

外交関係の改善とは、コロンビア政府がマドゥロ政権を

ベネズエラの政府と認識することを意味する。 

 

その場合、在コロンビア・ベネズエラ大使館のコントロ

ールはマドゥロ政権に戻ることになる。 

 

また、ベネズエラ国営企業が資本参加するコロンビアの

企業「Monomeros」のコントロール権もグアイド政権か

らマドゥロ政権に移動することを意味する。 

 

他、ドゥケ政権はグアイド暫定政権を強く支持している

ためコロンビア国内で訴えられたグアイド暫定政権の

汚職疑惑などについて捜査に着手しなかった。 

 

エルナンデス候補が当選した場合は、上記の問題につい

て野党側に一定の配慮があると思うが、ペトロ候補が当

選した場合、野党にとって大きな痛手になると思われる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db007b63c8ec15b1ed8db98fa701c021.pdf
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「国民の６０％超は与党・野党を拒絶」         

 

世論調査会社「Datincorp」のヘスス・セキア社長は、ベ

ネズエラの政治情勢に関するアンケート調査を公表。 

 

「２０２４年に大統領として当選するべきなのは？」と

の質問について、 

 

「与党」と回答したのは１４．８％ 

「野党」の回答は１４．２％ 

「どちらもなるべきではない」の回答は６１．３％ 

「分からない／無回答」は９．７％ 

だったとの結果を公表した。 

 

 

（写真）ヘスス・セキア Datincorp 社長 twitter 

 

 

 

また「ベネズエラの状況は徐々に改善しているとの見解

を述べる人がいるが、この点についてどう思うか？」と

の質問について 

「そう思う」の回答は５７．１％ 

「そう思わない」の回答は３８．６％ 

「わからない」の回答は４．２％ 

だったと発表した。 

 

 

(写真) ヘスス・セキア Datincorp 社長 twitter 
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「ベネ中央大学連盟代表は独立野党の党員」                  

 

５月３０日 ベネズエラ中央大学は、「ベネズエラ中央

大学連盟」の代表として、ヘスス・メンドーサ・モラレ

ス氏（下写真）が選ばれたと発表した。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

５月２５日にベネズエラ中央大学で連盟トップを決め

る選挙が実施され、メンドーサ氏が選ばれたことになる。 

 

なお、本件については前号「ベネズエラ・トゥデイ

No.760」でも紹介したが、メンドーサ氏の対抗候補はセ

バスティアン・ホレソ氏で両名の一騎打ちとなった。 

 

メンドーサ氏は、独立野党「隣人の力（FV）」の党員。 

ホレソ氏は主要野党「第一正義党（PJ）」の党員で、野

党同士の対決だったが、FV の擁立候補に軍配が上がっ

たことになる。 

 

そして、本件について PJ のホセ・ゲラ議員が「市や州

政府が公的資金を選挙で使用した」と非難しており、FV

が公的資金を政治利用したことを暗に非難していた。 

 

この点について、メンドーサ新代表は、「グアイド政権

側の政治戦略」と非難。「ベネズエラ中央大学にグアイ

ドはいない」と主要野党と対決する姿勢を示した。 

 

「マドゥロ政権 葡の在ベネ新大使認める」         

 

５月３０日 マドゥロ大統領は、在ベネズエラ・ポルト

ガル大使として派遣された João Pedro de Vasconcelos 

Fins do Lago 氏の大使就任式に出席した。 

 

２０１７年に在ベネズエラ・ポルトガル大使として派遣

された Carlos de Sousa Amaro 大使の後任になる。 

 

ポルトガルは伝統的にマドゥロ政権と良好な関係を維

持する国だが、２０１７年以降、国際社会のマドゥロ政

権に対する風当たりが強くなったことで両国の関係が

希薄化していた。 

 

今回の大使交代はポルトガルの対ベネズエラ方針の変

化の兆しなのかもしれない。 

 

経 済                        

「PDVSA ディーゼル燃料の補助金廃止か」           

 

ロイター通信は、PDVSA が数百のガソリンステーショ

ンに対して、ディーゼル燃料の補助金を廃止するよう求

めたと報じた。 

 

ロイター記者がガソリンスタンドの関係者に取材を行

ったところ、「PDVSA から通達が来たため、今後ディー

ゼル燃料の販売はガソリンと同じ価格になる」と回答し

たという。 

 

２０２１年からディーゼル燃料を含めてガソリン価格

を１リットル０．５ドルに改定した。 

 

しかし、ディーゼル燃料は荷物運搬など生活に不可欠と

の観点から補助制度により無料で給油することが出来

る。そのため、多くの輸送事業者は補助金ディーゼルで

給油している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db007b63c8ec15b1ed8db98fa701c021.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/db007b63c8ec15b1ed8db98fa701c021.pdf
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しかし、最近はこの補助制度を縮小しているという。 

 

もちろんディーゼル燃料が上がれば輸送コストの上昇

につながり、その価格は小売価格に反映するため、物価

上昇を懸念する声もあがっているという。 

 

「PDVSA 民間業務委託のため８００人を解雇？」                  

 

「全国労働者戦闘戦線（FNLCT）」は、カラボボ州エル

パリート製油所で勤める労働者、少なくとも８００人が

解雇される可能性があると訴えた。 

 

FNLCT の訴えによると、解雇される理由は、民間の業

務委託者を雇用するためだという。 

 

ベネズエラの労働法では、経営者側の都合による一方的

な解雇は禁止されている。そのため、今回の措置につい

て労働法違反と訴えている。 

 

PDVSA は制裁により事業が機能不全になっており、対

策として民間事業者に委託するケースが増えている。 

 

特にイランの技術者による製油所での活動が増えてき

ているようで、PDVSA が自社で雇用する技術者らが人

員オーバーになっているものと思われる。 

 

社 会                        

「スペイン領事館 ビザ手続き料を改定」           

 

スペインへ渡航するベネズエラ人はビザが必要になる。 

 

在カラカス・スペイン領事館はこのビザ取得にかかる発

行手数料を改定すると発表した。 

 

 

 

 

ビザ発行にかかる新料金は以下の通り。 

 

ビザ発行：４１８ボリバル（約８０ドル） 

６～１２歳のビザ発行：２０９ボリバル（約４０ドル） 

０～５歳のビザ発行：無料 

 

また、スペイン人がベネズエラ国内でパスポートを発

行・更新する場合の手数料は１５７ボリバル（約３０ド

ル）。 

 

支払いはボリバル建てのみ（現金またはデビットカード）

の受付で、ドル建てでは受付しないという。 

 

２０２２年５月３１日（火曜）              

政 治                       

「米軍南部総司令官 ベネズエラについて言及     

      ～カベジョ PSUV 副党首が反応～」        

 

米国軍のラウラ・リチャードソン南部軍総司令官は、記

者のインタビューを受け、ベネズエラ問題について言及。 

 

「対話を通じて民主的な解決に至ることを期待してい

る。もし、この対話に進展があれば我が国は大使館を再

びベネズエラに戻すことになる。 

 

しかし、これは大統領府・国務省が決めることであり私

が出来ることは何もない。」と言及。 

 

また、ベネズエラの状況について「私がこれまで見てき

た中で最もひどい人道危機下にある国の１つ」と発言し

たという。 

 

この発言にベネズエラ与党 PSUV ナンバー２のディオ

スダード・カベジョ副党首が反応。 
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「あまりにしつこい。彼らが言う民主主義とは、選挙に

参加したことのない人物を空想上の大統領として任命

することだ。彼らは自分の大統領を勝手に任命し、受け

入れた。 

 

彼らが空想上の政府をベネズエラの政府だと主張し、空

想上の在米ベネズエラ大使を受け入れているが、ベネズ

エラの問題で交渉する相手はマドゥロ大統領だ。」 

と米国への敵意をあらわにした。 

 

経 済                       

「２２年４月 預金の外貨割合４２％に減少」            

 

金 融 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」によると、４月末のベネズエラ国内の外貨預

金額は先月比１％マイナスとなった。 

 

同社によると、４月末時点の外貨預金額は合計で１３億

９００万ドル。前月から８３０万ドルほど減少したとい

う。 

 

外貨建ての預金額が減少した一方でボリバル建ての預

金額は先月と比べ増加した。 

 

その結果、３月には外貨とボリバルの預金額の割合は外

貨４７％、ボリバル通貨５３％だったが、４月は両者の

差が広がり、外貨４２％、ボリバル通貨５８％となった。 

 

外貨建て預金減少の主な理由は、２２年３月末から始ま

った大規模金融取引税の外貨・デジタル通貨取引（ペト

ロ除く）に対する課税。 

 

この課税により外貨建てで行う決済には、一律で３％の

税が追加されることになった。 

 

 

 

「ガソリン・ディーゼル精製量は日量５万バレル」           

 

PDVSA 労働組合の役員を務めていたイバン・フレイテ

ス氏は、ベネズエラのガソリン精製量が減少したと述べ

た。 

 

フレイテス氏によると、現在のベネズエラのガソリン精

製量は日量５万バレル、ディーゼル燃料も日量５万バレ

ルだという。 

 

ベネズエラ国内で最も大きなカルドン製油所の現在の

精製量は日量３．５万バレルに留まっているという。 

 

「さとうきび生産 ２２年は１８％増の見通し」         

 

「さとうきび生産者連盟（Fesoca）」のリカルド・アル

バレス代表は、２０２２年のさとうきび生産量について

２８０万トンとの見通しを示した。 

 

これは２０２１年の２３７万トンから１８％増になる

という。 

 

なお、２０２０年のさとうきび生産量は２１３万トンだ

ったので、２年連続の増産だという。 

 

ただし、生産量が最も多かった２００６年当時は９０２

万トンだったようで、当時から比べて生産量が著しく減

少したとの見解を示した。 

 

アルバレス代表によると、生産拡大に必要なのは資材へ

のアクセスと肥料の調達だという。この２年間、肥料や

資材の調達は多少できるようになったが、まだ不十分と

の見方を示した。 
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「国際線の再開を目指すのは１０社」              

 

「ウィークリーレポート No.249」で紹介した通り、ベ

ネズエラにも国際線が徐々に戻り始めている。 

 

航空分野の専門家であるロドルフォ・ライス氏は、米国

の経済制裁緩和の観測を受けて、少なくとも１０の航空

会社がベネズエラの運航再開を検討していると述べた。 

 

具体的な航空会社の名前（一部）は、エールフランス（パ

リ）、イベリア航空（マドリッド）、ゴル（恐らくサンパ

ウロ）、アルゼンチン航空（ブエノスアイレス）、アビア

ンカ（ボゴタ）。 

 

他に具体的な名前は言及されなかったが、ABC 諸島、

米国、コロンビアの航空会社がベネズエラの空路再開を

望んでいるとした。 

 

「Datanalisis 消費性向に価格＜ブランドの傾向」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のカルロス・ヒメネス氏は、

ベネズエラの昨今の消費性向について「最近は知名度が

高い商品（ブランド力の強い商品）を選ぶ傾向が出てき

た」と述べた。 

 

ヒメネス氏によると、ここ数年は消費の意思決定に価格

が強く影響されたが、状況が少し変わってきたと指摘。 

 

「企業は低所得者層が商品の品質を考えず、価格だけで

判断していると考えているかもしれないが、状況は変化

している。企業は状況の変化に対応しなければいけな

い。」と述べた。 

 

なお、ベネズエラ人は伝統的にブランド志向が高い。 

粗悪な商品が多く、商品への不信感が強いためか、ブラ

ンド力の高い商品を優先的に購入する傾向がある。 

 

ここ数年は経済低迷で消費性向が変わっていたが、雰囲

気が変わり始めているのかもしれない。 

 

社 会                       

「マトゥリンのすし屋 HiroshimaSushi が物議」            

 

モナガス州の州都マトゥリンに「Hiroshima Sushi」とい

う日本食レストランがオープンし、問題になっている。 

下写真のロゴの通り、原子爆弾がロゴになり、キノコ型

の黒い煙のステッカーが窓に張られている。 

 

「爆発的なおいしさがマトゥリンにやってきた」という

店のキャッチフレーズや商品名も原爆にちなんだ名前

が多く、不謹慎との声が出ている。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed39978587d52dbc26a3f32435ecf6b5.pdf

