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（写真）Maduradas “第一正義党トマス・グアニパ氏 マチャド党首は大統領選に出馬できない” 

 

 

２０２３年３月８日（水曜） 

 

政 治                     

「第一正義党 マチャド党首は出馬できない 

～出馬禁止措置が失効したか不明～」 

「PJ マチャド党首の出馬禁止を要請？」 

「CNE・予備選運営委 技術委員会を正式に発足」 

経 済                     

「OVF ２３年２月のインフレ率は２０．２％」 

「Hyundai ベネズエラで新車を販売」 

「Turpial バレンシア―ボゴタ間の運航を開始」 

社 会                     

「蚊を媒介とした感染症の拡大懸念」 

２０２３年３月９日（木曜） 

 

政 治                    

「ホルヘ・ロドリゲス国会議長 

～制裁緩和するまで与野党合意交わさない～」 

「マドゥロ大統領 ブラジル政府関係者と協議」 

「コロ・ベネ国境で２００人超が消息不明」 

経 済                    

「CITGO ２２年の純利益は２８億ドル」 

「Copa Airline ベネズエラ便の増便を検討」 

社 会                    

「７８％のインターネット利用者は携帯使用」 

「シモン・ボリバル財団 移民対応で支援金拠出」 
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２０２３年３月８日（水曜）             

政 治                       

「第一正義党 マチャド党首は出馬できない      

     ～出馬禁止措置が失効したか不明～」       

 

３月７日 「第一正義党（PJ）」のトマス・グアニパ氏

は、現地メディア「Venevision」のインタビュー番組に

出演。 

 

急進野党のリーダー「Vente Venezuela」のマリア・コ

リナ・マチャド党首について、「出馬禁止措置を理由に

CNE で出馬登録することはできないだろう」との見解

を示した。 

 

なお、「Vente Venezuela」で選挙対策長を務めているヘ

ンリー・アルバレス氏は、マチャド党首は大統領選に出

馬することが出来ると説明していた。 

 

政治学者エウヘニオ・マルティネス氏は、両者の意見が

食い違っている理由について以下の通り説明している。 

 

マチャド党首は、２０１５年７月に出馬禁止措置を受け

たことがある。その時には１２カ月間の出馬禁止措置を

受けていたので、原則的には２０１６年中に出馬禁止措

置は解かれている。 

 

ただし、正式に出馬禁止措置を解除するためには「行政

監督局」が出馬禁止命令の解除を発表する必要がある。 

 

マチャド党首については、行政監督局が７年間この解除

命令を公表しておらず、今も出馬禁止措置が有効との理

解ができるというもの。 

 

マルティネス氏は、「マチャド党首が出馬できるかどう

かは、行政監督局のみ知っている」と説明した。 

 

「PJ マチャド党首の出馬禁止を要請？」         

 

前述のグアニパ氏の説明は、マチャド党首の足を引っ張

るための政治的な戦略であることは容易に想像できる。 

 

世論調査でも「出馬禁止措置が科されている候補に予備

選で投票したくない」という意見が多く、カプリレス元

知事の票を減らす１つの原因となっている。 

 

マチャド党首についても「出馬禁止措置が解除されてい

ない」という情報を流すことで、カプリレス元知事と同

じステージで争わせる戦略だろう。 

 

この野党内の内部闘争を受けて、与党「ベネズエラ社会

主義統一党（PSUV）」のディオスダード・カベジョ副党

首は、「トマス・グアニパ氏はマリア・コリナ氏が大統

領選に出馬できないと言っている。この主張は、PJ が求

めているものだ。」と説明。 

 

「第一正義党がマチャド氏を出馬できないようにして

いる」との見解を示した。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ディオスダード・カベジョ議員（写真左）と 

マリア・コリナ・マチャド党首（写真右）” 
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「CNE・予備選運営委 技術委員会を正式に発足」                  

 

３月８日 「選挙管理委員会（CNE）」と予備選挙運営

委員会は、１０月２２日に予定されている予備選挙の準

備を進めるための検討委員会を正式に発足した。 

 

CNE からは 

Pedro Calzadilla 代表（与党系） 

Roberto Picón 役員（野党系） 

Carlos Quintero 役員（与党系） 

Leonel Parica 役員（与党系） 

 

予備選挙運営委員会からは 

Jesús María Casal 代表 

Francisco Castro 氏 

Roberto Abdul 氏 

Ismael Pérez 氏 

Miguel Cañas 氏 

が出席した。 

 

会合後、Jesús María Casal 代表は、記者会見を実施。 

外国に住むベネズエラ人有権者の登録作業について検

討したと説明した。 

 

 
（写真）Lapatilla 

 

経 済                        

「OVF ２３年２月のインフレ率は２０．２％」           

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２３年２月のイ

ンフレ率を公表した。 

 

OVF によると、２月のインフレ率は先月比２０．２％

増。１月のインフレ率が３９．４％だったので、やや物

価上昇スピードが緩和したことになる。 

 

また、ドル建ての食料費（４人家族が基本的な食事を摂

る場合に必要な金額）は、３８８ドルだった。 

 

なお、２０２２年３月～２３年２月までの１２カ月間の

インフレ率は５３７．７％。２０２３年１月～２月の累

積インフレ率は６７．７％となった。 

 

「Hyundai ベネズエラで新車を販売」                  

 

現地メディア「El Estimulo」は、韓国系自動車メーカー

「Hyundai」が、次世代コンセプトカーGrandi１０をベ

ネズエラで販売すると報じた。 

 

１リットルで２０．８キロの走行が可能。ガソリン容量

は３７リットルなので、満タンにすればカラカスからプ

ントフィホ（５２４キロ）まで容易に移動できるという。 

 

 

（写真）Hyundai Venezuela 
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車体は縦４メートル、幅１．６メートル、高さ１．５メ

ートル弱とコンパクトだが、このコンパクトさが都市部

での移動や駐車を容易にするという。 

 

衝撃を吸収する鉄を使用しており、安全性も高く、エア

バック、ABS 対応となっている。また、メンテナンス頻

度も比較的少なくて済むという。 

 

 

（写真）Hyundai Venezuela 

 

「Turpial バレンシア―ボゴタ間の運航を開始」                  

 

３月８日 ベネズエラの民間航空会社「Turpial Airline」

は、ベネズエラ―コロンビア間の新たな路線の運航を開

始すると発表した。 

 

新たな路線は、バレンシア（ベネズエラのカラボボ州）

―ボゴタ（コロンビア）。「Turpial」は既にカラカス―ボ

ゴタ間を運航しているが、これで２つめの路線になる。 

 

「Turpial」によると、バレンシア―ボゴタ間の運航は３

月２０日から、週２便（月曜・水曜）で運行する。 

 

バレンシア発は午後２時、ボゴタ着は午後２時４５分に

なる。また、ボゴタ発は午前６時４５分、カラカス着は

午前９時３０分を予定している。 

 

 

 

料金は時期によって異なるが、最も安いチケットで３７

０ドル／人、最も高いチケットは４１０ドル／人だとい

う。 

 

社 会                        

「蚊を媒介とした感染症の拡大懸念」           

 

３月６日 「国家医療学術団体（ANM）」の Huniades 

Urbina 医師は、「Fe y Alegria Noticias」のインタビュー

番組に出演。 

 

政府が燻蒸消毒を行っていないことで、マラリア・デン

グ熱・ジカ熱・チクングニヤ熱など蚊を媒介とする感染

が拡大する懸念があると警鐘を鳴らした。 

 

加えて、大部分の医療施設はこれらの病気を診察するた

めの機材を持っていないと指摘した。 

 

２０２３年３月９日（木曜）              

政 治                       

「ホルヘ・ロドリゲス国会議長             

 ～制裁緩和するまで与野党合意交わさない～」        

 

３月９日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、米国とその

同盟国が全ての制裁を解除するまで、野党統一プラット

フォームと合意を交わすことはないとの見解を示した。 

 

「ベネズエラは、制裁が１００％解除されるまでベネズ

エラの野党セクターといかなる合意も交わさない。トラ

ンプ政権とオバマ政権が科した７６５の一方的な措置

を解除しない限り、野党との合意はない。 

 

オバマは悪かったが、トランプは更にひどかった。誰も

この事実に異議を言うことはできない。」 
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「野党は自由選挙・競争性のある選挙・信頼できる選挙・

民主主義を訴えている。 

我々はこの意見に賛同している。自由選挙とは、制裁が

科されていない状態で行われる選挙だ。」 

と発言した。 

 

これまでマドゥロ政権は 

「２０２２年１１月に合意した３０億ドル超の人道基

金の運用が始まらない限り、次の与野党協議を行うこと

はない」とのスタンスを執ってきた。 

 

今回のロドリゲス国会議長の発言は、それよりも更にハ

ードルが高い発言と言えるだろう。 

 

米国政府・野党グループは、制裁緩和を条件にマドゥロ

政権から譲歩を引き出そうとしており、ロドリゲス国会

議長の発言とは相いれないものになりそうだ。 

 

 

（写真）@AlbertoRodNews 

 

 

 

 

 

「マドゥロ大統領 ブラジル政府関係者と協議」           

 

ブラジルのボルソナロ政権（当時）は、２０１９年にマ

ドゥロ政権との外交関係を断絶した。 

 

しかし、２０２３年から同国でルラ政権が発足し、ベネ

ズエラはブラジルへ全権大使を派遣。ブラジルはベネズ

エラへ商務官を派遣。政治的な変化改善がみられる。 

 

３月９日 マドゥロ大統領は、ブラジルの元外相で現政

権で大統領府特別顧問（外交分野）を務めている Celso 

Amorim 氏と会合を行った。 

 

会合の詳細は語られなかったが「外交関係の深化につい

て協議した」と報じられている。 

 

 
（写真）大統領府 

 

「コロ・ベネ国境で２００人超が消息不明」         

 

与党国会のファン・カルロス・パレンシア議員（タチラ

州選出）は、コロンビア議会に参加。 

 

同議会にて、コロンビアとベネズエラの国境付近で消息

を絶った人々の所在を捜査するための共同委員会の発

足を提案した。 
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パレンシア議員によると、両国の国境で違法な越境を試

みて消息を絶った人数は２００人を超えるという。 

 

コロンビアとベネズエラの陸路での公式な移動は２０

１９年に禁止された。その後は、公式な越境ではなく、

森林地帯を超える違法な越境が行われていた。 

 

この地域は FARC、ELN などコロンビア系ゲリラが多

く潜伏している土地でもあり、治安は悪く、誘拐・殺人

などで消息を絶ったとされる人が後を絶たなかった。 

 

２０２２年から両国の公式な陸路での移動が再開した

ことで、違法な越境は減ることと思われるが、これまで

に２００人超が消息不明になったとされている。 

 

経 済                       

「CITGO ２２年の純利益は２８億ドル」            

 

CITGO のカルロス・ジョルダ社長は、２０２２年第４

四半期の業績を発表。 

 

第４四半期は８億６００万ドルの純利益、EBITDA（税

引前利益に、特別損益、支払利息、および減価償却費を

加算した値）は、１２億ドルだったとした。 

 

これは第３四半期の純利益（４億７，７００万ドル）よ

りも６９％多く、第３四半期の EBITADA（８億４００

万ドル）よりも４９．３％多かったという。 

 

これにより、２０２２年通年では２８億ドルの純利益。 

EBIATDA は４４億ドルとなった。 

 

製油所の稼働について、第４四半期は１００％を超えて

稼働することに成功（稼働容量が日量７９．７万バレル

だったのに対して、日量８７．４万バレル）。稼働率を

維持できたことで業績は好調だったと説明した。 

 

加えて、２０２２年中に CITGO は、１１億ドルの債務

を減らすことに成功。持ち株会社である「 CITGO 

Holdings」に対して４億８，９００万ドルの配当金を支

払ったと説明した。 

 

「Copa Airline ベネズエラ便の増便を検討」         

 

「Copa Airline」の Roberto Pulido 社長は、ベネズエラ

の経済回復の流れを受けて、ベネズエラ―パナマの路線

を増便するとの見通しを示した。 

 

Pulido 社長によると、現在ベネズエラ―パナマ間は１週

間に３５便（カラカス以外の空港を含む）が運航してい

るが、ここから更に８便増便することを検討していると

いう。 

 

なお、運航する路線は明らかにされていないが、パナマ

は８便全て「パナマシティ」。ベネズエラ側については、

カラカスとその他３都市を想定しているという。 

 

また、コロンビア―ベネズエラ路線についても言及。 

 

「Copa Airline」は、コロンビアの格安航空会社「Wingo」

の持ち株会社でもあるが、コロンビアとベネズエラの関

係改善を受けて、Wingo のコロンビアーベネズエラ間

を増便する可能性についても言及した。 

 

社 会                       

「７８％のインターネット利用者は携帯使用」            

 

「通信サービス商工会（Casetel）」のペドロ・マリン代

表は、ベネズエラ国内の携帯電話契約者数は１，８２０

万人と指摘。 

 

国内インターネット利用者の７８％は、携帯電話により

インターネットサービスを利用していると説明した。 
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なお、デスクトップ型パソコンでインターネットを利用

しているのは全体の１５％程度とした。 

 

マリン代表によると、現在のベネズエラのインターネッ

トプロバイダーはほぼ全て３G（４４％）、４G（５４％）

に移行しているという。 

 

また、ベネズエラの通信当局（Conatel）が、料金値上げ

を許可したことで、通信サービス事業者はサービス拡充

のための投資を行い、インターネット通信環境が更に改

善すると説明した。 

 

「シモン・ボリバル財団 移民対応で支援金拠出」         

 

CITGO の人道支援基金「シモン・ボリバル財団」は、

ベネズエラ移民の支援活動を行っている５つの非政府

系団体に支援金を拠出すると発表。今回の拠出により１．

５万人のベネズエラ移民を支援できるとした。 

 

支援を受ける NGO について、２団体のみ名前が明らか

にされている。 

 

１つ目は「IFRC」という団体で、グアテマラ・ホンジュ

ラス・メキシコなどに移動したベネズエラ移民を支援し

ている団体だという。 

 

２つ目は「Global Giving」という団体で、米国およびラ

テンアメリカ地域で保護が必要な移民を支援している

団体だという。 

 

その他の団体の組織名は分からないが、ニューヨーク・

マイアミ・ヒューストンに住むベネズエラ移民４，１４

５名を支援しているという。なお、支援額についても明

らかにされていない。 

 

以上 

 


