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（写真）カルメン・メレンデス・リベルタドール市長 “カーニバル 全国各地でイベント開催” 

 

 

２０２３年２月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「急進野党 新たな野党グループ発足を提案 

～制裁緩和の流れを止めるよう要請～」 

経 済                     

「マドゥロ政権 違法採掘の取り締まり実施 

～グアリコ州 違法業者の往来増で治安悪化～」 

「銀行上位１０行 融資の９２％を占める」 

「外食団体 レストランのターゲット変更を推奨」 

「シェブロン スリア州で CSR 活動を再開」 

社 会                     

「インターネット回線 １３８カ国中１３６位」 

２０２３年２月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「急進野党リーダー マチャド党首の主張 

～選挙の参加拒否は誤りとの認識を示唆～」 

経 済                    

「マドゥロ政権 コロンビアにパーム油事業提案」 

「中国向け原油輸出減 コロンビアが輸出穴埋め」 

社 会                    

「カーニバル祭 全国各地で開催 

～家族でビーチを楽しむための必要予算は～」 

「Sambil Model モデルの売春あっせんで逮捕」 

「航空監督局 クレーム申請システムを開始」 
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２０２３年２月２０日（月曜）             

政 治                       

「急進野党 新たな野党グループ発足を提案      

     ～制裁緩和の流れを止めるよう要請～」       

 

（２月２０日～２１日はカーニバルのため祝祭日。政

治・経済的な動きは少なく、ニュースのあまりない２日

間となった） 

 

急進野党に属する政治家のアントニオ・レデスマ元カラ

カス首都区長は、主要野党（G４）に代わる新たな野党

の顔となるグループの発足を提案した。 

 

レデスマ氏によると、現在新たなグループの発足に向け

て活動に入っているようで近いうちに新グループが出

来る可能性もありそうだ。 

 

レデスマ氏は現在の主要野党について 

「現在、彼らはマドゥロに対する制裁を解除するために

尽力している。マドゥロに資産を返却し、ベネズエラの

貧困の理由を制裁の責任にして国民を混乱させようと

している。彼らの進んでいる方針は間違いである。」 

と主張。 

 

「野党の中にはマドゥロが奏でる音楽に合わせて踊る

グループがいる。」との見解を示した。 

 

また「主要野党は、マドゥロ政権と共存することを決め

た。このような方針ではベネズエラ人に希望を与えられ

ない。今の方針はベネズエラ国民が求めてきたものなの

か？」と疑問を呈した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.872」でも紹介した通

り、有権者は多大な犠牲を払っても政権交代を達成でき

なかった主要野党に著しい失望感を覚えている。 

 

世論調査でも主要野党政治家の支持率は大きく落ち込

んでいる一方で、急進野党・独立野党候補の支持が拡大

しており、予備選の見通しは不透明な状況となっている。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 違法採掘の取り締まり実施        

 ～グアリコ州 違法業者の往来増で治安悪化～」           

 

２月２０日 ベネズエラ国軍のドミンゴ・エルナンデ

ス・ラレス総司令官は、アマゾナス州「Yapacana 国立

公園」にて違法な GOLD 採掘の資材を破壊したと発表

した。 

 

他、２００リットルのガソリン燃料、１０００メートル

のホース、５つの発電機など採掘で使用したとされる資

材を押収したという。 

 

１２月にマドゥロ大統領は GOLD の違法採掘を止める

ために軍事オペレーションを実行すると発表していた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.869」にて紹介した通り、

その後、軍事オペレーションが行われた実態は無かった

が、今回の発表で一応取り締まりを行っている様子を伺

うことが出来た。 

 

 

（写真）FANB 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a2f834cc28338bc22efbd8d725e89b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cbc32c8b4cde49f12fbd5a50d5368706.pdf
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また、非政府系団体「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」

は、GOLD の違法採掘について、グアリコ州が違法業

者の出入り口になっていると指摘。これによりグアリコ

州の殺人発生率が急増しているとした。 

 

OVV によると、２０２１年のグアリコ州の殺人発生件

数は１０万人当たり２８．９人だったが、２０２２年に

は４０．５人になったという。 

 

グアリコ州より治安が悪いのは、カラカス首都区、ラグ

アイラ州（旧バルガス州）、ミランダ州、ボリバル州の

み。 

 

通常だと地方都市の殺人発生件数は少ないが、違法業者

の出入りが多いため、治安が悪化しているとした。 

 

なお、グアリコ州の中でも特に治安の悪い都市は、

Pedro Zaraza 市、José Tadeo Monagas 市、José Félix 

Ribas 市、Leonardo Infante 市、Francisco de Miranda 市

などだという。 

 

「銀行上位１０行 融資の９２％を占める」                  

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、２３年１月時点

の銀行融資の状況についてドル建てで７億７，４４０万

ドルだったと報じた（資料はボリバル建てで公表されて

おり、その額は１７３億２，３８８万ボリバル）。 

 

また、銀行融資額は上位１０行だけで融資全体の９１．

８％を占めているとした。 

 

また、国営銀行、民間銀行で融資額を分けると、民間銀

行の融資額は全体の７５．１％、国営銀行の融資額は同

２４．９％だったとした。 

 

 

 

融資額の多い銀行トップ１０は以下の通り（国営銀行は

（国営）と記載）。 

 

１．「Banco de Venezuela」（国営） 

２．「BBVA Provincial」 

３．「Banesco」 

４．「Banco Nacional de Credito（BNC）」 

５．「Mercantil」 

６．「Bancamiga」 

７．「Banco Plaza」 

８．「Banplus」 

９．「Bancaribe」 

１０．「Banco Bicentenario」（国営） 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「外食団体 レストランのターゲット変更を推奨」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.868」にて、レストラン開

業ブームを受けて、レストラン業界が供給過多になって

おり、２０２３年中に６０％のレストランが廃業する可

能性があるとの記事を紹介した。 

 

同回にて、「ベネズエラ・プレミアム」と呼ばれるベネ

ズエラ富裕層をターゲットとしたビジネスが増えてい

るとの記事も紹介していた。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58f762e5c5234decd7ba8eafa23496a.pdf
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本件について「全国レストラン商工会（Canares）」のイ

バン・プエルタ代表は、２０２２年に開業したレストラ

ンの多くは「ベネズエラ・プレミアム」をターゲットに

していると指摘。 

 

しかし、「ベネズエラ・プラミアムに属する所得階層は

ピラミッドの頂点であり、人数は多くない」と供給過剰

の現状について指摘した。 

 

「非常に少ない人数を多くのレストランで奪い合って

いる」とし、事業を続けるためにターゲット層を変更す

るよう推奨した。 

 

「シェブロン スリア州で CSR 活動を再開」                  

 

「Chevron」は、ベネズエラで事業を再開すると同時に

社会支援も再開している。 

 

「Chevron」は、ソーシャルレスポンシビリティ（CSR）

の一環として「Fundación Operación Sonrisa Venezuela

（ベネズエラ笑顔オペレーション基金）」への支援を再

開した。 

 

同基金は、シェブロンが事業を再開したスリア州で活動

する基金で、口内手術などを無料で提供する基金だとい

う。 

 

直近の無料治療サービスは、３月３１日～４月２日にか

けて実施される予定だという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「インターネット回線 １３８カ国中１３６位」           

 

世 界 の イ ン タ ー ネ ッ ト 速 度 を 調 査 す る 「 Global 

Speedtest」は、２０２３年のインターネット速度ランキ

ングを公表。 

 

同調査によると、ベネズエラは携帯電話のインターネッ

ト速度の分野で１３８カ国中１３６位と世界で最もネ

ット回線速度が遅い国の１つとなった。 

 

ブロードバンドのインターネット回線は携帯のネット

回線よりもランキングは高く、１７９カ国中１３８位だ

ったという。 

 

「Global Speedtest」調査でインターネット速度の最も

速い国は、カタール、アラブ首長国連邦、ノルウェー。 

ラテンアメリカ地域ではチリが最も速いとの結果だっ

た。 

 

２０２３年２月２１日（火曜）              

政 治                       

「急進野党リーダー マチャド党首の主張       

   ～選挙の参加拒否は誤りとの認識を示唆～」      

 

１０月２２日に予備選挙が実施されることが決まり、既

に出馬を表明している候補は事実上の選挙キャンペー

ンに動き出している。 

 

その中で勢いがあるのが急進野党のリーダーである

「Venete Venezuela」のマリア・コリナ・マチャド党首

だろう。 

 

マチャド党首は、現地メディア「Contrapunto」のイン

タビューに応じ、予備選挙について自身の見解を示した。 
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マチャド党首は、CNE が介入する予備選挙への参加を

拒絶してきたが、インタビューの中では出馬する意思が

変わっていないと思わせるような発言をしている。 

 

その理由について「これまで選挙への参加を拒絶してき

たが、別の視点から見ると、我々のビジョンを提示し、

人々から支持を得ていることを証明する機会を逸して

いることにもなる。」とコメント。 

 

これまでの方針は誤りだったと匂わすような発言をし

た。 

 

ただし、司会者から「これまで選挙に参加しなかったの

は誤りだったのか？」と質問を受けると 

 

「全ての人々は誤りを犯してきた。」と回答。 

「自身の誤りはマドゥロ政権を過小評価し、野党勢力を

過大評価していたことだ」とコメントした。 

 

また、マチャド党首は投票を促すためには信頼を得る必

要があると指摘。 

 

また、過去主要野党が国民の意志を無視して勝手に政治

方針を変えてきたことで、人々は政治を信じることに疑

心暗鬼になっていると指摘。 

 

「どのような選挙でも４匹の猫が登場する。この４匹の

猫は自分たちがしたいことをする。彼らが方針を決め、

彼らが方針を変える。そして「合意」という綺麗な言葉

を使う。」と指摘。 

 

主要野党４党について、国民の意志を無視しながらも国

民を代表する組織として振る舞い勝手に政治方針を決

めているとして現状に異議を呈した。 

 

その上で「人々の行動を促すためには、信頼を勝ち取る

必要があるが、現在の野党には信頼が無い」と主張した。 

 

 

（写真）Contrapunto 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 コロンビアにパーム油事業提案」            

 

２月１６日 マドゥロ大統領とコロンビアのペトロ大

統領が両国の国境にて会談。商業分野に関する協定を締

結した（「ベネズエラ・トゥデイ No.871」）。 

 

ペトロ大統領は、今回の協定を機に両国の経済関係は強

化されると発言。２国間取引を１７～１８億ドルまで引

き上げるとの目標を示した（２０２１年の両国の貿易実

績（輸出・輸入の合計額）は約４億ドル）。 

 

同協定を受けて、マドゥロ政権はコロンビアに対して、

パーム油のプロジェクトなどを提案したという。 

 

ウィルメル・カストロ・ソテルド土地農業相によると、

マドゥロ政権はコロンビアに対して１６の２国間プロ

ジェクトを提案し、そのうちの６つは農業分野に関する

プロジェクトだと説明。その１つに、パーム油の生産・

加工・販売のプロジェクトがあるとした。 

 

ソテルド土地農業相は、タチラ州の Garcia de Hevia 市

には７００ヘクタールのパーム農園があると説明。 

パーム油は美容品・食用・動物用と用途が広く、地理的

にもコロンビア向けの輸出が容易な商品であると輸出

促進に意欲を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/799705a7a5d06e24304c8badcb96b466.pdf
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「中国向け原油輸出減 コロンビアが輸出穴埋め」         

 

ベネズエラ産原油の主要輸出先はアジア向けとなって

いる。 

 

しかし、PDVSA はこれまでの中国向け原油輸出につい

て、取引条件の見直しを迫っており、輸出手続きを停止

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.858」）。 

 

「Argus Media」は、中国の独立系製油所がベネズエラ

産原油の調達に苦慮している中、その不足分をコロンビ

アとブラジルの原油が埋めていると報じた。 

 

コロンビアの石油会社「Ecopetrol」の Pedro Manrique

副社長は、中国の３月、４月の原油需要について、コロ

ンビアの Castilla 重質油の需要が増加していると説明し

た。報道によると、Catilla 重質油はベネズエラ産原油と

性質が近いという。 

 

他、欧州についても「Eni」「Repsol」がベネズエラ産原

油の調達再開を進めているが、Manrique 副社長はこの

動きについて「Ecopetrol の脅威にはならない」と発言。 

 

ベネズエラの原油採掘施設はメンテナンス不足が深刻

で供給できる原油量は限られており、品質も安定してい

ないとの見方を示した。 

 

社 会                       

「カーニバル祭 全国各地で開催           

 ～家族でビーチを楽しむための必要予算は～」            

 

２月２０日～２１日はカーニバル。この時期は全国的に

祭りが開催される。カーニバルの様子を少し紹介したい。 

 

 

 

 

一枚目は、カラカス首都区で開催されたカーニバル祭。 

軍人士官学校前の広場「ロス・プロセレス」では、パレ

ードが行われ、イベントなどが開催。大勢の客でにぎわ

っている。 

 

 

（写真）Reporta Ya  

“カラカスのロス・プロセレスで開催された 

カーニバルイベント” 

 

２枚目はカラカスから近いビーチ。ラグアイラの様

子。カーニバルの時期は海が見えないくらい人が多か

ったこともあるが、経済不況が理由か、家族でビーチ

を楽しむ人は以前より少なくなった印象がある。 

 

リーズナブルな観光として海水浴は人気のレジャーだ

が、現在は移動費・飲み物代・昼食代など込みで５人

家族の場合、５０ドルはかかるという。 

 

 

（写真）PSUV “ラグアイラのビーチの様子” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be22e54eb849c721c0649ce3c92f5c37.pdf
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３枚目はベネズエラの観光地マルガリータ島のカーニ

バルの様子。派手な衣装を着てパレードを楽しんでいる。 

 

 

（写真）El Estimulo “マルガリータ島カーニバル” 

 

「Sambil Model モデルの売春あっせんで逮捕」         

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」は、ベネズエラ人モデル

Ana Victoria Meneses Olivo 氏を逮捕したと発表した。 

 

逮捕の理由は、ミランダ州バルータ市にあるモデル養成

校「Sambil Model」で行われていたモデルの人身売買。 

 

「Sambil Model」は、組織的にボリバル州のマフィアグ

ループ「Negro Fabio」へモデルの派遣をしていたとい

う。 

 

「Sambil Model」は、ベネズエラでは有名なモデル養成 

施設だったようで、有名なモデルでは Shannon de Lima、 

Myriam、Alexandra Braun、Isabella Rodriguez（１５年 

のミス・ベネズエラ）、Alejandra Conde（２０２０年の 

ミス・ワールド）らを輩出したという。 

 

「Sambil Model」で行われていた買収斡旋について、２

０２１年に報じられており、４月には代表の Jenni 

Lorena Rosales 氏が逮捕されていた。 

 

 

 

「航空監督局 クレーム申請システムを開始」         

 

「航空監督局（INAC）」の Juan Teixeira Díaz 局長は、

「航空自動クレームシステム（SADA）」を開始すると発

表した。 

 

Díaz 局長によると、今後は SADA を通じて、空港での

クレームを受け付けるという。 

 

空港でのクレームを行う利用者は、SADA に利用者情報

を登録。ID・パスワードの発行を受ける。その後、同 ID・

パスワードで SADA にログインし、クレーム申請用の

QR コードを読み取り、そこからクレームを行うという。 

 

同システムのサイトにログインすることでクレームの

処理状況を確認することが出来るという。 

 

 

（写真）INAC 

以上 


