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（写真）カルロス・オカリス候補ツイッター “MUD オカリス候補 ミランダ州知事選の出馬を辞退” 

 

 

２０２１年１１月１０日（水曜） 

 

政 治                     

「英 Economist 誌 マドゥロ政権存続６つの要因 

～強権政治、軍部の優遇、経済ドル化など～」 

「ロペス党首父親 EU ミッション団に参加せず」 

「グアイド議長 暫定大統領継続を主張」 

経 済                     

「カリブ海向けのセメント輸出を振興」 

「ADANE ベネズエラ自動車市場の状況を説明」 

「マドゥロ政権 歳出を削減しインフレ抑制」 

社 会                     

「カラカスなど複数の州で一斉停電」 

２０２１年１１月１１日（木曜） 

 

政 治                    

「MUD オカリス候補 ミランダ州知事選を辞退 

～Datanalisis 野党は５州で勝算あり～」 

「CITGO 元役員６名 ４年越しで裁判を開始」 

経 済                    

「政府 新規起業支援ポータルサイト開設」 

「食品業界 ２０２１年は回復」 

「ベネズエラ初 Finagro 畜産業を証券化」 

社 会                    

「全国的にカフェテリア経営がブーム」 

「３年で生徒１２０万人、教員１６．６万人減」 
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２０２１年１１月１０日（水曜）             

政 治                       

「英 Economist 誌 マドゥロ政権存続６つの要因     

 ～強権政治、軍部の優遇、経済のドル化など～」       

 

英国経済誌「Economist」は、マドゥロ政権が８年間継

続した理由について記事を作成した。 

 

２０１３年 マドゥロ大統領が誕生して以降、野党は

「政権交代は目前」と主張してきたが、この主張は「間

違っていた」と指摘。 

 

その理由は、マドゥロ大統領が政権維持のためになりふ

り構わず対応し、公権力を掌握し、強権性を高めたこと

にあると分析。特に６つの要因について記述した。 

 

１つ目は「国会権力の掌握」。 

 

２０１５年に行われた国会議員選で野党が多数派とな

り、立法権のコントロールが野党の手に渡ったが、国会

の機能を停止する工作を行い、２０１７年に国会を消滅

させ、制憲議会に代行させた。 

そして、多くの国が詐欺と非難する中、２０２０年に国

会議員選が行われ、与党多数派の新国会を発足させた。 

 

２つ目は「メディアの掌握」。 

 

マドゥロ政権は民間放送もコントロール下に収め、ベネ

ズエラ国内での野党の広告をブロックした。 

 

３つ目は「軍部の掌握」。 

 

マドゥロ政権は政権交代のカギとなる軍部の支持を獲

得した。マドゥロ政権は軍部とのいかなる対立も避けて

いる。また、キューバ人スパイを国内で活動させ、不安

因子を排除している。 

４つ目は「マドゥロ政権を支持するグループを優遇」。 

 

マドゥロ政権を支持する軍部関係者に非公式に GOLD

やダイヤモンドの採掘権を与えることで政権支持を維

持している。 

 

５つ目は「ベネズエラ経済のドル化」。 

 

Economist 誌にとって最も驚くべきことは経済のドル

化だという。ドル化を容認することで国内経済が安定し、

政権交代の圧力が緩和した。マドゥロ政権は最初ドルを

拒絶していたが、現在はドルの存在に感謝している。 

 

６つ目は「強権政治を続けつつ民主主義を呼びかける」。 

 

解任のための野党の活動を全て妨害しておきながら、ベ

ネズエラ国民に対して投票を呼び掛けている。 

 

個人的な認識としては「メディアの掌握」については正

しくないと感じている。 

 

ベネズエラ国内のテレビにマドゥロ政権の統制が布か

れているのは事実だが、ベネズエラ人の多くは国内の番

組はあまり見ない。有料放送やインターネットメディア

は野党支持系の記事が圧倒的に多い。メディアの遡及力

は反対派の方が遥かに強い。 

 

それ以外の点についてマドゥロ政権が存続した理由は、

概ね書かれている通りだろう。ただし、Economist 誌は

もう１つ大事な要因を忘れている。 

それは「野党の対応の失敗」だ。 

 

Economist 誌が指摘する６つの理由は２０１６年～２

０１９年までの話であり、２０２１年現在マドゥロ政権

を安定させている最も大きな理由は野党の対応の失敗

だろう。この点について触れないのは公平な分析とは言

えない。 
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「ロペス党首父親 EU ミッション団に参加せず」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.676」で、「大衆意思党

（VP）」レオポルド・ロペス党首の父親でスペイン国民

党の所属議員のレオポルド・ヒル氏が、１１月２１日に

ベネズエラで行われる全国州知事選・市長選に EU 議員

団として派遣されるとの記事を紹介した。 

 

本件について、国民党はベネズエラに議員を派遣しない

との見解を示した。 

 

つまり、ロペス VP 党首の父親は全国州知事選・市長選

の EU 議員団に参加しないことになる。 

 

国民党の Dolors Montserrat 報道官は 

「国民党は、ベネズエラを掌握した残忍なマドゥロ政権

に無罪を通知するためのミッション団に参加すること

を拒絶する。」との見解を示した。 

 

国民党は今回の選挙について「ベネズエラには多くの政

治犯がおり、選挙は自由でも透明でもない」と指摘。 

 

これにより EU 議員団としてベネズエラの選挙に派遣

されるのは９名（７名はスペイン議員、１名はポルトガ

ル議員、１名はオーストリア議員）となった。 

 

「グアイド議長 暫定大統領継続を主張」                  

 

１１月１０日 グアイド議長は演説を実施。 

ベネズエラ憲法に基づき、自由で公平な選挙が実施され

るまで暫定大統領の役職を継続すると表明した。 

 

「私の使命は明確だ。私はベネズエラ憲法に従う。ベネ

ズエラ憲法２３３条の命令に従いベネズエラを守る。」 

と宣言した。 

 

 

「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党

（UNT）」は共同で２０２２年１月４日に野党国会は消

滅するとの認識を表明している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.665」）。 

 

PJ、AD、UNT に所属する議員は野党国会の過半数を占

める。３党が消滅を望むのであれば賛成多数で野党国会

は消滅する。 

 

仮に２０２２年１月に野党国会が消滅した場合、グアイ

ド議長は国会議長ではなくなる。 

 

そして、グアイド議長が暫定大統領でいる根拠はグアイ

ド議長が国会議長であることが前提にある。 

 

つまり、ベネズエラ憲法に従えば、グアイド政権は消滅

することになるだろう。 

 

憲法をストレートに理解すれば上記の結論に至るが、解

釈を歪めることで暫定政権の存続を何となく正当化す

ることも可能だろう。 

 

経 済                        

「カリブ海向けのセメント輸出を振興」           

 

マドゥロ大統領は、モナガス州にある「セメント社会主

義公社」の工場と中継をつなぎ、２０２２年からベネズ

エラのセメントをカリブ海に輸出すると発表した。 

 

また、現在セメント取引にはマフィアが関与していると

指摘。マフィアによる取引実態を明らかにし、取り締ま

るよう要請した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee735cceacf43d33642cc62c71f97ea5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf
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ただし、「セメント労働者連盟（Fetracemento）」のオー

ランド・チリノス代表によると、ベネズエラのセメント

生産能力は１０００万トンだが、現在は１０分の１の１

００万トンしか生産できていないと指摘している。 

 

「ADANE ベネズエラ自動車市場の状況を説明」         

 

１１月１０日 「ヌエバエスパルタ州自動車販売連盟

（ADANE）」のカルロス・マリン代表は、ラジオ番組

「Union Radio」に出演。 

 

ベネズエラの自動車販売は著しく減退したと指摘。 

ただし、２つのブランドについてはやや回復がみられる

と述べた。 

 

具体的なブランド名は明言しなかったが、１つは中国か

ら輸入されるピックアップタイプ、２つ目は日本の輸入

車。これらの自動車価格は１．５万～１．８万ドルだと

いう。 

 

また、国内の自動車組み立て工場を再開するためには、

国際的な標準に合わせるために施設を改修する必要が

あると指摘。それなりの投資費用が必要になるとの見解

を示した。 

 

他、現在は小規模ながら自動車販売に対する融資を行う

代理店が現れ始めていると指摘。 

 

加えて、中古車市場が拡大していると指摘。 

要因は、外国に移住する人が車を手放していること。 

また、外国で５年落ちで売却される中古車、特に米国の

競売で落札された自動車がベネズエラに流れていると

した。 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 歳出を削減しインフレ抑制」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.675」「No.676」で紹介した

通り、ベネズエラのインフレ率はここ数カ月比較的安定

している。 

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロ氏は、「恐らくマドゥロ政権は、ボリバル建ての無計

画な歳出がインフレを起こしているとようやく気付い

たようだ。」と評価。インフレが抑えられている理由に

ついて、マドゥロ政権の歳出が減少していることが主な

要因と説明した。 

 

オリベロ氏は、ここ数カ月マドゥロ政権の経済政策に変

化がみられると指摘。加えて、経済のドル化によりハイ

パーインフレが抑えられているとした。 

 

一方で、マドゥロ政権が行っている融資に関する規制を

取り除くよう提案。融資が無くては経済成長は不可能と

指摘。我々は最悪の危機下にあるとは言わないが、回復

と呼ぶにはまだまだ早いとの認識を示した。 

 

社 会                        

「カラカスなど複数の州で一斉停電」           

 

１１月１０日午前 カラカス他、複数の州で停電が起き

た。 

 

カ ラ カ ス で 停 電 が 確 認 さ れ た の は 、 El Rosal 、 La 

Castellana、La Florida、Las Palmas、Los Geranios、La 

Unión、El Hatillo。 

 

またスリア州、ミランダ州、ラグアイラ州、アラグア州、

タチラ州でも停電が確認された。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3d39b03db65e59cbcb9a965896dbfb58.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee735cceacf43d33642cc62c71f97ea5.pdf
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ネストル・レベロール電気エネルギー相は「電気供給網

が攻撃を受け、少なくともカラカスの電力供給が３０％

落ちた」と説明している。 

 

２０２１年１１月１１日（木曜）              

政 治                       

「MUD オカリス候補 ミランダ州知事選を辞退    

    ～Datanalisis 野党は５州で勝算あり～」        

 

これまで何度か紹介していたミランダ州の野党統一候

補争いに終止符が打たれた。 

 

１１月１１日 「野党統一連合（MUD）」が擁立したミ

ランダ州知事候補のカルロス・オカリス氏は、ミランダ

州知事選への出馬を辞退すると宣言した。 

 

「私のミランダ州知事選への出馬は、希望を作り上げる

ものでなければならない。私は投票の道を回復するべき

だと確信している。残念だが出馬を放棄しなければいけ

ない。世論調査で私を支持してくれた人々に告げる。 

あなたが支持してくれた候補は、あなた方を最優先に考

えている。」 

 

これによりミランダ州知事選は、与党 PSUV の推薦す

るエクトル・ロドリゲス現ミランダ州知事とウスカテギ

候補の事実上の一騎打ちとなる。 

 

当初より野党からオカリス氏とウスカテギ氏が出馬す

ることで野党支持者の票が分散し、与党のロドリゲス候

補に有利になるとの指摘があったが、この懸念が解消さ

れたことになる。 

 

なお、非公式ながらミランダ州知事選以外にもミランダ

州スクレ市の市長候補など FV と MUD で統一候補の擁

立で合意に至った市があるという。 

 

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は

州知事選について野党の大敗を予見しているが、全ての

州で敗北が濃厚なわけではないと説明。 

 

特にミランダ州、スリア州、ララ州、メリダ州、ヌエバ

エスパルタ州では当選する可能性があると指摘した。 

 

個人的にはララ州は厳しい印象を受けているが、タチラ

州は野党候補が当選できるのではないだろうか。 

 

「CITGO 元役員６名 ４年越しで裁判を開始」           

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、１１月１

６日に、２０１７年に「ベネズエラにとって不利な契約

を締結しようとした」との理由で拘束された PDVSA の

米国子会社 CITGO の役員６名（当時）の裁判がカラカ

スで行われると報じた。 

 

彼らは拘束されて以降、裁判が行われていなかったが４

年越しで裁判が行われることになる。 

 

先日「国際刑事裁判所（CPI）」の Khan 検事は、「マド

ゥロ政権が、人道に対する罪を犯したかどうかの調査を

開始する」と発表した。 

 

裁判をすることなく拘束し続けることも人権侵害と認

識されており、ネガティブな材料を解消するため裁判を

始めると思われる。 

 

なお、CITGO 元役員６名は全員ベネズエラ人だが、マ

ドゥロ政権に知らせることなく米国籍を取得していた

ようで、全員が米国人でもある。そのため米国政府が引

き渡しを求めており、外交問題に発展している。 

 

この構図は先日カボベルデから米国に引き渡されたア

レックス・サアブ氏と似ている。 
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アレックス・サアブ氏はコロンビア人だがマドゥロ政権

はベネズエラ国籍を取得していると主張。また、サアブ

氏は外交官であると訴え、外交官の拘束はウィーン条約

違反であると指摘していた。 

 

経 済                       

「政府 新規起業支援ポータルサイト開設」            

 

マドゥロ政権は企業家を支援するポータルサイト

「Emprender Juntos」を開設した。 

 

同サイトでは、起業家の登録、ネットワーク構築、融資

を支援するという。また、起業に必要な知識を覚えるた

めの授業なども行うという。 

 

現在登録されている業種としては、特に食品製造業が多

いようで、アルコールメーカーや食品メーカー、持ち帰

りやデリバリー専門店などが紹介されている。 

 

特に地ビールメーカーが多いようで「Cerveza Kozaka」

「Cerveza Doble A」「Cerveza Aldarra」「Cervesa Dos 

Leones」などあまり馴染みのない名前のメーカーが紹

介されている。 

 

 

（写真）Emprender Juntos 

 

 

同サイト立ち上げに先駆けて１１月１０日にマドゥロ

大統領は地ビールを試飲するイベントに参加。国会に対

して地ビール産業を促進するための法律改定をするよ

う提案した。 

 

「食品業界 ２０２１年は回復」            

 

「ベネズエラ食品工業商工会（Cavidea）」のアルバロ・

ブルゴス代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に

出演。 

 

同団体に加盟する食品製造業が扱う１３品目の業績が

上向いていると述べた。 

 

特に小麦粉、とうもろこし粉、米、いわしなどの加工品

販売が好調で、２０２２年の生産は更に拡大するとの見

通しを示した。 

 

ただし、２０２１年のベネズエラの食品生産はピークだ

った２０１２年の５分の１だという。また、外国からの

輸入食料品との競争が続いているとした。 

 

「外国製品との競争は簡単なことではなく、現在の状況

がとても良いとは言えない。しかし、製造に必要な原材

料を無税で調達することが出来ており一定のメリット

がある。２０２２年は今年よりも良くなる見通しだ」 

と述べた。 

 

「ベネズエラ初 Finagro 畜産業を証券化」         

 

畜産系の投資会社「Finagro」が証券市場を通じて「畜産

投資デジタル証明書（Certificado Digital de Inversión 

Ganadera (CDIG)）」５００枚を発行するという。 
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今回のような証券の発行はベネズエラ史上初めてだと

いう。仕組みを詳しく理解できていないが、CDIG を購

入することで畜産業に投資ができるという。 

 

CDIG１枚は牛５０頭分。投資金額は１ドルから始めら

れるという。購入希望者はベネズエラの証券システム

「SIDEME」やベネズエラ証券取引所が運営する「Pi 

Markets」というアプリケーションから購入するようだ。 

 

利回りは１８０日償還で年利８．７８％を予定している

という。 

 

なお、「証券監督局（SUNAVAL）」に承認されており、

ベネズエラ国内で承認された正当な証券発行だという。 

 

社 会                       

「全国的にカフェテリア経営がブーム」            

 

「ロイター通信」は、ベネズエラの経済ドル化が定着し、

カフェテリア経営がブームになっていると報じた。 

カラカスだけではなく全国的にカフェテリアが増えて

いるという。 

 

カラカスには以前からカフェテリアは存在していたが、

アルゼンチンなど近隣国と比べて、カフェテリアはそこ

まで多くなかったという。 

 

経済危機以前、ベネズエラ人は娯楽としてレストランに

通っていたが可処分所得の低下によりレストランを止

めてより安価に楽しめるカフェテリアに需要がシフト

しているという。 

 

バリスタ協会の Pietro Carbone 代表は、「カフェテリア

経営を志す人が増えている」と指摘。「コーヒーをうま

くいれるために訓練を受ける人が増えている」と語った。 

 

 

ただし「顧客は価格と品質だけではなく、店の清潔さや

雰囲気も重視している」と言及。競争が激しくなってい

るとした。 

 

なお、一昔前ベネズエラはコーヒーの輸出国だった。 

しかし、価格統制や国営化でコーヒー産業は減退してい

る。価格統制が緩和されたことでコーヒー農家の利益は

以前より増えたがそれでも現在の年間生産量は５０万

キンタル（１キンタル４６キロ）。１５年前の半分だと

いう。 

 

「３年で生徒１２０万人、教員１６．６万人減」         

 

アンドレスベジョ・カトリック大学の「教育イノベーシ

ョンセンター（CIED）」の調査によると、この３年間で

１２０万人生徒が減少、教員は１６．６万人減少したと

いう。 

 

CIED のエドゥアルド・カンテラ部長は、２０１８年に

小・中学校の学生は７７１万人いたが、２０２１年には

６５０万人まで減少したと指摘。つまり３年間で１２１

万人（１５．６％）減少したことになる。 

 

教員は２０１８年時点で６６．９万人いたが、２１年に

は５０．３万人に減少。つまり、約１６．６万人（２５％）

減少したという。 

 

生徒、教員が減った１つの理由は外国への移住。減少の

４０％は外国への移住、６０％はベネズエラに留まって

いるものの様々な理由で離れたという。 

 

また学校には十分な教育設備が整っておらず、保健室、

インターネット環境、楽器、研究室、電力、水などが不

足しているという。 

 

以上 
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