
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１１月９日～１１月１０日報道          No.８３１   ２０２２年１１月１１日（金曜） 

1 / 7 

（写真）Semana “在ベネズエラ・コロンビア大使 グアイド暫定大統領を侮辱し謝罪” 

 

 

２０２２年１１月９日（水曜） 

 

政 治                     

「野党 予備選挙の運営委員会を決定 

～予備選投票 最有力候補は急進野党？～」 

「コロンビア大使 グアイド議長を侮辱し謝罪」 

「野党協議団 パリ平和フォーラムに参加」 

経 済                     

「原油輸出減少の一方でルペルティ氏事業拡大 

～原油輸出の収入減少をコークス輸出で補完～」 

「ペトロ政権 米に Conviasa のライセンス求める」 

社 会                     

「マラカイボ ガイタのギネス記録を達成」 

２０２２年１１月１０日（木曜） 

 

政 治                    

「国連 ２２年１～９月に約２００万人を支援 

～カラカス―ラグアイラ間で土砂崩れ発生～」 

経 済                    

「CITGO 第３四半期の純利益は４．８億ドル」 

「与党国会 Cemex、Orinoco 労働者の要求棄却」 

「外貨準備 １００億ドルを下回る」 

社 会                    

「Encovi ベネズエラの貧困は１８年レベルに」 

「ベネズエラ人が Visa なしで入国できる国」 

「ベネズエラ マスク着用者は９割近く」 
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２０２２年１１月９日（水曜）             

政 治                       

「野党 予備選挙の運営委員会を決定            

  ～予備選投票 最有力候補は急進野党？～」       

 

１１月９日 主要野党を中心とする統一プラットフォ

ームは、２３年６月末に予定している予備選挙の運営委

員会のメンバーを発表した。 

 

委員会メンバーに選ばれたのは５名。選定委員会の全会

一致で決定した。 

 

本メンバー: María Carolina Uzcategui 

代理: Mildred Camero 

 

本メンバー: Jesús María Casal 

代理: Rafael Arraiz Lucca 

 

本メンバー: Corina Yoris 

代理: Guillermo Tell 

 

本メンバー: Carmen Martínez de Grijalva 

代理: Víctor Márquez 

 

本メンバー: Ismael Pérez Vigil 

代理: Roberto Abdul 

 

メンバーの中で筆者が認識している人はいない。 

 

現地メディア「Maduradas」では、右の顔写真が掲載さ

れており、本メンバーの写真と思われるが、どの写真が

誰なのか確認できなかった。 

 

 

 

 

現地世論調査会社「Hercon Cosultores」が１１月に実施

した調査によると、予備選挙の投票意欲は２５％。 

選挙キャンペーンが始まる前に２５％というのは決し

て低くないという。 

 

既に予備選挙への出馬を表明している政治家は多いが、

そ の 中 で 最 も 支 持 が 高 い の は 急 進 野 党 「 Vente 

Venezuela」のマリア・コリナ・マチャド党首で１５％

の支持を得ている。 

 

次に多いのは、スリア州のマニュエル・ロサレス知事（新

時代党）とファン・グアイド議長（大衆意思党）で共に

１０％。次いで、エンリケ・カプリレス元ミランダ州知

事が７％という結果が出ている。 

 

マチャド党首は、マドゥロ政権との協議を否定している。

協議を否定した状態で大統領選に参加することは考え

にくい。マチャド党首であればなおさら選挙に参加しな

いだろう。マチャド党首が当選した場合、大きく荒れる

ことが予想される。 

 

なお、現時点で予備選挙は得票率上位２名で決選投票を

行うのか決まっていない。決選投票が行われるかどうか

も大きなポイントになるだろう。 

 

 

（写真）Maduradas 
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「コロンビア大使 グアイド議長を侮辱し謝罪」         

 

１１月８日  在ベネズエラ・コロンビア大使館の

Armando Benedetti 大使は、「Efecto Cocuyo」のインタ

ビューに対応。 

 

このインタビューの際、グアイド暫定大統領を侮辱した

として問題になっている。 

 

Benedetti 大使は、インタビューで 

「グアイドは私からすると常におろか（Pendejo）に見

える」「グアイドは私を攻撃してきた。あの怠け者

（Huevon）がだ。」「私がカラカスに到着した際、グア

イドについて彼は一般人だと指摘した。私は彼（グアイ

ド）について大使に就任する以前から愚か（Pendejo）

だと考えていた。」 

等の見解を示した。 

 

「Pendejo」「Huevon」という言葉は中南米のスラング

で侮辱的な意味合いが強い。 

 

この発言を受けて、野党統一プラットフォームは、

Benedetti 大使に対して、グアイド暫定大統領を含めて

全てのベネズエラ人に敬意を払うよう要請。 

 

この発言の翌日１１月９日、Benedetti 大使は前述の発

言について「言及するべきではなかった。野党とグアイ

ド氏自身に対して謝罪しなければならない。適切な表現

ではなかった。」と謝罪する声明を発表した。 

 

なお、前述の発言を受けて、コロンビアのペトロ大統領

から Benedetti 大使に対して苦言の連絡が合ったとも補

足されている。 

 

個人的には欧米諸国のマドゥロ大統領に対する発言は

「Pendejo」「Huevon」以上にひどい気はしている。 

 

「野党協議団 パリ平和フォーラムに参加」                  

 

野党統一プラットフォームは、野党協議団のヘラルド・

ブライ元代表らが、１１月１１日～１３日にかけてフラ

ンスのパリで開催される「パリ平和フォーラム」に出席

すると発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.830」の通り、マドゥ

ロ大統領は与党からホルヘ・ロドリゲス国会議長を派遣

するとマクロン大統領に直接伝えており、与野党協議が

実現することになりそうだ。 

 

野党統一プラットフォームによると、両協議メンバーは、

同日の協議を通じて、メキシコでの協議再開プロセスに

ついて議論するという。同様に社会・政治的な混乱を収

束させるため、緊急的に合意を交わす必要があるとの認

識を確認するという。 

 

なお、コロンビアのペトロ大統領も両者の協議を仲裁す

る意思を表明しており、協議で何らかの役割を果たす可

能性がある。 

 

経 済                        

「原油輸出減少の一方でルペルティ氏事業拡大   

 ～原油輸出の収入減少をコークス輸出で補完～」           

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」は、ベネズエ

ラは原油価格高騰の中で原油輸出を拡大させることが

出来ず、潜在的に大きな収益機会を逸していると指摘

（原油価格と原油輸出量については次ページのグラフ

参照。なお、原油輸出量（推定値）は、ロイターの発表

値を参考にしている）。 

 

原油輸出が減少している一方で、「コークス」の輸出が

増えていると補足。この「コークス」はウィルメル・ル

ペルティ氏が輸出しているとした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/110502197d52f7539cded6d7eaec109a.pdf
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ウィルメル・ルペルティ氏は、故チャベス政権時代から

積極的に与党を支援する企業家で、２００２年にベネズ

エラで大規模な PDVSA 労働者のストライキが起き、深

刻なガソリン不足に陥った際には、ルペルティ氏がガソ

リン燃料を他国から調達したことで故チャベス元大統

領は危機的な状況を脱することが出来たと言われてい

る。 

 

ルペルティ氏は現在も PDVSA 関連のビジネスを継続

しており、２０２２年には「Maroil」（ジュネーブの会

社）という会社を通じて大量のコークスを輸出している

という。 

 

 

（写真）Ecoanalitica 

 

「ペトロ政権 米に Conviasa のライセンス求める」                  

 

１１月７日から２年８カ月ぶりにボゴターカラカス間

の運航が再開した。 

 

コロンビアの国営航空会社「Satena」の運航は再開した

が、ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」の運航は再開

できていない。 

 

コロンビアの Guillermo Reyes 交通相は、「Conviasa」

の運航再開について、「終わった議論ではない。Conviasa

の運航再開については協議をしなければならないこと

が多い。」と発言。 

 

「在ベネズエラ・コロンビア大使館の Benedetti 大使を

通じて米国に対して Conviasa の運行再開を要請してい

る。 

 

数週間前、ペトロ大統領は米国のアンソニー・ブリンケ

ン国務長官と協議を行った。また、在米コロンビア大使

も米国政府に働きかけている」と補足した。 

 

なお、Conviasa はペルー、メキシコやカリブ海諸国への

定期便は存在している。これらの国は米国から制裁ライ

センスを受けているのかもしれないが、上記の国の運航

をするにあたり制裁ライセンスが必要になるという話

は聞いていなかった。 

 

コロンビアの場合のみ制裁ライセンスが必要になって

いるようで違和感を覚えるところだ。 

 

社 会                        

「マラカイボ ガイタのギネス記録を達成」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.828」にて、１１月８日に

マラカイボでガイタミュージシャンが一斉に集まり、

「世界で一番大きなガイタ演奏会」のギネス記録にチャ

レンジするとの記事を紹介した。 

 

１１月８日 予定通りスリア州マラカイボでガイタの

演奏会が開催され、２５０名が参加。正式にギネス記録

を達成したという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9432b04284d9101bd680e520283edbfe.pdf
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（写真）ラファエル・ラミレス・マラカイボ市長 

 

２０２２年１１月１０日（木曜）              

政 治                       

「国連 ２２年１～９月に約２００万人を支援          

  ～カラカス―ラグアイラ間で土砂崩れ発生～」        

 

国連の人道問題調整事務所は、２２年１月～９月にかけ

てのベネズエラでの支援実績を公表。 

 

同事務所が行った事業を通じて、児童・青年７１．５万

人、成人（１８歳～５９歳）８７．１万人、高齢者（６

０歳超）４５．４万人、合計で約２０４万人が支援を受

けたとした。 

 

 

うち約１９０万人は飲料水や衛生用品の提供など衛生

分野の支援を受けたという。また、栄養補助を目的とし

たサプリメントの提供なども行ったという。 

 

食料配布を目的として１３７の非政府系団体などへの

支援を行ったという。うち９０団体はベネズエラ国内系

の団体、２６団体は外国の団体、１１団体はベネズエラ

で活動する国連関連の団体、２件は赤十字、８件はその

他としている。 

 

他、１０月に入ってから豪雨の影響で住居やインフラに

大きな障害が多発しており、これらの支援の必要性も強

調されている。 

 

１１月１０日もカラカスーラグアイラ間をつなぐ El 

Limon 地区で豪雨を理由とした土砂崩れが発生。複数の

住居が崩壊した（下写真）。 

 

マドゥロ政権も十分な支援ができるほど資金は無く、外

国の支援が必要な状況だが、マドゥロ政権へ支援を表明

する欧米諸国は少なく、復旧に時間がかかる見通しとな

っている。 

 

なお、マドゥロ政権はこの状況に対応するため、中央銀

行に復興用基金の口座を開設。ベネズエラ国内の金融機

関に対して災害支援用の資金拠出を求めている。 

 

（写真）@oorellana_1991 
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経 済                       

「CITGO 第３四半期の収益は４．５億ドル」            

 

米国にある PDVSA 関係会社 CITGO は２０２２年第

３四半期（７～９月）の営業実績を公表。 

 

同期の純利益は、４億７，７００万ドル。 

EBITDA は、８億４００万ドルと発表した。 

 

第２四半期は純利益１２．９億ドル、EBITDA は、１８．

６億ドルだったので減ってはいるが、引き続き業績は好

調のようだ。 

 

CITGO のカルロス・ジョルダ社長（グアイド暫定政権

が任命）は、「我が社の運営する製油所は引き続き安全

に運転を続けており、Lake Charles 製油所は原油精製量

でレコードを記録した。」と業績が好調であることをア

ピールした。 

 

他、「Lemont 製油所については、当初から予定されてい

た定期メンテナンスが完了し、運転再開後も問題なく稼

働している。」と説明した。 

 

また、業績が好調であるため、CITGO が抱えている債

務の返済は問題なく可能であり、配当金を支払うことも

可能と指摘した。 

 

「与党国会 Cemex などの元労働者要請を棄却」         

 

与党国会の社会保護・労働委員会は、「Cemex」「Faja 

Petrolera del Orinoco」の元労働者から受けている全て

の労働債務の支払い訴訟を棄却すると決定した。 

 

債務支払い要請が棄却された理由として、元労働者が法

的に訴えを起こさなければいけなかった期間を過ぎて

いることを挙げた。 

 

社会保護・労働委員会のコロモト・チャコン議員は、

「Cemex」「Faja Petrolera del Orinoco」の役員らと面談

し、元労働者からの支払い訴訟が棄却されると説明。 

あらゆる元労働者への負債が解消されるとした。 

 

今回の決定にどのような背景があるのかは不明だが、マ

ドゥロ政権が労働者側に不利な決定を下すのは珍しい

気がする。 

 

「外貨準備 １００億ドルを下回る」         

 

ベネズエラの外貨準備は長らく１００億ドルを少し超

える水準で維持されていたが、１０月に入ってから１０

０億ドルを下回る日が増えている。 

 

１１月９日の外貨準備（暫定値）は９９億９，４００万

ドル。マクロ安定化基金（FEM）の３００万ドルを加え

て９９億９，７００万ドルとなっている。 

 

マドゥロ政権は為替レートを安定させるため、外貨準備

から両替市場に外貨を供給している。１２月はボリバル

安に傾きやすい時期で外貨準備が更に減少する可能性

がある。 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 
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社 会                       

「Encovi ベネズエラの貧困は１８年レベルに」            

 

非政府系団体「Encovi」は、２０２２年のベネズエラ国

民の生活実態調査アンケートの結果を公表。 

 

調査の結果、２２年のベネズエラの貧困人口は２０１４

年以降、初めて減少したという。 

 

２１年調査では「pobreza multidimensional（複数の観点

からの貧困）」に分類される人口は６５．２％だったが、

２２年調査では５０．５％に減少したという。 

 

また、「Pobreza por razon economicas（経済的な貧困）」

は２０１９年には６９％だったが、２０２２年調査では

５８％となっており、「経済的な貧困」は２０１８年に

近い水準になるという。 

 

食事摂取に問題がない家庭について、２０２０年は１１．

８％だったのが、２２年調査では２１．９％に増加した。 

 

全体的に経済は回復傾向にあるものの、今でもベネズエ

ラ国民の生活が厳しいことに変わりはなく、インフレも

引き続き世界で最も高い水準にあるとした。 

 

「ベネズエラ人が Visa なしで入国できる国」                  

 

ベネズエラ移民の増加を受けて、多くの国がベネズエラ

人の入国にビザの提出を求めるようになった。 

 

入国要件を紹介しているウェブサイト Passport Index

によると、制度上ベネズエラ人がパスポートの提示だけ

で入国できる国は現在６９カ国だという。 

 

具体的に、南米ではコロンビア・ブラジル・ボリビア・

パラグアイ・アルゼンチン。 

 

カリブ海だと、バルバドス・ドミニカ国・ジャマイカ・

バハマ。欧州だと、ポルトガル・スペイン・イタリア・

フランス・ドイツ・ベルギー・オランダだという。 

 

これらの国は９０日以内の滞在であればパスポートの

提示のみで入国が可能となっている。 

 

「ベネズエラ マスク着用者は９割近く」         

 

ここ最近、ベネズエラの Covid-１９新規感染者数は１

日２桁台で推移しており、Covid-１９の脅威を警戒する

雰囲気はほとんどなくなっている。 

 

しかし、現在も外出時は基本的にマスクの着用が呼びか

けられており、町では比較的多くの人がマスクを着用し

ているようだ。 

 

現地メディア「Ultimas Noticias」は、マスクの着用状況

についてアンケートを実施。「常に着用」と回答したの

は３１．１％、「密閉された環境でのみ着用」は３５．

４％、「付けたり、外したり」は２０．５％、「着用しな

い」が１３％と９割近くがマスク着用をしているようだ。 

 

 

以上 


