
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１１月１４日～１１月１５日報道         No.８３３   ２０２２年１１月１６日（水曜） 

1 / 7 

（写真）統一プラットフォーム “予備選挙運営委員会を正式に発足” 

 

 

２０２２年１１月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「急進野党 大統領選の早期実施を支持 

～予備選は CNE が協力しない手作業集計～」 

「カベジョ PSUV 副党首 与野党協議を支持」 

経 済                     

「製鉄公社 SIDOR 稼働率は３５～４０％」 

「Telefonica 今後２年間で２．７億ドルを投資」 

「１０月のベネズエラ産油量 日量６８万バレル」 

「ベネズエラ レストラン開業がブーム」 

社 会                     

「ヤラクイ州・メリダ州で豪雨被害」 

２０２２年１１月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「野党 予備選運営委員会を正式に発足」 

「PJ 予備選候補を決めるための党内投票か」 

「ウルグアイ 在ベネズエラ代表大使を任命」 

経 済                    

「中央銀行 外貨供給せず為替レート高騰 

～年末には１ドル１３～１４ボリバルも～」 

「２２年 自動車組み立て台数は６２台」 

「ロイター 制裁タンカーをベネズエラで確認」 

社 会                    

「公共サービス料金 １年間で２１３％増」 
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２０２２年１１月１４日（月曜）             

政 治                       

「急進野党 大統領選の早期実施を支持        

  ～予備選は CNE が協力しない手作業集計～」       

 

これまでマドゥロ政権下での選挙参加について強く拒

絶してきた急進野党だが、国際情勢やベネズエラ情勢の

変化を鑑みて、マドゥロ政権下でも選挙に参加する方針

に切り替えている。 

 

また、急進野党はこれまで主要野党と違って政治の矢面

に立っていないことから否定的な報道は少なく、主要野

党の勢いが落ちたことで相対的に勢力を伸ばしており、

野党統一候補を決める予備選挙では番狂わせが起こり

得るような印象がある。 

 

１１月１４日 この急進野党に属するカルデロン・ベル

ティ氏は、マドリッドの講演会でベネズエラ問題につい

て、 

「ベネズエラでは早期に民主主義と国家権利を回復す

る必要がある。そのためには出来るだけ早く国際社会が

監視する透明性の高い選挙を実施する必要がある。」 

と言及。大統領選の早期実施を求めた。 

 

また、「マドゥロ政権は交渉を通じて政治犯らに恩赦を

与えることが可能だろう。現在のベネズエラでここまで

多くの政治犯を収容する理由はない。」と言及。 

 

野党について「２０１９年以降、野党は様々な失敗を犯

した。この失敗により政治的に大きな損失を被った。」

と指摘。 

 

具体的な失敗として「野党は内側を向いた」と指摘。野

党内部の事情で物事を決め、国民に目を向けなかったと

指摘。官僚的な構造が出来てしまい、汚職が生まれ、国

民が失望するようになったとの見解を示した。 

また、急進野党グループの代表として野党の予備選挙に

出馬を表明している「Vente Venezuela」のマリア・コ

リナ・マチャド党首は、改めて自身が予備選挙に出馬す

る意思があると主張。 

 

ただし、予備選挙は「選挙管理委員会（CNE）」が介入

しない、手集計での開票が必要と要求した。 

 

「CNE が介入することのない手集計での開票が行われ

ることを望んでいる。また、外国にいるベネズエラ人を

含めて、全てのベネズエラ有権者が予備選挙に参加でき

るよう求める。」と発言した。 

 

主要野党率いる「統一プラットフォーム」は、２０２３

年６月末に予備選挙を行う方向で準備を進めており、２

３年に入れば野党は予備選挙に向けた動きを本格化さ

せるだろう。 

 

「カベジョ PSUV 副党首 与野党協議を支持」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.832」で紹介した通り、

パリで与野党協議団の代表が会合を行った。ただし、現

時点では協議再開は発表されていない。 

 

１１月１４日  与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」のナンバー２のディオスダード・カベジョ副

党首は、記者会見を実施。与野党協議の再開を支持する

意向を示した。 

 

カベジョ副党首は、マドゥロ大統領よりも強権的で野党

との協議にも前向きな方針を示してこなかったが、一定

の理解を表明した意味は小さくない。 

 

ただし、「ベネズエラ政府は、協議を通じてベネズエラ

国内の政治プロジェクトを後退させるようなことはし

ない」と主張。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c58f03f81056a59da114408fce18aac9.pdf
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マドゥロ政権が弱気な交渉を行うことを許容しないと

釘を刺した。 

 

また、フランスでマドゥロ政権と協議を行うと同時にマ

ドゥロ政権関係者への制裁を１年延長した欧州連合の

決定について、皮肉を込めて「とても賢い」と述べた。 

 

なお、カベジョ副党首は大統領選の早期実施について

度々言及しており、今回の会見でも 

「CNE が来年５月、６月に大統領選をするのであれば、

我々はその大統領選に勝利する準備が出来ている」と発

言。大統領選の早期実施を歓迎する意向を示した。 

 

経 済                        

「製鉄公社 SIDOR 稼働率は３５～４０％」           

 

原油以外の資源品目を管轄する「国営ガイアナ公社」の

ペドロ・マルドナード社長は、製鉄公社「SIDOR」の工

場稼働率について３５～４０％と説明した。 

 

「工場全体の稼働率は４０％程度だが、炉によっては稼

働率が８０％のケースもある」と述べた。 

 

また、米国の制裁を受けて稼働率は著しく低下したが、

労働者の努力により状況は改善していると指摘。 

「１０月の鉄の生産量は８．５万トン、１１月最終週に

は新たに２つの炉が稼働する。１２月には１７．５万ト

ンの鉄が生産される見通し」と説明。 

 

鉄の生産量が更に増加するとの見解を示した。 

 

また、２０２３年には年間で１８０万トンの鉄が生産さ

れるとの見通しを示した。 

 

 

 

 

「Telefonica 今後２年間で２．７億ドルを投資」         

 

スペイン系の通信サービス事業者「Telefonica Movistar 

Venezuela」のホセ・ルイス・ロドリゲス社長は、今後

２年間でベネズエラに２．７億ドル相当の投資を行うと

発表した。この投資額はこれまでの２倍になるという。 

 

「Telefonica」は、ベネズエラで「Movistar」という携

帯電話サービスを提供している。 

 

２．７億ドルの投資は、通信ネットワークの改良、設備

の最新鋭化に使用するという。 

 

ロドリゲス社長は、ベネズエラ経済について 

「ベネズエラ経済は再開のサインが見えている。我が社

はベネズエラの経済再開に関与していくことを望んで

いる。」との見解を示した。 

 

「１０月のベネズエラ産油量 日量６８万バレル」                  

 

１１月１４日 OPEC は、加盟国の２２年１０月の産油

量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、１０月のベ

ネズエラの産油量は先月から日量９０００バレル増え、

日量６７．９万バレル。 
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一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した１０月の

産油量は先月から５．１万バレル増え、日量７１．７万

バレルだったとしている。 

 

なお、ベネズエラ産原油の代表的な油種「Merey」の２

２年１０月の平均価格は先月の１バレル７３．７ドルか

ら２．１４ドル下がり、１バレル７１．５６ドルだった

としている。 

 

 

（写真）OPEC 

 

「ベネズエラ レストラン開業がブーム」         

 

「ベネズエラ・レストラン商工会」のイバン・プエルタ

代表は、ベネズエラでレストラン業界に参入する起業家

が増加していると指摘した。 

 

ただし、一時は出店すれば売れる時期はあったが、最近

では状況が変わっており、開業してすぐに閉店する店も

多いとの見解を示した。 

 

プエルタ代表によると、レストラン開業がブームになり

始めたのは１年ほど前からだという。 

 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」が、レストラン業界

の有識者に確認した情報によると、２０２２年だけでも

２００のレストランが開業したという。 

 

２０２２年に入りレストラン開業ラッシュが起きた理

由について、１つ目に「Covid-１９を理由に開業を延期

していた会社が溜まっていたこと」を挙げた。 

 

また、２つ目の要因は、「開業ラッシュが続いているこ

とでレストラン開業を考えていなかった人もブームに

乗ってレストランを開業し始めたこと」と指摘した。 

 

３つ目の要因として、最近では「薬局とレストラン、カ

フェが併設するなど、小売店と併設した飲食スペースが

増えていることもあり、レストラン開業が増加している」

との見解を示した。 

 

プエルタ代表は、レストラン開業がブームになっている

点について「良いこととも悪いこととも考えていない」

と指摘。ただし、レストラン業界や収益見込みについて

よく考えることなく始める人も多く、４カ月ほどで経営

が続かなくなるケースも散見されると警鐘を鳴らした。 

 

社 会                        

「ララ州・メリダ州で豪雨被害」           

 

ベネズエラでの豪雨災害は今も続いている。 

 

今週はララ州とメリダ州で豪雨被害が確認された。 

 

１１月１２日 豪雨の影響でララ州とヤラクイ州をつ

なぐ道路が崩落。ララ州のアドルフォ・ペレイラ知事は、

自身のソーシャルメディアアカウントにて、「州都イリ

バレンの道路 Carretera Duaca a Aroa が崩落した」と投

稿。道路の利用を控えるよう求めた。 
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（写真）Fredyandreadea 

“崩落した Carretera Duaca a Aroa 道路の様子” 

 

他、メリダ州のジェイソン・グスマン知事は、豪雨によ

り女児１名、４０歳男性、２９歳女性が溺死したと発表

している。 

 

 

（写真）JEYSONGUZMAN 

“豪雨被害を受けたメリダ州の様子” 

 

２０２２年１１月１５日（火曜）              

政 治                       

「野党 予備選運営委員会を正式に発足」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.831」にて、野党が予備選

挙の運営委員会メンバーを決定としたとの記事を紹介

した。 

 

１１月１５日 「統一プラットフォーム」は、カラカス

のエルアティージョ市にて、予備選挙運営委員会の発足

式を開催した。 

 

運営委員会の代表は、憲法専門家のヘスス・マリア・カ

サル氏。 

 

 

 

副代表は、「商業サービス商工会（Consecomercio）」の

代表を務めたこともあるマリア・カロリーナ・ウスカテ

ギ氏が就任した。 

 

 

 

運営委員会は、上記２名と以下の役員３名。 

Corina Yoris 氏（大学教授） 

Carmen Martinez 氏（野党連合の女性部代表） 

Ismael Vigil 氏（政治学者） 

 

他、５名の代理役員の計１０名で運営されるという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b139f14e022942e350a24fdcaa78b6b6.pdf
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「PJ 予備選候補を決めるための党内投票か」           

 

１１月１５日 「第一正義党（PJ）」のファン・パブロ・

グアニパ氏が、予備選挙に出馬する PJ の代表候補を決

めるための選挙を実施するべきとの見解を表明した。 

 

グアニパ氏に先立ち、同じく予備選挙に名乗りを上げて

いる PJ のカルロス・オカリス候補も選挙実施を呼びか

けている。 

 

PJ 内で出馬候補に挙がっているのは、グアニパ氏とオ

カリス氏の他に元ミランダ州知事のカプリレス氏がい

る。ただし、カプリレス氏は立候補を明言していない。 

 

恐らくカプリレス元知事は選挙を行うことなく、内部の

話し合いで自身が候補に選ばれることを望んでいると

思われる。 

 

しかし、グアニパ氏、オカリス氏がそれを拒むため敢え

て出馬を表明し、選挙を通じて代表を決めることを求め

ていると思われる。 

 

なお、予備選挙のスケジュールでは、２０２２年１２月

中に各政党は党内の代表候補を決めることになってい

る。 

 

PJ を除く主要野党はほぼ候補者が決まっている。仮に

選挙を行うとすれば、あと１カ月で選挙を行う必要があ

り、時間的、人員的にかなり厳しい印象がある。 

 

「ウルグアイ 在ベネズエラ代表大使を任命」           

 

１１月１５日 ウルグアイは、在ベネズエラ・ウルグア

イ代表大使を任命した。 

 

 

 

在ベネズエラ・ウルグアイ大使に任命されたのは、ウル

グアイ与党「国民党」の Eber da Rosa 氏。 

 

ウルグアイのルイス・ラカジェ大統領は、グアイド暫定

政権をベネズエラ政府と認識しており、これまでマドゥ

ロ政権をベネズエラ政府と認識してこなかったが、方針

を変えたとみられる。 

 

ラカジェ大統領は、グアイド暫定政権の政府認識につい

ては特に触れなかったものの、「我々が行ったのは大使

の任命だけだ。我が国の外交団はキューバにもいる。」

と言及。 

 

「ベネズエラは独裁下にあり、我が国のスタンスは変っ

ていない。マドゥロが変らない限り、私の意見は変らな

い」と説明した。 

 

経 済                       

「中央銀行 外貨供給せず為替レート高騰         

  ～年末には１ドル１３～１４ボリバルも～」            

 

今週に入り、ベネズエラ中央銀行が為替レートへの介入

を減らしているという。 

 

これまで中央銀行は為替レートの高騰を抑えるため、両

替市場に外貨を投入していたが、今週は外貨を投入して

いないという。 

 

これにより並行レートは先週比２２．２％ボリバル安に

なり、公定レート（両替テーブル）は同９．７５％ボリ

バル安になっている。 

 

１１月１５日時点で公定レートは１ドル９．４３ボリバ

ル。一方、並行レート（Dolar Today）は１ドル１１ボ

リバルとなっている。 
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中央銀行は１２月まで１ドル１０ボリバルを維持する

と指摘されていたが、かなりの介入をしなければ１ドル

１０ボリバルを維持するのは困難。専門家の見方では、

１２月末には１ドル１３～１４ボリバルになるという。 

 

通常、この時期はボリバル安が加速しやすい。 

 

理由は、クリスマス賞与を支払う時期に当たるので、市

中に大量のボリバル通貨が流通するため。 

 

為替レートがボリバル安になると、インフレが加速する

ことになるため、再びインフレ加速懸念が生じている。 

 

「２２年 自動車組み立て台数は６２台」         

 

「ベネズエラ自動車生産組合（Favenpa）」のオマール・

バウティスタ代表は、２０２２年１～１０月までのベネ

ズエラ国内の自動車組み立て台数について６２台と述

べた。具体的な会社名は明言しなかったが、この６２台

はバス、大型車だという。 

 

また、現在ベネズエラは輸入車の販売が一般的で毎年５

０００台ほどが販売されているが、２０２２年は６００

０台になるとの見通しを示した。 

 

他、ベネズエラからの自動車部品の輸出について、現在

は年間１，０００万ドル程度で輸出は多くないと指摘し

た。 

 

「ロイター 制裁タンカーをベネズエラで確認」         

 

米国政府は、１１月初めに「ヒズボラ」「イラン革命防

衛軍」の取引に協力したとして５隻のタンカーおよび関

係者に制裁を科したという。 

５隻のタンカーの名前は「Bueno」「B Luminosa」

「Bluefins」「Boceanica」「Rain Drop」。 

 

これらのタンカーは、元々ジブチ、クック諸島籍のタン

カーだったようだが、制裁を受けて国籍を失ったという。

また、国際海洋法によると、国籍を持たない船舶は海洋

を運航してはいけないことになっているようだ。 

 

ロイター通信によると、この５隻のうち４隻がベネズエ

ラ海域で発見されており、PDVSA が原油輸出で使用し

ていると報じた。 

 

社 会                       

「公共サービス料金 １年間で２１３％増」            

 

物価調査を行っている団体「CENDA」は、２０２１年

９月～２２年９月にかけて、公共サービス料金が２１２．

８８％増加したと報じた。 

 

CENDA によると、現在５人家族が生活するために必要

な公共サービス（ガス・水・電力・電話・交通）などの

支出は月額４１９．２３ボリバル。ドルに換算すると約

４０ドルに相当する。なお、２１年９月時点では、この

コストが１３３．９９ボリバルだったとしている。 

 

 

（写真）CENDA 

 

以上 


