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（写真）イバン・ヒル外相 “１月１８日 ヒル外相、欧州各国の在外公館大使らと協議” 

 

 

２０２３年１月１８日（水曜） 

 

政 治                     

「サパテロ元西首相 アントニオ・エカリ氏支援？ 

～大統領選の野党候補になるよう演出？～」 

「マドゥロ政権外相 欧州大使らと協議」 

「カプリレス氏 “予備選挙は実施する“」 

「ブラジル 在ベネズエラ・商務官を任命」 

経 済                     

「外貨預金の３０％相当のボリバル建融資を許可」 

「外相 ペトロカリベ再開のため Caricom と協議」 

社 会                     

「カプリレス氏 恋人との結婚意思を表明」 

２０２３年１月１９日（木曜） 

 

政 治                    

「野党国会 米国担当に新時代党員を任命 

～国連担当は引き続きミゲル・ピサロ氏～」 

「予備選挙運営委 予備選予算はベネ人の寄付」 

「マドゥロ政権 引き続き国連での投票権なし 

～国連加盟拠出金 ７，６００万ドル滞納～」 

経 済                    

「モラレス SUDEBAN 長官 商業相に就任」 

「スクレ州 疫病でカカオ生産が３０％減少」 

「Chevron 2 隻目のナフサをベネズエラへ輸出」 

「レストラン業界 カラカスで１．２万人雇用」 
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２０２３年１月１８日（水曜）             

政 治                       

「サパテロ元西首相 アントニオ・エカリ氏支援？    

  ～大統領選の野党候補になるよう演出？～」       

 

スペインメディア「Moncloa」は、スペインのルイス・

ロドリゲス・サパテロ元首相が、ベネズエラの野党「鉛

筆同盟」の Antonio Ecarri 党首に対して資金援助を行っ

ていたと報じた。 

 

なお、「Moncloa」によると、Ecarri 党首は在スペイン・

ベネズエラ代表大使を務めたことのある Antonio Ecarri

氏（同名）の息子だという。 

 

「鉛筆同盟（AL）」は、主要野党率いる「統一プラット

フォーム」に所属しているが、実質的には方針やメンバ

ーとしての活動実態は見えず、独立系野党の立ち位置で

行動している政党である。 

 

「Moncloa」の記事では、サパテロ元首相が Ecarri 氏に

資金的な援助を行っている理由は、Ecarri 氏をマドゥロ

大統領に対抗する野党候補として知名度を上げること

を狙っているからだという。 

 

この前提として補足しておきたいのは、サパテロ元西首

相は故チャベス大統領と良好な関係にあり、マドゥロ大

統領とも度々面談する仲。 

 

サパテロ元首相は、「マドゥロ政権の擁護者」というレ

ッテルもある。 

 

つまり、サパテロ元首相の狙いは、２４年の大統領選で

Ecarri 党首に野党候補になってもらい、マドゥロ大統領

と一騎打ちを繰り広げ敗北してもらうか、あるいは野党

支持者の票を分裂させ、結果的にマドゥロ大統領に有利

にする意図があると示唆している。 

２２年１２月８日 マドゥロ大統領は Ecarri 党首と面

談を行っており、面談後に統一プラットフォームを批判

するような発言を行っていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.844」）。 

 

この報道を受けて、Ecarri 党首は記事の内容をフェイク

ニュースだと否定。 

 

「第一正義党（PJ）、行動民主党（AD）、新時代党（UNT）

が作ったでっち上げに違いない」と反論。今回の記事に

ついて名誉棄損で「Moncloa」を訴える可能性があると

言及した。 

 

 

（写真）@aecarrilapiz 

 

「マドゥロ政権外相 欧州大使らと協議」         

 

１月１７日 マドゥロ政権のイバン・ヒル外相は、欧州

連合各国の在ベネズエラ大使および欧州代表大使らと

会談を実施。 

 

ヒル外相は、今回の協議について、 

「我々は在カラカスの欧州各国大使らと礼儀ある会合

を実施した。相互の尊重、自国主権、協力意思、国際法

の原則に則った建設的な関係の再構築を目的とした率

直な意見交換だった。」 

と説明している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec9b17f189d65b0bb599279e0a01b458.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ec9b17f189d65b0bb599279e0a01b458.pdf
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欧州連合は、２０２１年よりグアイド暫定政権がベネズ

エラ政府というスタンスを停止している。 

 

ただし、マドゥロ政権がベネズエラの正当な政府という

認識は示しておらず、外交上の問題は依然として解消さ

れていない。 

 

グアイド暫定政権が正式に解散し、「Eni」「Repsol」の

ベネズエラでの活動再開も現実的な段階に来ているこ

ともあり、外交関係の改善が加速する可能性もありそう

だ。 

 

「カプリレス氏 “予備選挙は実施する“」                  

 

「ウィークリーレポート No.287」にて、「大衆意思党

（VP）」のレオポルド・ロペス党首が、「第一正義党（PJ）」

のエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事および「新時

代党（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首について、

「彼らは予備選挙を実施する意思がない」と批判したと

の記事を紹介した。 

 

１月１８日 カプリレス元知事は、「Union Radio」のイ

ンタビュー番組に出演し、ロペス党首の発言についてコ

メント。 

 

「彼がどこからそのような情報を得てきたか分からな

いが、予備選挙を実施するか、実施しないかという議論

は行われていない。」と発言。ロペス党首の批判が的外

れであると否定した。 

 

なお、政治的なスタンスが近い PJ、AD、UNT が候補

者をカプリレス元知事あるいはロサレス党首に統一す

ることで、予備選挙の当選者を実質的に確定させること

は可能。 

その意味で、ロペス党首は「予備選挙を実施する意思が

ない」と発言していた可能性もある。 

 

「ブラジル 在ベネズエラ・商務官を任命」         

 

１月１８日 マドゥロ政権外務省の Rander Pena ラテ

ンアメリカ担当次官は、自身のソーシャルメディアにて、

「ブラジル大使館の Flavo Macieira 商務官と面談を行

った」と投稿した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.857」で紹介した通り、ブ

ラジル政府は２０２０年に在ベネズエラ・ブラジル大使

館を閉鎖した。 

 

「ブラジル大使館の Flavo Macieira 商務官と面談した」

ということは、ブラジル大使館が活動を再開するという

ことでもあるだろう。 

 

２０２３年１月 ブラジルでルラ新政権が発足。ベネズ

エラに対する外交方針が１８０度転換した。 

 

現在のところ、マドゥロ大統領とルラ大統領の面談は実

現していないが、それほど遠くないタイミングで両者の

面談が実現することだろう。 

 

経 済                        

「外貨預金の３０％相当のボリバル建融資を許可」           

 

１月１８日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、外貨預

金の３０％相当のボリバル建て融資を許可するとの政

令を公布した。 

 

これまで各金融機関は、外貨預金額の１０％相当までを

ボリバル建てで融資することが許可されていたが、融資

可能枠が３０％に増えることになる。 

 

なお、ボリバル建ての融資額は、その日の公定レート（両

替テーブル）の平均値で計算するという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34eb3e13e4525408c43648ba765fe93c.pdf
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報道によると現在の外貨預金総額の３０％は、２億９，

３８８万ドルであり、現在の為替レートでボリバル建て

に換算すると５１．４億ボリバルになるという。 

 

なお、中央銀行は為替レートを安定させるため、一定規

模の外貨を金融機関に流しているが、「両替市場に投入

するための外貨は預金としてカウントしない」としてい

る。 

 

「外相 ペトロカリベ再開のため Caricom と協議」                  

 

１月１８日  イバン・ヒル外相は、「カリブ共同体

（Caricom）」の外交官らと会談。 

 

ベネズエラが宗主国となっているベネズエラとカリブ

海諸国の同盟「ペトロカリベ」の再開について協議を行

った。 

 

ペトロカリベの大きな特徴は、加盟国がベネズエラ産原

油を極めて有利な条件で購入できるという仕組み。なお、

この条件で購入できる原油量は事前に定められている。 

 

ペトロカリベについての詳細は「ウィークリーレポート

No.18」「No.20」を参照されたい。 

 

 

（写真）イバン・ヒル外相 Twitter 

 

 

社 会                        

「カプリレス氏 恋人との結婚意思を表明」           

 

１月１８日 「第一正義党（PJ）」のリーダーのエンリ

ケ・カプリレス元ミランダ州知事は、事実婚の状態にあ

るバレリア・バジェ氏と結婚すると発言した。 

 

カプリレス氏は現在５０歳。バジェ氏と２人の子供をも

うけている。 

 

ベネズエラでは、相続問題などがあるためか正式な婚姻

届けを提出せず、事実婚状態は一般的。 

 

マドゥロ大統領も大統領になる前は、シリア・フローレ

ス氏と事実婚の状態だった。 

 

なお、この数日カプリレス氏はメディアに積極的に登場

している。あるいはメディアが積極的にカプリレス氏に

ついて報じている印象がある。 

 

予備選挙に向けてカプリレス氏が活動の下準備を進め

ている雰囲気を感じる。 

 

 

（写真）@valeriavalle 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc8f7bfe96ff7953c0c77831de2449a3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c228c709d3b97670cdef5403e84fbf64.pdf
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２０２３年１月１９日（木曜）              

政 治                       

「野党国会 米国担当に新時代党員を任命       

  ～国連担当は引き続きミゲル・ピサロ氏～」        

 

１月１９日 野党国会は、野党の「米国担当者」と「国

連担当者」を任命した。 

 

米国担当者は、「新時代党（UNT）」のフェルナンド・バ

シル氏（下写真の人物）。２０２１年までは「大衆意思

党（VP）」のカルロス・ベッキオ氏が在米・ベネズエラ

代表大使として、活動していたが、暫定政権が解散した

ことでバシル氏に交代した。 

 

バシル氏は、メディアでは登場したことのない人物で、

筆者自身は彼のことを知らない。 

 

なお、バシル氏の任命は PJ、AD、UNT の３党が支持

したという。 

 

 

（写真）monitoreamos 

 

国連担当は、これまで同様に「第一正義党（PJ）」のミ

ゲル・ピサロ氏。国連はマドゥロ政権をベネズエラ政府

と認識しているため、ピサロ氏は国連内での実質的な権

限は持っていないが、国連でロビー活動を行う担当者と

いうことになるだろう。 

 

 

「予備選挙運営委 予備選予算はベネ人の寄付」           

 

主要野党を中心とする野党グループ「統一プラットフォ

ーム」は、２０２４年に予定されている大統領選の野党

統一候補を決めるために２３年６月を目途に予備選挙

を実施する予定だ。 

 

この予備選挙の運営を管理する「予備選挙運営委員会」

は、予備選挙の実行予算について「大部分はベネズエラ

国内外の市民からの寄付で実施する」との見解を示した。 

 

また、野党関係者によると「外国にあるベネズエラ政府

資産は使用しない」という。 

 

野党の候補を決めるために、国庫を使用するとすればそ

れこそ問題なので、当然と言えば当然だが、野党グルー

プに全国規模の選挙を実施する資金的な余力はあまり

ないことも事実だろう。 

 

なお、寄付により実施するということは、資金をねん出

する人の発言権、決定権が大きくなることを意味する。 

 

第三者からの寄付により実施する選挙が公平な選挙に

なるのかどうかは疑問が残るところだろう。 

 

「マドゥロ政権 引き続き国連での投票権なし     

  ～国連加盟拠出金 ７，６００万ドル滞納～」         

 

国連のアントニオ・グティエレス事務局長は、ベネズエ

ラについて「引き続き国連の投票権がない」と発言した。 

 

マドゥロ政権は、国連加盟国が支払わなければならない

加盟拠出金の延滞が続いており、その額は合計で７，６

００万ドル超になっている。そして、延滞を理由に投票

権を失っている。 
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マドゥロ大統領は、国連の加盟拠出金が支払えない理由

について、「支払う資金が無いことが理由ではなく、米

国の経済制裁で支払うことが出来ない」と主張している。 

 

周知の通り、米国の経済制裁の影響で外国に少なくとも

３０億ドル超のベネズエラ政府の資金が凍結されてい

る。 

 

その意味では、「支払う資金が無いことが理由ではなく、

制裁が理由」というのはあながち間違いではないだろう。 

 

経 済                       

「モラレス SUDEBAN 長官 商業相に就任」            

 

１月１９日 マドゥロ大統領は、国内商業相にアントニ

オ・モラレス氏を任命した。 

 

アントニオ・モラレス氏は軍人出身者だが、２０１７年

６月から「銀行監督局（SUDBAN）」の局長を務めてい

た人物。 

 

ベネズエラ経済の外貨経済への移行を進め、通貨切り下

げを実行。証券による外貨建て融資を進めた人物でもあ

り、一定の評価がされたものと思われる。 

 

（写真）マドゥロ大統領 twitter 

 

また、後任の SUDEBAN 局長について、デルシー・ロ

ドリゲス副大統領が発表。アナベル・ペレイラ氏が

SUDEBAN 局長に就任するとした。 

 

 
（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領 twitter 

 

「スクレ州 疫病でカカオ生産が３０％減少」         

 

「ベネズエラ・カカオ生産者連合（Asoprocave）」のア

ルバロ・ロペス代表は、スクレ州のカカオ豆生産が３

０％減少したと発表した。 

 

生産量が減少した理由について、病害虫、技術的な対策

不足を挙げている。 

 

ベネズエラのカカオ豆は「クリオージョ種」と呼ばれ、

特徴的な風味と舌触りからカカオ豆の中では最高級品

として知られている（「ウィークリーレポート No.33」）。 

 

しかし、改良されていない品種でもあり、その分病害虫

に弱く、生産性が低いデメリットを持っている。 

 

また、ロペス代表は「この１８年間、病害虫の駆除を目

的とした植物衛生に関する政府対応が実施されていな

い」と指摘。そのため生産性が大きく減少していると訴

えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/413343772106a42759ae587743ede75a.pdf
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ロペス代表によると、カカオ豆の１ヘクタール当たりの

生産量は、以前は６００キロだったが、現在は３００キ

ロまで減少しているという。 

 

 
（写真）Shutterstock 

“カカオ豆の産地チュアオ カカオ豆の乾燥風景” 

 

「Chevron 2 隻目のナフサをベネズエラへ輸出」         

 

「ロイター通信」は、米国エネルギー会社「Chevron」

が今週中にベネズエラに向けてナフサを積んだ２隻目

のタンカーを輸出すると報じた。 

 

ナフサは希釈剤。ベネズエラの超重質油にナフサを混合

することで輸出できるような品質に代えることが出来

る。 

 

ロイター通信によると、ナフサを積んでベネズエラに向

かうタンカーの名前は「Hamburg Star」。４５万トンの

ナフサを積んでいるという。 

 

「レストラン業界 カラカスで１．２万人雇用」         

 

「ベネズエラ全国レストラン商工会」のイバン・プエル

タ代表は、「Fedecamaras Radio」のインタビュー番組に

出演。 

 

 

現在のレストラン市場の状況について「とても満足して

いる」と発言。「レストラン業界に貢献する全ての人を

歓迎し、支援する」との見解を示した。 

 

プエルタ代表によると、現在のレストラン業界はカラカ

スだけで１．２万人の直接雇用を創出しているという。 

 

また、警備員・サプライヤー・庭師などレストラン業界

に付随する雇用なども含めると２万人の雇用に影響を

与えている可能性があるとした。 

 

プエルタ代表によると、昨年後期からレストランの開業

ブームが起きており、急激に市場が拡大しているとの見

方を示した。 

 

以上 

 


