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（写真）選挙管理委員会（CNE） “予備選挙のための技術者委員会を発足” 

 

 

２０２３年２月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「CNE 予備選挙のために技術者委員会を組織 

～野党 投票場の貸し出しなどを要請～」 

「急進野党 CNE の予備選協力を拒絶」 

「検察庁 キューバと司法分野で協力」 

経 済                     

「通信公社 CANTV 従業員４７７名を解雇」 

「カーニバルシーズン観光 一部地域で需要増」 

社 会                     

「野球“カリブシリーズ２０２３”ドミ共が優勝」 

「CLAP 汚職で少なくとも女性５名が逮捕」 

23 年 2 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党国会議長 大使館の閉鎖は大使に責任ある 

～ベッキオ、タレ前大使 議長の発言を批判～」 

「学生の日 有権者登録求める抗議行動」 

「２０２２年 政治的な理由による逮捕２６件」 

経 済                    

「Satena ３月からボゴタ―カラカス間週２便」 

「ベネズエラの違法金採掘 衛星で実態を確認」 

「２３年１月通貨供給量 先月比１９．５％増」 

社 会                    

「衛生緊急事態令 バナナの疫病感染を確認」 
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２０２３年２月１０日（金曜）             

政 治                       

「CNE 予備選挙のために技術者委員会を組織     

    ～野党 投票場の貸し出しなどを要請～」       

 

２月１０日 「選挙管理委員会（CNE）」は、野党が２

０２３年に行う予定の予備選挙のために技術者委員会

を組織すると発表した。 

 

予備選挙とは、２０２４年に予定されている大統領選へ

出馬する野党統一候補を決めるための選挙。 

 

２月１５日に予備選挙の実施が正式に発表される見通

しとなっている（「ベネズエラ・トゥデイ No.868」）。 

 

CNE の発表によると、主要野党を中心とする「統一プ

ラットフォーム」が任命した予備選挙運営委員会が

CNE に対して技術者委員会の発足を要請したという。 

 

 

（写真）CNE 

“CNE 予備選挙のために技術者委員会の発足を発表” 

 

同委員会は、CNE のペドロ・カルサディージャ代表、

ロベルト・ピコン役員、カルロス・キンテロ役員、レオ

ネル・パリカ役員代理の４名で構成されるという。 

 

なお、ペドロ・カルサディージャ代表とカルロス・キン

テロ役員とレオネル・パリカ役員代理は与党系役員で、

ロベルト・ピコン役員は野党系役員。つまり、与党多数

派の技術者委員会ということになる。 

 

また、今回の技術者委員会の発足をもって、CNE が予

備選挙に協力することが決まったとは限らないだろ

う。 

 

今後、野党の「予備選挙運営委員会」と CNE の「技

術者委員会」のメンバーが協議を行い、協力体制につ

いて議論することになる。協議で折り合いが付かなけ

れば、CNE が協力しない可能性も十分にある。 

 

なお、野党の「予備選挙運営委員会」のヘスス・マリ

ア・カサル代表によると、CNE に対して 

① 投票場の貸し出し 

② 監視員の設置 

③ 有権者登録の更新 

等を求める意向を示している。 

 

「統一プラットフォーム」は、外国に住むベネズエラ

人有権者も投票に参加できるような仕組みを模索して

いる。 

 

ただし、投票の際に通常使用される多くの在外公館は

マドゥロ政権が管理している。加えて、全国規模の投

票を行うような資金的、組織的な余裕は野党にはな

い。 

 

CNE の信頼性が疑問視されているとしても、選挙を出

来る体制が整っていない野党が単独で行う選挙よりも

信頼性が高いだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58f762e5c5234decd7ba8eafa23496a.pdf
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「急進野党 CNE の予備選協力を拒絶」         

 

「CNE 予備選挙のために技術者委員会を組織」の通

り、主要野党を中心とする「統一プラットフォーム」は

CNE の協力を受けた予備選挙の実施を望んでいるが、

急進野党は CNE の介入を受けない予備選を望んでいる。 

 

急進野党のリーダーである「Vente Venezuela」のマリ

ア・コリナ・マチャド党首は、 

「CNE の介入のない」 

「手集計による投票」 

「外国に住むベネズエラ人を含む全有権者の投票」 

の必要性を主張した。 

 

ただし、CNE が組織した「技術者委員会」についての

直接的なコメントはしていない。 

 

マチャド党首は、予備選挙への出馬を希望しており、

CNE が予備選挙に参加する場合は出馬しない可能性も

示唆しているが、現時点で方針は明らかにしていない。 

 

また、主要野党に属しているが急進野党に近い「LCR（ボ

リバル州を拠点とする中堅野党）」のアンドレス・ベラ

スケス党首は、記者会見を実施。 

 

「マドゥロ政権の関係組織である CNE が予備選挙の運

営プロセスに介入することを民主主義的な観点から拒

否する」との見解を示し、予備選挙に CNE が介入する

ことを明確に拒絶した。 

 

ベラスケス党首も予備選挙への出馬を宣言しているが、

CNE が予備選挙に介入する場合、出馬を見送るかどう

かは明言していない。 

 

 

 

 

「検察庁 キューバと司法分野で協力」                  

 

２月１０日 検察庁のタレク・ウィリアム・サアブ検事

総長は、キューバ検察庁と協力協定を締結したことを発

表した。 

 

サアブ検事総長によると、今回の合意は２０１８年に続

いて２回目の合意だという。また、この合意により「意

見交換」「司法を拡充するためのプロジェクト」が推進

できるとしているが、具体的にどのような協力を交わし

たのかは不明となっている。 

 

キューバのスパイ能力、情報統制力は高く、この能力に

よってクーデターを未然に防いでいるとされている。 

 

ベネズエラはキューバから国内統制分野で支援を受け

ており、軍部高官には多くのキューバ関係者がいるとさ

れている。 

 

 
（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 
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経 済                        

「通信公社 CANTV 従業員４７７名を解雇」           

 

インターネット、電話サービスなどを提供する国営通信

公社「CANTV」は、利用者からの苦情など１，５００

件超を捜査した上で、４７７人の従業員を解雇したと発

表した。 

 

CANTV によると、「サービスの復旧にかかる再開料金

を要求された」「回線が盗まれ、再販された」など利用

者から多くのクレームを受けているという。 

 

これらのクレーム１，５４１件を捜査した結果、違法行

為が確認された従業員４７７人を解雇したという。 

 

「カーニバルシーズン観光 一部地域で需要増」                  

 

ベネズエラでは、２月２０日（月）～２１日（火）は「カ

ーニバル（謝肉祭）」で国民の祝日となる。 

 

ただし、その前からカーニバルシーズンは始まっており、

既にカーニバルシーズンに突入している。この時期は観

光業のかき入れ時に当たる。 

 

「観光商工会（Conseturismo）」の Leudo González 代

表は、２０２３年のカーニバルシーズンの観光業につい

て、「外国旅行は減り、ベネズエラ国内旅行をする家族

が増えている。」と指摘。 

 

「非常に強い観光需要があるわけではないが、メリダ州

など一部地域では強い回復がみられる」と発言した。 

 

また、この数年間は経済低迷や Covid-１９、国際線の減

便などを受けて、ベネズエラの観光業は完全にマヒして

いたと指摘。適応するためにベネズエラの観光業は変化

したと述べた。 

 

なお、González 代表によると、最も人気がある観光地

はヌエバエスパルタ州のリゾート「マルガリータ島」だ

という。 

 

社 会                        

「野球“カリブシリーズ２０２３”ドミ共が優勝」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.865」「No.866」で紹介した

国際野球イベント「カリブシリーズ２０２３」が２月１

０日に終了した。 

 

同イベントの優勝チームは、ドミニカ共和国の「Los 

Tigres del Licey」だった。同シリーズでドミニカ共和国

が優勝したのは合計２２回となり、既に第１位だったが

更に優勝数を伸ばしたことになる。 

 

なお、２番目に優勝が多い国は「プエルトリコ」で１６

回。次に「メキシコ」「キューバ」が７回となっている。 

 

ベネズエラはホスト国となり、同シリーズのために新ス

タジアムを建設した。経済危機下において、スタジアム

に資金をかけるマドゥロ政権の方針を批判する声もあ

ったが、大きな問題は起きず、盛り上がりも上々で、お

おむね成功だったといえるだろう。 

 

 

（写真）Prensa Serie del Caribe 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecc93502fc82df71ca9aeb9e6fe4dcee.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fafa02c13667a10704c15ab129252a6.pdf
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「CLAP 汚職で少なくとも女性５名が逮捕」                  

 

カラボボ州 Los Guayos 市の Negro Primero 地区で、少

なくとも５名の女性が逮捕されたと報じられた。 

 

Negro Primero 地区のコミューン代表に暴行を働いた

罪で逮捕された。暴動の様子はインターネット上で拡散

されている。 

 

彼女らが Negro Primero 地区のコミューン代表を攻撃

した理由は、同地区で発生した CLAP の汚職が原因。 

 

マドゥロ政権は、安価に食料を販売する「CLAP」とい

う社会プログラムを実施している。 

 

CLAP とは、基礎食料品の詰め合わせセットで、５人家

族であれば１週間ほど何とか生活できるような食料品

が入っており、購買力が低いベネズエラ家庭にとって生

活に欠かせない存在になっている。 

 

この CLAP の食料セットは、「市」より小さな行政区分

「コミューン」に対して配布され、コミューンの代表が

その地域の住人に販売する仕組みになっている。 

 

今回、このコミューンの代表および関係者が、CLAP の

食料を地域住民に販売することなく、転売していたこと

が発覚し、地元住民の女性らが怒り、代表らに攻撃を仕

掛けたという。 

 

なお、汚職をしたとされるコミューン代表が拘束された

という報道は確認できていない。 

 

 

 

 

 

 

２０２３年２月１１日～１２日（土曜・日曜）              

政 治                       

「野党国会議長 大使館の閉鎖は大使に責任ある    

 ～ベッキオ、タレ前大使 議長の発言を批判～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.868」で紹介した通り、

米国のワシントン・ニューヨークにあるベネズエラ外交

施設が米国国務省のコントロール下に置かれた。 

 

本件について「Bloomberg」は、野党国会で国会議長を

務めているディノラ・フィゲラ議長（「第一正義党（PJ）

所属」）へインタビューを実施。 

 

フィゲラ議長は、「ベッキオ大使が一方的に外交ミッシ

ョンの停止を表明したことが原因」と述べたと報じてい

た。 

 

これを受けて、２月１１日 グアイド暫定政権下で在米

ベネズエラ代表大使を務めていたカルロス・ベッキオ氏

（「大衆意思党（VP）」所属）は、フィゲラ議長の発言に

ついて、「真実を語っておらず不誠実」と批判。 

 

自身が大使職の停止を宣言した責任は、政権移行法を修

正した「あなた方（PJ、行動民主党（AD）、新時代党

（UNT））」にあると指摘した。 

 

なお、グアイド議長が所属する VP は暫定政権の存続を

望んでいたが、PJ、AD、UNT の３党は暫定政権の解散

を支持。国会の多数決により、暫定政権の存在の法的根

拠となる政権移行法を修正した。 

 

ベッキオ元大使によると、PJ、AD、UNT により修正さ

れた政権移行法の第２０条には「全ての暫定政権の組織

の機能を停止する」と書かれているという。この条文を

理由に自分は大使職を停止したと説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58f762e5c5234decd7ba8eafa23496a.pdf
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なお、グアイド暫定政権は「米州機構（OAS）」のベネ

ズエラ代表大使として、グスタボ・タレ氏を任命してい

たが、同様の理由からタレ氏も OAS のベネズエラ代表

大使の職務を停止している。 

 

タレ前大使は、ベッキオ前大使の訴えを支持。「OAS 内

でベネズエラが代表大使を失った理由は、修正された政

権移行法に原因がある」と訴えた。 

 

「学生の日 有権者登録求める抗議行動」           

 

２月１２日は「学生の日」。ベネズエラでは学生の日に

若者が抗議デモを行うのが恒例となっている。 

 

２０２３年も学生団体を中心にマドゥロ政権を批判す

る抗議行動が実施された。 

 

現地メディア「Monitoreamos」によると、抗議デモで求

める内容は「若者の有権者登録」。数十名の若者が有権

者登録を求めて CNE 本部に集まった。 

 

ベネズエラの成人年齢は１８歳だが、１８歳になったら

自動的に有権者として登録されるわけではない。有権者

登録を行う時期に自分で登録作業を行う必要がある。 

登録が出来なければ１８歳以降でも投票は出来ない。 

 

CNE が十分に登録キャンペーン期間を設定していない

ことを理由に投票権を持たない若者は多い。 

 

若者団体の代表によると、有権者登録の実施を求める陳

情書を CNE 職員らに渡し、CNE 職員は若者の訴えを

聞いたという。 

 

 

 

 

 

 

（写真）Monitoreamos 

“有権者登録を求める若者団体の代表” 

 

「２０２２年 政治的な理由による逮捕２６件」         

 

人権団体「Foro Penal」は、２０２２年末時点でベネズ

エラには２７４人の政治犯（うち１５１人は軍人）がい

ると説明。 

 

また、２２年中に２６人が政治的な理由で逮捕されたと

発表した。２６人のうち２５人は一般市民、１人は退役

軍人。女性は３人、男性は２３人だったという。 

 

政治的な理由での逮捕者が最も多かったのは６月で１

１人、７月は７人だったという。 

 

また、州別ではカラカス首都区が最も多く１３人、次い

でタチラ州で３人、バリナス州・ラグアイラ州・スリア

州で２人だったという。 

 

また、拘束された理由として最も多かったのは「集団で

の共謀行為」で１３人。次いで、「抗議行動関連」での

逮捕者が９人だったという。 
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経 済                       

「Satena ３月からボゴタ―カラカス間週２便」            

 

コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、３月３日から

国営航空会社「Satena」がボゴタ―カラカス便の運航を

開始すると発表した。 

 

運行頻度は週２便、毎週火曜と金曜になるという。 

 

ボゴタからの出発便は５時４０分発、到着は８時４５分

（現地時間）。ベネズエラからの出国便は９時４５分発、

到着は１０時４６分（現地時間）だという。 

 

ペトロ大統領が投稿したソーシャルメディアの情報に

よると、チケット代は２５６ドル（片道）から。 

 

チケット購入は２月１１日から販売が開始されるとし

ており、既に販売が始まっているようだ。 

 

Satena のベネズエラ運航は２０２２年から予定されて

いたが、コロンビア側がベネズエラ国営航空会社

「Conviasa」の運航を許可しなかったことを理由に暗礁

に乗り上げていた。 

 

なお、コロンビア側が Conviasa の運航を許可していな

い理由は、OAFC の制裁ライセンスを得ていないためと

されている。 

 

「ベネズエラの違法金採掘 衛星で実態を確認」         

 

「Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina（アンデ

ス・アマゾン監視プロジェクト）」は、ベネズエラの違

法な GOLD 採掘の実情について衛星で分析を実施した

結果を公表した。 

 

 

 

同 団 体 の 分 析 に よ る と 、「 Parque Nacional Cerro 

Yapacana」に３，８００機の掘削関連機械があり、特に

８６機は国立自然公園のテプイ（テーブルマウンテン）

の上に置かれているという。 

 

２０２２年１２月上旬 マドゥロ大統領は、GOLD の

違法採掘に歯止めをかけるため、軍事オペレーションの

実施を発表していた。 

 

「Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina」は 

「１２月１０日および１２月２２日、我々は高解像度の

イメージ映像を分析した。テーブルマウンテンの山頂か

ら機械が撤去された実態は確認できなかった。」 

と説明。マドゥロ大統領の軍事オペレーション発表後に

分析を行ったが、GOLD の違法採掘の状況に目立った

改善は見られなかったという。 

 

「El Pais」によると、ボリバル州など GOLD の違法採

掘が盛んにおこなわれている地域では１．５～２万人の

違法採掘者が活動しており、その活動はコロンビア系ゲ

リラ「国民解放戦線（ELN）」や「コロンビア革命軍

（FARC）」の指揮の下で行われているという。 

 

そして、賄賂を得て違法採掘を容認する形でマドゥロ政

権も間接的に協力していると指摘されている。 

 

「２３年１月通貨供給量 先月比１９．５％増」         

 

ボリバル安が進んでいるが、この主な原因の１つにボリ

バル通貨の過剰な市場流通が指摘されている。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、マドゥロ

政権が現金給付を積極的に行ったことなどを理由に２

３年１月の通貨供給量は先月比１９．４８％増と大きく

増加したという。 
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なお、２月３日時点の通貨供給量は２２５．７億ボリバ

ル（ドルに換算すると約１０億ドルに相当）。 

 

金融引き締めを行っていた２０２２年１月の通貨供給

量は先月比０．０２％増だったことを踏まえると、現在

の金融市場は著しく混乱していると言える。 

 

ベネズエラ中央銀行によると、２０２２年の通貨供給量

は前年比４３０．５６％増。一方、２３年２月１０日時

点の為替レートは前年同期比４４１．４％増と両者に一

定の相関関係があると言える。 

 

このまま通貨供給量を抑制できない場合、２０２３年の

ベネズエラは再びハイパーインフレに逆戻りする恐れ

がある。 

 

社 会                       

「衛生緊急事態令 バナナの疫病感染を確認」            

 

ベネズエラの「農産品衛生研究所（Insai）」は、農産品

に害をなす菌「hongo Fisarium oxysporum R4T」がベネ

ズエラで確認されたとして衛生緊急事態令を発令した。 

 

この菌は主にバナナに感染する菌で、少なくともアラグ

ア州（ Zamora y José Angel Lamas 市）、カラボボ州（San 

Joaquín 市）、コヘーデス州（Anzoátegui 市）で確認さ

れている。 

 

この細菌はバナナ農園に壊滅的な打撃を与えると報じ

られており、農家に細菌が拡大しないような対応を呼び

かけている。 

 

また、軍人および土地農業省の職員らが細菌駆除のため

の活動を行うと説明。混乱しないよう求めた。 

 

 

 

 

（写真）Insai 

 

以上 


