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（写真）Shutterstock “クラサオ政府 ４月３日にベネズエラとの交通再開を提案” 

 

 

２０２３年２月８日（水曜） 

 

政 治                     

「ユニセフ ベネズエラ支援３年間延長を承認」 

「EU 高官ベネズエラ訪問 マドゥロ政権と協議」 

「PSUV 副党首 公職選への永久出馬不可を検討」 

経 済                     

「自動車部品製造業 ２２年はマイナス成長」 

「PDVSA 総裁 第１四半期の石油産業はプラス」 

「レストラン ２３年中に６０％が閉鎖？」 

社 会                     

「ベネズエラ新興富裕層 バブルを享受」 

「Cota９０５ マフィア攻撃懸念で警戒態勢」 

 

２０２３年２月９日（木曜） 

 

政 治                    

「バイデン政権 在米ベネズエラ大使館を占拠」 

「クラサオ ４月以降の交通再開を提案 

～実現すれば４年ぶりの両国移動再開～」 

「予備選運営委 ２月１５日に実施日を発表」 

「１月 労働関連の抗議が少なくとも１７８件」 

経 済                    

「Repsol、Eni 制裁ライセンスの発行を要請 

～PDVSA Eni への原油輸出を承認～」 

社 会                    

「スリア州の病院で２度目の爆破被害 理由は」 
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２０２３年２月８日（水曜）             

政 治                       

「ユニセフ ベネズエラ支援３年間延長を承認」         

 

２月８日 「国連児童基金（ユニセフ）」は、ベネズエ

ラ政府（マドゥロ政権）と共同で行う児童支援プログラ

ムを３年間（２０２３年～２６年まで）延長することを

承認した。 

 

児童支援を中心に「医療・栄養」「教育」「児童保護」「社

会政治」「水・衛生」などの分野で活動を行うという。 

 

ユニセフは１９６７年にベネズエラで活動を開始。 

ユニセフの活動地域はベネズエラ全土におよび、カラカ

ス、タチラ州、ボリバル州、スリア州に４つの拠点を有

する。 

 

 

（写真）UNICEF Venezuela 

 

「EU 高官ベネズエラ訪問 マドゥロ政権と協議」       

 

欧州連合高官らが、ベネズエラを訪問。マドゥロ政権関

係者らと協議を行った。 

 

EU はベネズエラ訪問の目的について、「マドゥロ政権

との関係をつなげるため」と説明している。 

 

ベネズエラへ訪問したのは、EU 外交南米部の代表であ

る Veronique Lorenzo 氏、EU 国際委員会の南米セクタ

ーの代表である Francisco Garcia 氏。 

 

両名は２月６日にベネズエラ入りし、ベネズエラ欧州担

当次官のフランクリン・ラミレス氏、多国籍案件担当次

官のルベン・ダリオ・モリナ氏らと協議を行った。 

 

先週、野党協議団がスペイン、ベルギー、フランス、ド

イツなどを訪問し、EU 外交関係者らと協議を行った

（「ベネズエラ・トゥデイ No.865」）。 

 

２２年１１月に与野党協議が行われたが、その後２回目

の協議は行われていない。マドゥロ政権は１回目の協議

で合意した「緊急人道基金」の運用が始まってから２日

目の協議を行うとの姿勢を示している。 

 

基金の運用にはベネズエラ政府資産を凍結している EU

の協力が必要で、すり合わせが行われていることが予想

される。 

 

 

（写真）欧州連合 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecc93502fc82df71ca9aeb9e6fe4dcee.pdf
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「PSUV 副党首 公職選への永久出馬不可を検討」                  

 

２月８日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

のナンバー２とされるディオスダード・カベジョ副党首

（国会議員）は、国営放送のインタビュー番組に出演。 

 

同番組にて、与党国会は公職選への出馬を永久に禁止す

る法律の制定を検討していると述べた。 

 

「国家に対して危害を加えた人物は生涯公職選への参

加を禁止する。子供に危害を加えるような人物は生涯公

職選への参加を禁止する。それは憲法の内容を踏まえて

も可能だ。 

 

そのような法律を制定するために私は活動している。近

いうちに法案を提出できるだろう。」 

と発言した。 

 

２０２４年に予定されている大統領選にて、野党の統一

候補として有力視されている「第一正義党（PJ）」のエ

ンリケ・カプリレス元知事は、知事時代の汚職を理由に

公職選への出馬が禁止されている。 

 

カプリレス元知事は、「出馬禁止措置は汚職が理由では

なく、政治的な思惑が理由」と主張。出馬禁止措置の解

除を要請している。 

 

公職選への出馬禁止措置の解除は、与野党協議の主要テ

ーマの１つでもあり、カベジョ PSUV 副党首の発言は

この流れに逆行するものになる。 

 

あくまで野党に圧力をかけることが目的なのか、本当に

そのような法律制定を目指しているのかは不明だが、そ

のような法律が施行された場合は、与野党協議にもマイ

ナスの影響を与えることになるだろう。 

 

 

経 済                        

「自動車部品製造業 ２２年はマイナス成長」           

 

「ベネズエラ自動車部品生産者団体（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、インタビュー番組に出演。 

 

２０２２年の自動車部品産業について、マイナス成長だ

ったとの見解を示した。 

 

バウティスタ代表は、「国内の自動車組み立てが減少し

たことで、多くの企業が事業を閉鎖し、生産量は減った」

と指摘。 

 

ドル建ての完成車販売が、自動車部品産業にマイナスの

影響を与えたとの見解を示した。 

 

また、外国からの自動車部品輸入には税が課されないこ

とを問題視。一方、ベネズエラ国内の製造業者は税金支

払い義務があり、不利な競争を強いられているとした。 

 

また、２０２３年の自動車部品産業について「会社の閉

鎖を抑止するような状況の好転を望む」と発言した。 

 

「PDVSA 総裁 第１四半期の石油産業はプラス」         

 

PDVSA の Pedro Tellechea 総裁は、２０２３年第１四

半期の石油産業について、「今四半期の石油産業はプラ

ス成長になることが確実ということは言える。」と発言。 

 

具体的な数字は示さなかったものの、直近の石油産業に

ついて、ポジティブな見通しを示した。 

 

また、Tellechea 総裁は、ガソリンの国内販売について

企業関係者らと協議。事業運営にかかる契約、燃料の供

給方法、販売方法、補助金の支払い方法などについて調

整を行ったという。 
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Tellechea 総裁は「我々は結果を出すだろう。我々の目

標は、PDVSA の取引を国際標準に合わせることだ。」と

述べた。 

 

総裁が交代して以降、PDVSA はこれまでの取引先に対

して、原油輸出契約の見直しを求めており、これも国際

標準に合わせるためということなのかもしれない。 

 

「レストラン ２３年中に６０％が閉鎖？」                  

 

「全国レストラン商工会（Canares）」のイバン・プエル

タ代表は、２０２３年のレストラン業界について、６

０％は閉店するとの見方を示した。 

 

２０２２年、ベネズエラではレストランの開業ブームが

起きた。これにより、レストラン業界の競合が激しくな

り、顧客も成熟し、サービスを比較した上で購入を決定

するようになったと指摘。 

 

レストラン関係者もこの状況は認識しており、コスト削

減を行っているとした。 

 

一方で、メニューの材料となる野菜・果物について、ベ

ネズエラ国内産、特に洪水被害を受けて生産量が大きく

減少した野菜・果物などは調達が困難になり、非常に高

額になっており、レストランの収益を圧迫しているとの

見解を示した。 

 

また、現在のレストランでの決済について、「９０％は

外貨建てで支払われている」と指摘。 

 

ボリバル価値の下落が激しく、レストラン業者はボリバ

ル建てで支払いを受け取ることに懸念を抱いていると

した。 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラ新興富裕層 バブルを享受」           

 

米国系メディア「La Voz de America」は、ベネズエラ人

経済学者 Manuel Parajo 氏にインタビューを実施。 

 

ベネズエラ経済が回復していること受けて、高級レスト

ラン、ブランド品、最新鋭の建造物、カジノなど一部の

高所得者がバブルを享受していると報じた。 

 

Parajo 氏は、これらの高所得者を「制裁と高インフレな

どによるベネズエラ経済の低迷後に生まれた新たな富

裕層」とし、同グループを「ベネズエラ・プレミアム」

と命名した。 

 

「ベネズエラ商業組合（Consecomercio）」の Tiziana 

Polesel 代表は、「ベネズエラ・プレミアム」は人口の３％

程度とごくわずかと指摘。 

 

しかし、ベネズエラは貧富の格差が以前より大きくなっ

ており、「ベネズエラ・プレミアム」が、ベネズエラ国

内の購買力の大部分を占めているとした。 

 

「ベネズエラ・プレミアム」は、カラカスに多いが、地

方ではバレンシア、プエルトラクルス、マラカイボなど

にも一定数いるという。 

 

（写真）La Voz de America 
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「Cota９０５ マフィア攻撃懸念で警戒態勢」         

 

カラカス旧市街地「Cota９０５」の近隣住民が治安悪化

を懸念している。 

 

理由は、マフィアグループ「El Garbis」が、同地域のコ

ントロールを奪還するために警察施設を襲おうとして

いるとの噂が流れているためだという。 

 

警察もこの懸念を受けて、警備体制を強化しており、同

地域に緊張が走っている。 

 

２０２１年７月、マドゥロ政権の軍・警察は３，０００

人を動員し「グアイカイプーロ作戦」を実行。同地域を

掌握していたマフィア団を一掃した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.624」）。 

 

この時に奪われた土地をマフィアグループが取り戻そ

うとしているという。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

 

 

 

２０２３年２月９日（木曜）              

政 治                       

「バイデン政権 在米ベネズエラ大使館を占拠」        

 

２月９日 「Bloomberg」は、バイデン政権がニューヨ

ーク・ワシントンにあるベネズエラの外交施設のコント

ロールを取ったと報じた。 

 

米国政府はこれまでグアイド暫定政権をベネズエラの

正当な政府と認識しており、同外交施設はグアイド暫定

政権が任命した外交官が運営していた。 

 

しかし、２０２３年１月にグアイド暫定政権が解散。 

これを受けて、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）も大使職

を退くと発表した。 

 

従って、ベネズエラ政府を標榜するのはマドゥロ政権の

みとなったが、米国政府は現在もマドゥロ政権をベネズ

エラ政府と認めていないため、外交施設のコントロール

が空白の状態になっていた。 

 

これを受けて、２月８日に米国政府はベネズエラ外交施

設を占拠。同施設のコントロールを取ったという。 

 

外交上、大使館などの在外公館はベネズエラの土地であ

り、ベネズエラの法律が適用される。 

 

その施設を米国政府が取ったということは、マドゥロ政

権からするとベネズエラ領の侵害ということになる。 

 

米国政府はグアイド暫定政権に同施設のコントロール

権を与えていたため、状況が以前と大きく変わっている

わけではないが、これまでと建前が変わるため、ベネズ

エラと米国の新たな衝突の種になる可能性もあるだろ

う。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
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「クラサオ ４月以降の交通再開を提案         

   ～実現すれば４年ぶりの両国移動再開～」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.866」にて、マドゥロ政権

がオランダ領 ABC 諸島（アルーバ、ボナイレ、クラサ

オ）への渡航禁止措置を３カ月延長（２３年４月まで）

したとの記事を紹介した。 

 

２月９日 クラサオ政府は、「ベネズエラに対して４月

３日から空路・海路ともに両国の交通を再開することを

提案することを決めた」と発表した。 

 

クラサオ政府は、ベネズエラは両国の移動を実現するた

めに必要なプロセスについて決定をする必要があると

指摘した。 

 

２０１９年、クラサオはグアイド暫定政権をベネズエラ

政府と認識。また、１９年２月に米国がグアイド暫定政

権と共同で行った人道支援物資のベネズエラ搬入オペ

レーションに協力。 

 

これらを要因として、マドゥロ政権は ABC 諸島との国

交を断絶。１９年から両国の移動が止まっている。仮に

クラサオ政府の提案が受け入れられた場合、４年ぶりの

移動再開となる。 

 

なお、オランダは既にマドゥロ政権をベネズエラ政府と

事実上認識しているが、正式に政府認識について見解を

表明したわけではない。 

 

その点で、マドゥロ政権が不満を抱いていることは間違

いなく、現在まで渡航禁止措置が続く大きな要因だろう。 

 

 

 

 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカルロス・フェ

ルナンデス代表は、クラサオ政府の提案にポジティブな

見解を示し、 

「我々はオランダ大使、アルーバ・クラサオ政府関係者、

同島の企業関係者らと接触を続けてきた。問題は解決す

る段階に来ている。 

 

２３年の第２四半期前には両国の移動が実現している

ことを期待している。両国の移動が再開することでベネ

ズエラにとって重要な新たな市場が創出される。」 

との見解を示した。 

 

なお、Fedecamaras のアダン・セリス副代表は、取引が

再開することで２～３億ドルの貿易取引が増えること

になるだろうと予想している。 

 

「予備選運営委 ２月１５日に実施日を発表」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.867」にて、予備選挙

の日程について、２月１５日に発表される可能性がある

との記事を紹介した。 

 

２月９日 予備選挙運営委員会は、正式に「２月１５日

に予備選挙の実施日を告知する」と発表した。また、同

時に予備選挙までのスケジュールも公表するという。 

 

なお、当初「６月末に実施する予定」と発表されていた

が、準備は進んでおらず、１０月～１１月実施の可能性

が指摘されている。 

 

また「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペス党首は、

「行動民主党（AD）」「第一正義党（PJ）」「新時代党

（UNT）」が予備選挙をすることなく、統一候補を決め

ようとしていると訴えており、予備選挙が野党内の亀裂

の原因となっている（「ウィークリーレポート No.287」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fafa02c13667a10704c15ab129252a6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afc05af2b04904ddd39f6289f04c7e8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34eb3e13e4525408c43648ba765fe93c.pdf
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（写真）予備選挙運営委員会 

“２月１５日に予備選スケジュールの公表を告知” 

 

「１月 労働関連の抗議が少なくとも１７８件」         

 

「労働争議・労働組合調査研究所（Inaesin）」は、２０

２３年１月に少なくとも１７８件の労働関連の抗議行

動があったと発表した。 

 

同団体が行った調査では、２０２２年１月の抗議行動は

１０８件だったとのことで、前年同期よりも６５％増え

ているとした。 

 

抗議行動の主な理由は、「公務員の低賃金」で全体の８

８．１％だったという。 

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２３年１月のイ

ンフレ率について先月比３９．４％増としており、ボリ

バル通貨の価値下落によりボリバル建てで給料を受け

取る人々の購買力低下が顕著になっている。 

 

経 済                       

「Repsol、Eni 制裁ライセンスの発行を要請     

    ～PDVSA Eni への原油輸出を承認～」            

 

エネルギー専門メディア「Petroguia」は、スペイン系エ

ネルギー会社「Repsol」およびスペインのサンチェス政

権がベネズエラでの事業再開に向けてマドゥロ政権と

協議をしており、米国の「外国資産管理局（OFAC）」に

対して制裁ライセンスの早期発行を要請していると報

じた。 

 

「Repsol」が要請している内容は、OFAC が「Chevron」

に与えた内容と似たようなものだという。 

 

「Repsol」は、OFAC に対して、マラカイボ湖に近い

PDVSA 合弁会社「Petroquiriquire」、オリノコ原油地域

の「Petro Carabobo」などの事業再開を求めている。 

 

また、「PDVSA」に対しては、「Chevron」と同じくオペ

レーションの主導権を「Repsol」が握ることを要請して

いるという。 

 

スペイン政府は在ベネ大使不在の状態が続いていたが、

２１年１２月から在ベネズエラ西大使館の商務官を務

めていた Ramon Santos Martínez 氏を大使に任命。 

マドゥロ政権との外交関係を再開している。 

 

イタリア系エネルギー会社「Eni」は、OFAC に対して

天然ガス事業の再開を求めているという。 

 

「Eni」「Repsol」は、既にベネズエラとの原油取引再開

に関する制裁ライセンスは得ているが、原油代金は全て

過去の債権回収に充てられることが条件となっており、

PDVSA のキャッシュを増やすような取引になっていな

い。そのため、PDVSA は現在の条件に納得しておらず、

不定期での輸出に留まっている。 
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ただし、「ロイター通信」は、PDVSA が２月に「Eni」

に対して原油を販売することを決めたと報じており、こ

の取引は２０２３年になって最初の輸出であり、

PDVSA が Tellechea 新総裁になって初めての輸出にな

るという。 

 

社 会                       

「スリア州の病院で２度目の爆破被害 理由は」            

 

２月９日 ベネズエラ第２の都市スリア州マラカイボ

市にある病院「Centro Médico Paraíso」が爆破被害にあ

った。 

 

この爆破により緊急搬入の際に使用される入り口が破

壊された。また、病院に押し入ったグループは施設内で

発砲もしたという。なお、負傷者はいないようだ。 

 

この病院は２０２２年１月１０日にも同じように爆破

攻撃を受けており、今回で２度目になる。 

 

今回の攻撃の理由は「脅迫」と報じられている。 

 

犯罪グループは「ワクチン」と称して、自身が掌握して

いる地域の企業や施設に「みかじめ料」を要求する。 

同診療所はみかじめ料の支払いを拒否しており、これが

理由で攻撃されているようだ。 

 

 

 

 
（写真）Maduradas 

 

以上 


