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（写真）野党国会 “暫定政権が終了、新野党国会３役は全員が外国在住者（写真は別の日のもの）” 

 

 

２０２３年１月４日（水曜） 

 

政 治                     

「米国 グアイド議長及び野党国会と協議を継続」 

「主要野党 米・仏・独に感謝を表明」 

「暫定政権の在カナダ大使 職務継続を表明」 

「FARC との和平協議は ELN と別スキーム」 

経 済                     

「OVF ２０２２年の年間インフレ率３０５％ 

～２２年１２月の基礎食糧費は３７１ドル～」 

「Bloomberg ２３年のハイパーインフレを懸念」 

「電力相 ３年間で太陽光発電を拡大」 

「マドゥロ政権 輸入免税措置を６カ月延長」 

 

２０２３年１月５日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド暫定政権 正式に終了 

～新国会３役は全員外国に居住する女性～」 

「グアイド議長 PJ、AD、UNT の決定に言及」 

「暫定政権終了も２２年の年次報告は実施予定」 

「与党国会 ホルヘ・ロドリゲス議長が続投」 

経 済                    

「PDVSA Petropiar 代表職を Chevron に移譲 

～ミシシッピ製油所へ５０万バレル輸出～」 

社 会                    

「ベネズエラの難民申請者 墨で１．４万人」 
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２０２３年１月４日（水曜）             

政 治                       

「米国 グアイド議長及び野党国会と協議を継続」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.852」で紹介した通り、

１月４日をもってグアイド暫定政権が終了する。 

 

１月４日 米国ホワイトハウスの John Kiby 報道官は、

バイデン政権の対ベネズエラ方針について言及。 

 

「米国政府は彼（ファン・グアイド氏）およびその他の

ベネズエラ民主主義リーダーおよびベネズエラ国民を

支援するグループとの協議を継続する」とのスタンスを

示した。 

 

また、Kiby 報道官は、野党国会について「ベネズエラに

残っている最後の民主的な組織と認識する。」とコメン

ト。野党国会の正当性を支持した。 

 

なお、記者からベネズエラ野党を支援するための今後の

具体的な対応について質問を受けたが、この質問に対し

ては回答しなかった。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

また、コロンビアにあるベネズエラ米国大使館は、前号

「ベネズエラ・トゥデイ No.852」で紹介した米国国務

省の Ned Price 報道官の談話の内容をウェブサイトで

公開。 

 

談話では、 

１．米国政府は、２０１５年の野党国会を民主的な組織

として引き続き支持すること 

２．マドゥロ政権に対して、野党との協議を通じて自由

で公平な選挙を実施するよう働きかけること 

３．２０２１年に欧州連合の選挙監視団が行った選挙制

度に対する助言を遵守すること 

４．米国政府はベネズエラ移民問題を支援するため、２

０１７年からベネズエラ国内外に対して、総額２３

億ドルの支援を実施してきたこと 

などが書かれている。 

 

「主要野党 米・仏・独に感謝を表明」         

 

１月４日 主要野党を中心に組織されている「統一プラ

ットフォーム」は、ベネズエラの民主主義と自由に対す

る戦いに連帯を示す米国・フランス・ドイツに感謝の意

を表明した。 

 

米国政府にからは、上記の通り連帯が表明されている。 

 

ドイツについては、ドイツ外務省の Christian Wagner 報

道官が「ベネズエラの民主主義勢力への支援を継続する。

自由で公平な大統領選による危機解決を模索する」と述

べている。 

 

フランスについては、１月３日にフランスの外相がグア

イド暫定政権の終了について質問を受けると 

「フランスは、ベネズエラの民主主義勢力が望むような

組織体制を支持する。彼らの決定にコメントする立場に

はない。」と回答している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42bfc9356f6ac742ca27a8f332ca3f35.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42bfc9356f6ac742ca27a8f332ca3f35.pdf
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「暫定政権の在カナダ大使 職務継続を表明」                  

 

１月４日 グアイド暫定政権が在カナダ・ベネズエラ代

表大使に任命した Orlando Viera-Blanco 氏は、現地メ

ディア「Noticiero Digital」の電話インタビューに応じ、

「国会が暫定政権を終了させることはできない」との見

解を表明した。 

 

また、自身の大使職について「まだ役割は終わっていな

い」と表明。ベネズエラの新たな代表が着任するまで自

身が大使職を継続するとの意思を示した。 

 

「暫定政権は終了していない。なぜなら国会が暫定政権

を解散させることはできないからだ。 

 

また、戦略的な観点から見ても民主主義勢力を弱体化さ

せることになり、我々の同盟国を困惑させ、マドゥロ政

権を勢いづかせる政治的に誤った決定である。 

 

私は大使職に固執していないが、ベネズエラの平和と自

由と公平とベネズエラ国民の自国への帰還に固執して

いる。この目的を果たし続ける。」 

と主張した。 

 

 

（写真）Noticiero Digital 

“暫定政権の終了を拒絶し、在カナダ・ベネズエラ大使

職の継続を表明した Orlando Viera-Blanco 氏” 

 

 

「FARC との和平協議は ELN と別スキーム」         

 

１月４日 コロンビアのペトロ大統領は、コロンビア系

ゲリラ「コロンビア革命軍（FARC）」との和平協議につ

いて、「国民解放戦線（ELN）との協議と同じようには

ならない」との見解を示した。 

 

ペトロ大統領によると、Iván Mordisco 氏を中心とする

FARC 離反者および ELN は政党としての扱いを受け、

和平協議を継続するという。 

 

一方で、FARC の「Segunda Marquetalia」のグループに

所属する構成員は政党としてのステータスを与えられ

ず、司法的な処罰の対象になるという。 

 

経 済                        

「OVF ２０２２年の年間インフレ率３０５％     

  ～２２年１２月の基礎食糧費は３７１ドル～」           

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２２年１２月の

インフレ率を公表した。 

 

OVF によると、１２月のインフレ率は３７．２％。 

品目別では、特に「衣類」が５７．８％、「家庭設備」が

５５．８％、「賃料」が５１．８％、「食料」が４９．４％

と物価上昇が激しかったようだ。 

 

なお、１１月のインフレ率は２１．９％だったので、１

２月になりインフレが更に加速したことになる。 

 

今回の公表により２０２２年の通年のインフレ率が出

たことになる。OVF の調査によると、２２年のベネズ

エラのインフレ率は３０５．７％。 
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また、１２月の基礎食糧費（５人家族が必要最低限の食

料を購入するために必要な経費）は３７１ドルと公表。 

 

１１月が３６６ドルだったので、５ドルほど上がったこ

とになる。 

 

なお、２０２０年１１月～２２年１２月までのドル建て

の基礎食糧費は以下の通り。 

 

２０年１１月当時は２１０ドルだったが、その後２０２

１年１２月に月額３７０ドルと徐々に上昇。その後は増

減を繰り返しているという印象だ。 

 

 

（写真）ベネズエラ金融観測所（OVF） 

 

「Bloomberg ２３年のハイパーインフレを懸念」         

 

「Bloomberg」は、ベネズエラ人経済学者Angel Alvarado

氏のコメントを報道。２０２３年にベネズエラが再びハ

イパーインフレになる可能性があるとした。 

 

Alvarado 氏によると、マドゥロ政権は通貨の乱発を加速

させており、ボリバル通貨の価値下落に拍車がかかって

いると指摘。２０２２年１２月のインフレ率について３

７％と予想した。 

 

特に「衣類」「レストラン」については、先月比５０％

超のインフレも起きており、ハイパーインフレが再来す

る懸念を表明した。 

 

なお、圧倒的にハイパーインフレ懸念に関する報道が多

いが、個人的には現時点でそこまで強い懸念をする必要

は無いと感じている。 

 

例年、１１月、１２月は高インフレになる。 

一方、１月～３月は比較的インフレが落ち着く傾向にあ

る。この期間に中央銀行が為替安定化措置を採ることが

出来れば残りの数カ月間はインフレを抑え込むことが

可能だろう。 

 

とはいえ、もちろん楽観視できる状況ではない。１月～

３月中も為替レートが大幅に下落し、高インフレが続く

ようであれば要警戒ということになるが、現時点では過

度に心配する必要はないように感じている。 

 

「電力省 ３年間で太陽光発電を拡大」         

 

１月３日 電気エネルギー省は、「代替エネルギー計画」

に従い、今後３年の間に２，０００ワットの太陽光発電

機を設置すると発表した。 

 

「計画の第１フェーズには、２０００ワットの太陽光発

電機の設置が含まれる。スリア州、ファルコン州、ララ

州を中心に発電サイトを作り、５００メガバイトの発電

を行う。第２フェーズでは、対象地域を中部・東部に拡

大する。」とした。 
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加えて、２０２３年中に１，７００の太陽光パネルを設

置する方針を示した。 

 

非政府系団体「停電被害委員会」によると、２０２２年

１月～１２月１８日までにベネズエラで起きた停電は

３２，１８６回。前年同期は２９，４１８回だったので、

９％ほど増えている。 

 

特にスリア州は、停電が頻発している地域で電力問題に

ついて、住民からも強い不満の声がでている。 

 

「マドゥロ政権 輸入免税措置を６カ月延長」         

 

マドゥロ政権は、１２月２９日付特別官報６，７２７号

を公表。輸入免税措置を６カ月間延長することを発表し

た。 

 

つまり、当該品目の免税措置は２０２３年６月３０日ま

で継続することになる。 

 

官報の添付資料１に記載されている１，５６７品目は、

輸入税９０％が免除、付加価値税９０％が免除される。 

 

また、添付資料２に記載されている４４１品目は、輸入

税・付加価値税ともに１００％免除されるという。 

 

具体的な品目については「オリジナル官報」（経済系メ

ディア「Bancaynegocios」の記事内に掲載されている）

を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１月５日（木曜）              

政 治                       

「グアイド暫定政権 正式に終了           

  ～新国会３役は全員外国に居住する女性～」        

 

１月４日をもってグアイド暫定政権が正式に終了した。 

 

「ウィークリーレポート No.285」でも指摘した通り、

グアイド暫定大統領は、その気になれば亡命最高裁に対

して、野党国会の決定の合憲性を問うことが可能だった

が、そのような対応はとらなかった。 

 

これにより、２０２３年も野党国会は存続するが、暫定

政権は終了することとなった。 

 

また、同日２０２３年の野党国会の３役（国会議長、第

１副議長、第２副議長）が任命された。 

 

国会議長は、「第一正義党（PJ）」の Dinorah Figuera 議

員。 

 

第 １ 副 議 長 は 、「新 時代 党 （ UNT ）」の Marianela 

Fernández 議員。 

 

第２副議長は、「行動民主党（AD）」の Auristela Vásquez

議員。 

 

３人は全員女性で、Dinorah Figuera 議員はスペイン在

住。Marianela Fernández 議員は米国在住。Auristela 

Vásquez 議員はスペイン在住と全員が外国に居住して

いる。 

 

３人は全員知名度の高い議員ではなく、政治力も高くな

いと推測される。彼らは決定権者ではなく、各政党の窓

口的な役割を担うことになりそうだ。 

 

https://www.bancaynegocios.com/gobierno-prorroga-con-reformas-exoneracion-de-importaciones-por-seis-meses-gaceta-oficial/
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c6916342b0c020642de6ba5c1a8af702.pdf
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（写真）Maduradas、El Estimulo 

“上の女性が Dinorah Figuera 新国会議長” 

“下の右の女性が Marianela Fernández 新第１副議長” 

“下の左の女性が Auristela Vásquez 新第２副議長” 

 

「グアイド議長 PJ、AD、UNT の決定に言及」           

 

上記の新国会役員を見ても分かる通り、主要野党の PJ、

AD、UNT は、協力して「大衆意思党（VP）」に所属す

るグアイド議長を議長（暫定大統領）の座から降ろし、

新役員を分け合った格好になる。 

 

グアイド議長は「Television Espanola」のインタビュー

に応じ、今回の解任劇を主導した PJ、AD、UNT につ

いて「３党は独裁者に降伏する道を選んだように見える」

とコメント。今回の解任劇に対して苦言を呈した。 

 

 

 

ただし、「団結を維持することが重要」と言及。３党と

対立する意図はないコメントした。 

 

他、２０２３年 6 月末に予定されている予備選挙への出

馬について聞かれると 

「近いうちに決定をする。様々な観点から分析している

ところだ。ベネズエラ国民を守る手段は投票だ。役職だ

けが守る手段ではない。」とコメントした。 

 

「暫定政権終了も２２年の年次報告は実施予定」                  

 

前述の通り、１月４日をもってグアイド暫定政権は正式

に終了した。 

 

しかし、グアイド暫定政権の存在を法的に定めていた

「政権移行法」の第２１条には「グアイド暫定政権、ベ

ネズエラ中央銀行役員、PDVSA 役員、支出管理委員会、

会計監査総長は４５日以内に前年の年次報告を行わな

ければいけない。」と定められている。 

 

つまり、暫定政権は終了したが２月１８日までに２０２

２年の年次報告を行う必要があるという。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.849」で紹介した通り、

暫定政権は終了するものの「ベネズエラ中央銀行役員」 

「PDVSA に関連する組織」「対外資産の保護に関する

組織」については２０２３年も維持するとしている。 

 

この３組織の維持に関しては、政権移行法を修正するべ

き事項だが、現在のところ修正された政権移行法は公表

されていない。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/831c75ecdc0e02bd79dfb64f5cc22d75.pdf
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「与党国会 ホルヘ・ロドリゲス議長が続投」         

 

１月５日 与党国会も２０２３年の国会３役を決定し

た。 

 

国会議長は、これまで通りホルヘ・ロドリゲス国会議長。 

第１副議長は、スポーツ相などを務めたことのあるペド

ロ・インファンテ議員。第２副議長は、アメリカ・ペレ

ス議員。 

 

２０２１年、２２年と第１副議長に選ばれていたイリ

ス・バレラ議員の再選はなかった。 

 

与党内でマドゥロ大統領と権力を争っているディオス

ダード・カベジョ副党首（国会議員）については、これ

まで通り、国会内で重要な役職にはついていない。 

 

イリス・バレラ議員は、カベジョ副党首に近い人物と理

解されていたので、バレラ議員が再選しなかったことで、

カベジョ副党首の権限が弱まり、マドゥロ政権がより盤

石になった印象を受ける。 

 

なお、新役員が任命された際には３役が並んで国会議事

堂前で写真を撮るのが慣習だが、今のところ３役が並ん

で撮影した写真は公開されていない。深読みかもしれな

いが、カベジョ派閥へ配慮した可能性も考えられそうだ。 

 

 

経 済                       

「PDVSA Petropiar 代表職を Chevron に移譲      

  ～ミシシッピ製油所へ５０万バレル輸出～」            

 

現地メディア「Tal Cual」は、「Chevron」と PDVSA の

合弁会社「Petropiar」について、代表に Martin Philipsen

氏が就任したと報じた。 

 

なお、同決定自体は２０２２年１２月８日から有効にな

っていたようで、１カ月ほど前に決定していたようだ。 

 

Martin Philipsen 氏は、「Chevron」に所属する人物で、

Petropiar の代表が Chevron の人間に代わったことを意

味する。 

 

以前より「Petropiar」について、株式割合は変らないも

のの、マネジメントの重要部分は Chevron に役割が移

動する可能性が報じられていたが、事実だったようだ。 

 

Martin Philipsen 氏は、オランダ Eindhoven にある

Boschveld 大学卒の技術者。また、Eindhoven 技術大学

にてエネルギー生産技術の博士号も取得している。 

 

ベネズエラでは「PetroBoscán」の生産部門で２０１２

年まで勤務した経験がある。その後、コロンビア・ブラ

ジルのオペレーション管理者を経験したという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.852」で紹介した通り、

「Chevron」は既にベネズエラ産原油の輸出を開始して

おり、２隻目のタンカー「UACC Eagle」がベネズエラ

の領海に到着したという。 

 

今後、「Chevron」はベネズエラ産原油５０万バレルを積

んで米国ミシシッピ州にある Pascagoula 製油所に運ぶ

予定だという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/42bfc9356f6ac742ca27a8f332ca3f35.pdf
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社 会                       

「ベネズエラの難民申請者 墨で１．４万人」            

 

「メキシコ難民支援委員会（Comar）」は、２０２２年

に同国が受けた難民申請数は１１万８，４７８人だった

と発表した。 

 

また、「EFE 通信」によると、このうちの１．４万人超

はベネズエラ人の難民申請だったという。 

 

国別で最も多かったのはホンジュラスで３万１，０８６

人。 

 

次いで、キューバが１万８，０８７人。 

３番目はハイチで、１万７，０６８人。 

４番目はベネズエラで１万４，８７３人。 

５番目はニカラグアで８，９７１人だったという。 

 

以上 


