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（写真）Jade Delegado 氏 “主要野党 MUD のセルヒオ・ガリド候補  CNE から当選任命書を受領” 

 

 

２０２２年１月１０日（月曜） 

 

政 治                     

「CNE 野党候補ガリド氏の知事就任を認定 

～野党の勢いが加速、与党致命的なミス～」 

「グアイド議長 罷免投票の検討を呼びかけ」 

「マドゥロ大統領 ニカラグア大統領就任式参列」 

経 済                     

「野党国会 ２０２１年のインフレ率６６０％ 

～まだハイパーインフレを脱却していない～」 

「PDVSA ９カ月ぶりに希釈油の輸出を再開」 

社 会                     

「蘭政府 人権侵害でクラサオへの人道援助停止」 

２０２２年１月１１日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９ オミクロン株感染拡大の懸念 

～７２％の国民が「７＋７」の再開を容認～」 

「ベネズエラのワクチン接種率は６０％？」 

経 済                    

「ガソリン精製量 日量１６万バレルまで回復」 

「PDVSA 感染予防のため活動職員を減員」 

「為替レート １ドル１０～１２ボリバル適切」 

社 会                    

「カラカスで一般犯罪が増加傾向」 

「UCAB 大学 ３D 印刷機を設置」 
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２０２２年１月１０日（月曜）             

政 治                       

「CNE 野党候補ガリド氏の知事就任を認定      

  ～野党の勢いが加速、与党致命的なミス～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.700」で紹介した通り、

バリナス州知事選のやり直し選挙で主要野党 MUD が

推薦したセルヒオ・ガリド候補（行動民主党（AD）所

属）が当選した。 

 

投票率は５２．３５％。 

 

ベネズエラの州知事選の投票率は歴史的に約６０％で、

歴史的に見れば５２．３％は高い数字ではないが、野党

が選挙ボイコットを呼びかけて以降、ここ数年は投票率

が低迷しており、ここ数年の実績と比べると高い投票率

と言える。 

 

なお「選挙管理委員会（CNE）」のウェブサイトで公表

されている主な候補の選挙結果は以下の通り。 

 

主要野党 MUD のセルヒオ・ガリド候補が５５．３４％、 

与党 PSUV のホルヘ・アレアサ候補が４１．３％、 

穏健野党のクラウディオ・フェルミン候補が１．７７％ 

だった。 

 

 

 

選挙結果発表の翌日、ガリド候補は CNE から当選証明

を受け取り、正式にバリナス州知事当選が確定した（同

レポート、１ページ目の写真」）。 

 

今回の選挙は、野党が不利と言われる中で行われた選挙

だった。それでも１０ポイント以上の差をつけてガリド

候補が当選したというのは、主要野党にとって良い意味

で驚きの結果だっただろう。 

 

他方、与党陣営にとっては致命的なミスと言える。 

１１月２１日の選挙の時点で、バリナス州知事は主要野

党 MUD が推薦したフレディ・スペルラノ候補が当選し

ていたと理解されている。 

 

しかし、最高裁の決定でスペルラノ候補の出馬権がなく

なり、バリナス州知事選がやり直されることになった

（「ベネズエラ・トゥデイ No.685」）。 

 

この強引な決定は、行政と司法の独立性がないことを証

明し、１１月の州知事選の信頼を大きく損なうことにな

った。 

 

その後、多くの与党幹部らがアレアサ候補を応援し、バ

リナス州で集中的に政府プロジェクトが行われたにも

関わらず、１０ポイント以上の差で敗北した。 

 

再選挙をしたことで、与党のイメージが悪くなり、更に

野党を援護する形になってしまったと言える。 

 

特にバリナス州は故チャベス元大統領の生まれ故郷で、

与党にとってはシンボリックな州だった。 

 

グアイド議長は「始まった土地が終わった」と宣言。 

チャベス政権から始まった与党政治の終わりが近い雰

囲気を盛り上げた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a68e16a9003efe9da6388500136655d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9566aaf8be19887cfcf1e72c3ba9d9f4.pdf
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「グアイド議長 罷免投票の検討を呼びかけ」         

 

前述の通り、バリナス州知事選はマドゥロ政権が有利な

環境で行われた。 

 

それでも主要野党の候補が当選できたという事実は、グ

アイド政権関係者やその支持者にとって、良い意味で驚

きの結果であり、「マドゥロ政権は選挙で倒壊できる」

という期待を高める結果となった。 

 

特に２０２２年は、マドゥロ大統領の罷免投票を申請す

ることが可能な年。 

 

バリナス州知事選で与党が勝利していたとすれば（ある

いはバリナス州知事選のやり直し選挙を行わずに野党

側にバリナス州知事を譲っていれば）、罷免投票の機運

は高まらなかったと思うが、今回の選挙が主要野党に追

い風になっていることは間違いない。 

 

１月１０日 グアイド議長は、インスタグラムで 

「罷免投票を通じて、ベネズエラで自由な大統領選を行

うため団結を求める」と投稿。 

 

この勢いで罷免投票を申請する可能性が出てきた。 

 

「マドゥロ大統領 ニカラグア大統領就任式参列」                  

 

１月１０日 マドゥロ大統領はニカラグアを訪問。 

 

同国のダニエル・オルテガ大統領の就任式に参列した。 

 

１１月７日 ニカラグアで大統領選が行われた。 

７５％の得票率でオルテガ候補が当選したが、反対派の

主要候補の出馬が禁止されたことを理由に欧米諸国が

不正選挙を主張しており、オルテガ大統領の正当性に疑

問を呈する国は多い。 

 

オルテガ大統領の就任式には、マドゥロ大統領に加えて

キューバのディアス・カネル国家評議会議長が参列。他

ロシア、イラン、中国の外交団も参列した。 

 

なお、今回の再選によりオルテガ大統領は２０２６年ま

でニカラグアの大統領を続けることになる。 

 

 

（写真）Kawasachun News 

 

経 済                        

「野党国会 ２０２１年のインフレ率６６０％    

  ～まだハイパーインフレを脱却していない～」           

 

１月１０日  野党国会の「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は、２０２１年１２月のインフレ率を公表。 

 

１２月のインフレ率は先月比６．０％増。 

２０２１年の年間インフレ率は６６０％とした。 

 

中央銀行は１２月のインフレ率を７．６％としており、

２０２１年の年間インフレ率は６８６．４％だったと発

表している。 

 

両者の数字はほとんど同じで、この結果は妥当なものと

いうことだろう。 
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ただし、野党国会の認識では、ベネズエラはまだハイパ

ーインフレを脱却していない。 

 

野党国会は２１年１月のインフレ率を先月比５５．２％

増、２１年２月のインフレ率を同５１％増と公表してい

た。 

 

ハイパーインフレを卒業するためには、１２カ月連続で

先月比５０％以下のインフレ率を維持する必要がある

ため、野党国会の理解では、ベネズエラがハイパーイン

フレを卒業できるのは２２年２月ということになる。 

 

また、OVF はインフレが抑制された理由について以下

の通り見解を示している。 

 

１．公務員の給料や年金受給者への年金支払いを減らし

たことに加え、政府の社会投資、不透明な資金漏出が

減少したことで市中のボリバル通貨の流通が抑えら

れた。 

２．中央銀行が為替レートに過度に介入し、為替を維持

したことでインフレが抑制された。 

３．預金準備率を８５％に設定し、銀行の融資を抑制し

たことで市中のボリバル通貨の流通が抑えられた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“中央銀行とベネズエラ金融観測所が公表するインフレ

率の推移（２１年１月～１２月）” 

 

 

 

「PDVSA ９カ月ぶりに希釈油の輸出を再開」         

 

「ロイター通信」は、PDVSA が９カ月ぶりに希釈油の

輸出を再開したと報じた。 

 

ロイターによると、パナマ籍のスーパータンカーが１９

０万バレルの希釈油を積みホセターミナルを出港。マレ

ーシアに向けて移動しているという。 

 

PDVSAが希釈油を輸出したのは２１年４月以来だとい

う。 

 

米国の制裁により希釈剤の調達が出来なくなり、ベネズ

エラの石油産業は大きな打撃を受けた。 

 

しかし、イランがベネズエラにコンデンセートを輸出す

るようになったことで PDVSA の活動は多少回復した。 

 

現在 PDVSA はイランの国営石油会社 NIOC から月２

１０万バレルのコンデンセートを輸入し、PDVSA は３

８０万バレルのベネズエラ産原油（Merey１６）を提供

しているという。 

 

社 会                        

「蘭政府 人権侵害でクラサオへの人道援助停止」           

 

１月６日 オランダの Raymond Knops 外務報道官は、

「オランダ政府はクラサオへの人道支援援助を停止し

た」と発表した。 

Knops 報道官によると、２０１９年から現在までアルー

バ、クラサオ、ボナイレに対して７２０万ユーロの経済

援助を行ってきたという。 

 

援助を停止した理由はベネズエラから来た移民に対し

てクラサオ政府が非人道的な対応をしていた懸念が出

ているためだという。 
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事件の発端は人道団体「アムネスティ・インターナショ

ナル」が、クラサオの不法移民収容施設でベネズエラ人

が非人道的な扱いを受けていると告発したことに始ま

る。 

 

この訴えを受けて、２１年１２月に「アムネスティ・イ

ンターナショナル」の監視団がクラサオを訪問したが、

クラサオ政府は同監視団による収容施設の視察を拒否

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.693」）。 

 

２０２２年１月１１日（火曜）              

政 治                       

「Covid-１９ オミクロン株感染拡大の懸念               

 ～７２％の国民が「７＋７」の再開を容認～」        

 

日本でも Covid-１９感染者数が増加しているが、ベネ

ズエラでも感染者が拡大傾向にあるようだ。 

 

１月１１日 マドゥロ大統領は演説で「直近２４時間で

５９８名の Covid-１９感染者が確認された」と発表。 

 

この数カ月、ベネズエラの Covid-１９新規感染者数は

１００～３００名前後で推移していたので、警戒水準に

ある。 

 

カルロス・アルバラード保健相は、カラカス、ラグアイ

ラ州、ミランダ州でオミクロン株感染者が確認されたと

説明。今後、感染が再び加速する懸念を表明している。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のディオス

ダード・カベジョ副党首が司会を務める「Con El Mazo 

Dando」もスタッフが Covid-１９に感染していたこと

が判明したようで、同日の番組は中止された。 

 

 

 

 

また、マドゥロ大統領は「祖国システム」で行った国民

へのアンケートで、「今後、Covid-１９感染が拡大する

なら「７＋７」を再開することに賛成しますか？」との

質問に７２％の回答者が賛成したと説明。 

 

Covid-１９感染が拡大するようであれば、「７＋７」を

再開することに国民的な同意があるとした。 

 

なお、マドゥロ政権がこの２年間、政権を維持できた大

きな要因として Covid-１９があったように思う。 

 

グアイド暫定政権自体の人気低迷もさることながら、

Covid-１９が抗議行動の盛り上がりを抑制した面もあ

る。 

 

今後、主要野党が罷免投票の署名集めを行う場合、

Covid-１９感染拡大防止を理由に「７＋７」を再開し、

署名集めを阻害するという狙いもあるのかもしれない。 

 

「ベネズエラのワクチン接種率は６０％？」           

 

医療系団体「Medico Unidos de Venezuela」は、現在の

ベネズエラのワクチン接種率はまだ６０％程度との見

解を示した。 

 

なお、マドゥロ大統領は１月１１日の時点で９５％の国

民がワクチン接種済みと発表している。 

 

「Medico Unidos de Venezuela」のハイメ・ロレンソ代

表は、「政府が公表している情報は、信頼できない。我々

の集めた情報によると、ワクチン接種率は６０％程度」

と説明。 

 

また、これまでに少なくとも８００名の医療従事者が

Covid-１９で亡くなったと説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/149c3f11c41462179f7b65edbb2b1db8.pdf
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経 済                       

「ガソリン精製量 日量１６万バレルまで回復」            

 

「ロイター通信」は、関係者から入手した情報としてベ

ネズエラ国内のガソリン精製量が日量１６万バレルに

達したと報じた。なお、ディーゼル燃料も日量３．８万

バレルを精製しているという。 

 

同メディアによると、１２月のガソリン精製量は日量８

万バレルだったので、１月に入って２倍に増えたという。 

 

ガソリン精製量が回復した理由はイランの支援。 

イランの技術者が製油所の改修などを行ったという。 

 

ただし、製油所は抜本的な改修が必要で現在の精製量が

いつまで続くかは不明だという。 

 

アムアイ製油所の「流動接触分解装置（FCC）」は１２

月に稼働が再開し、現在は日量６．４万バレルを精製し

ているという。 

 

イランの支援により、エルパリート製油所、カルドン製

油所、プエルト・ラ・クルス製油所も稼働が再開してい

るようだ。 

 

なお、ベネズエラのガソリン需要は日量１５万バレル程

度とされており、日量１６万バレルを継続的に精製でき

るのであればガソリン不足は解消するだろう。 

 

「PDVSA 感染予防のため活動職員を減員」         

 

１月１１日 「ロイター通信」は、石油省が PDVSA と

その関係会社に対して、自宅勤務を推奨したと報じた。 

自宅勤務を推奨した理由は Covid-１９感染拡大防止の

ためだという。 

 

 

石油省がこの指示を出したのは１月８日。 

 

２１年１０月に入り PDVSA の管理部門は通常業務を

再開していたが、施設で働く作業員はシフト制を維持し、

原油産出、精製を続けていた。 

 

前述の通り、ガソリン精製量は回復し、産油量も増加し

ているようだが、今回の感染拡大防止策により石油産業

の活動に影響が出そうだ。 

 

「為替レート １ドル１０～１２ボリバル適切」         

 

「Datanalisis」のアントニオ・ヒル氏は、ベネズエラの

経済状況について、インフレは以前より落ち着いたが、

年率６００％超のインフレは異常であり、人々はボリバ

ルで貯蓄することは出来ないと指摘。そのため、今後も

ドル経済は深化するとの見解を示した。 

 

また、ベネズエラの経済回復のためには石油産業だけで

はなく、他の産業を振興する必要があると指摘。 

 

企業活動を抑制している中央銀行の通貨政策「預金準備

率８５％」を緩和し、銀行が融資を出来る環境にするこ

とを提案した。 

 

また、仮に預金準備率を引き下げて融資が増加すれば、

ボリバル通貨が膨張し、為替レートはボリバル安になり、

インフレが加速すると指摘。 

中央銀行は、現在の１ドル約５ボリバルから１ドル１０

～１２ボリバルのラインで維持することが望ましいと

の見解を示した。 

 

以下は筆者の意見だが、ベネズエラ経済を安定させたい

のであれば、一番効果的な方法は経済制裁を解除するこ

とで、本当の経済専門家であれば真っ先に経済制裁の解

除を提案するべきだ。 
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ベネズエラ経済が困窮している一番の原因はドル不足

であり、ベネズエラがドル不足になっている一番の理由

は米国が制裁で原油輸出を止めているから。 

 

石油産業以外の産業を発展させる必要はあるが、発展す

るための原資である石油産業を止めた状態では他産業

の発展、健全な財政政策には限界がある。 

 

彼らもそんなことは分かっているが、政治的なしがらみ

を理由に経済制裁の悪影響を指摘できない。 

 

この国の経済専門家と呼ばれる人の多くは、実は政治家

であることは大きな問題だろう。 

 

社 会                       

「カラカスで一般犯罪が増加傾向」            

 

「Efecto Cocuyo」は、２０２２年に入りカラカスで住

居侵入強盗、誘拐、自動車強盗など一般犯罪が増加して

いると報じた。 

 

ルイス・アルベルト氏（一般市民）は、１月５日にチャ

カオ市のセントロリード付近で強盗にあったという。 

強盗は「銃殺されたくなければドルと携帯を出せ」と脅

迫。財布と携帯を奪われたが、結局、殴られたようで、

アルベルト氏の目元は緑色になっていたという。 

 

犯罪を調査する「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」も１

月末頃からカラカスで一般犯罪が増加していると警鐘

を鳴らしている。 

 

ただし、被害者は警察に被害届を出しておらず、被害状

況は判明していないという。被害を受けた人は、警察に

申請して盗まれた物が戻ってくるとは考えておらず、申

請手続きで時間を無駄にするだけと考えているようだ。 

 

 

ベネズエラ中央大学のアレクサンダー・カンポス教授は、

犯罪が増加している理由について、ドル経済が定着し、

ドル送金などで現金を持っている人が増加しているこ

とが理由と説明している。 

 

「UCAB 大学 ３D 印刷機を設置」         

 

ベネズエラのアンドレス・ベジョ・カトリック大学に３

Ｄ印刷機が設置されたという。 

 

３Ｄプリンターは、日本でも注目を集めている分野だが

ベネズエラでも３Ｄプリンターが使用され始めている。 

既に実用化に向けて動き出しており有料放送サービス

「Simple TV」の装置で使用する部品を製造したという。 

 

 

（写真）El Ucabista 

以上 


