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（写真）マドゥロ大統領 Twitter “コロンビア政府、ELN ベネズエラにて協議を開始” 

 

 

２０２２年１１月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「ELN コロンビア政府 ベネズエラで協議開始 

～グアイド議長は ELN との協議仲裁を拒絶～」 

「予備選挙 団結するなら投票意思あり」 

経 済                     

「２３年 ベネズエラ向け送金はどうなる」 

「Cendas-FVM １０月のインフレ率は９．７％」 

「Fedecamaras 仏からミッション団受け入れ」 

「PepsiCo メリダ州のジャガイモ栽培を支援」 

社 会                     

「スペイン 孫法でベネズエラ人が西国籍を取得」 

２０２２年１１月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「欧州連合 国連にベネズエラ仲裁支援を要請 

～EU 大使 ３０億ドルの人道基金に言及～」 

「グアイド議長 ２３年１月５日に議会招集」 

経 済                    

「ベネズエラ CAN 加盟の意義とは？」 

「Sambil １１月３０日から８０店舗オープン」 

「ベネズエラでドル化が進んでいる金融機関」 

社 会                    

「高齢者の７３％は第三者の支援を受けている」 

「Calazan プレミアム・ラム酒を発表」 
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２０２２年１１月２１日（月曜）             

政 治                       

「ELN コロンビア政府 ベネズエラで協議開始    

  ～グアイド議長は ELN との協議仲裁を拒絶～」       

 

１１月２１日 カラカスのホテルフンボルトにて、コロ

ンビア政府とコロンビア系ゲリラ「国民解放戦線（ELN）」

との協議が行われた。 

 

両者の協議は２０１９年１月に中断されたが、約４年ぶ

りに再開した。 

 

協議での合意内容は主に以下の５点。 

 

１．完全な政治・倫理意思を持って対話を再開する。排

除や暴力を受けた人として対話を再開することを

求める。 

 

２．正義と民主主義の下で平和的な社会を構築する。虐

げられた者たちを最優先に考え、可能な限り多くの

関係者を含み、緊急的に認識できる形での合意を形

成する。 

 

３．仲裁国の継続的な支援に感謝する。キューバ、ノル

ウェー、ベネズエラや国連、キリスト教会の仲裁に

感謝する。彼らの支援が我々に倫理的・政治的・法

的な補償と責任を与える。 

 

４．政治暴力やその理由を超えて、新たな平和文化を創

設する。 

 

５．全ての生活様式とその尊厳を尊重する。 

 

上記５つの合意は、協議開始における心構えといった印

象で、具体的な合意は特にないと言っていいだろう。 

 

協議会場がベネズエラであることから分かる通り、ベネ

ズエラはコロンビア政府と ELN との協議で極めて重要

な役割を負っている。 

 

マドゥロ政権は ELN と一定の関係があり、ELN はベネ

ズエラを活動拠点にコロンビアに影響力を与えていた

と言われている。 

 

また、ペトロ政権のマドゥロ政権との接近により両者の

パイプ役として機能することになる。 

 

１１月２１日 マドゥロ大統領は、コロンビア政府と

ELN の協議再開を歓迎。「平和の時が来た。我々は手を

差し伸べる。ベネズエラ国民はペトロ政権とコロンビア

国民の平和のための力になる。」と発言した。 

 

他方、グアイド議長は今回の協議について拒絶。 

ELN に対してベネズエラから出ていくよう求めた。 

 

また、「大衆意思党（VP）」のセルヒオ・ベルガラ氏（２

０年５月に Gedeon オペレーションの調整役として辞

任を表明したが、現在も暫定政権の金庫番として活動）

は、「キューバのディアス・カネロ政権とベネズエラの

マドゥロ政権が仲介する協議は ELN に保証を与えるた

めのものであり、コロンビア国民の利益にはならない。」

と指摘。 

 

他にもベネズエラとキューバの仲裁に疑問を呈する声

は散見されている。 

 

「予備選挙 団結するなら投票意思あり」         

 

世論調査会社「Consultores２１」は、野党が２３年 6 月

に予定している予備選挙について、国民の投票意欲を調

査した。 
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調査の結果、多くの回答者が「野党が団結するようであ

れば投票に参加する意思がある」と回答したという。 

 

「Consultores２１」のサウル・カブレラ社長によると、

「仮に野党の団結が十分ではない場合、予備選挙の投票

率は３５～３８％程度になるだろう」と指摘。 

 

他方、「野党が団結した上で予備選挙を行った場合、投

票率は５５％程度になるだろう」との見解を示した。 

 

野党だけが行う選挙で５５％の投票率が得られるとす

れば、決して悪くない数字だろう。 

 

ただし、２０１７年７月に野党は国民投票を実施したこ

とがある。この国民投票は制憲議会が発足する直前に行

われたもので、当時の野党には勢いがあり、団結してい

た。それでも投票率は約３０％だった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.7」）。 

 

国民投票と予備選挙では目的が違うが、支持率がここま

で落ちた野党が５５％の投票率を達成できるかは疑問

が残るところだろう。 

 

経 済                        

「２３年 ベネズエラ向け送金はどうなる」           

 

非政府系団体「Encovi」とアンドレス・ベジョ・カトリ

ック大学が共同で行った生活調査によると、仕送りを受

け取っているベネズエラ国民は４９％で、２１年調査時

の５９％から１０％ほど低下したという。 

 

経済学者の Arturo Barcenas 氏は、２０２３年の外国か

らの仕送りについて「ベネズエラ向け仕送りは減少する

可能性がある」と指摘した。 

 

 

 

また、仕送りが減少する要因について「ベネズエラ側が

理由ではなく、外国が理由」、「外国に移動したベネズエ

ラ移民が仕送りをするため、移住先の景気状況により仕

送り額は影響する」、「仮に世界が景気後退に入るのであ

れば、家族向けの仕送り額は減ることになる」との見解

を示した。 

 

一方、経済学者レオナルド・ブニャック氏は、ベネズエ

ラは将来的に仕送り額が経済に大きな影響を与える国

になると指摘。 

 

「現在６００～７００万人のベネズエラ人が外国に住

んでおり、少なくない人数がベネズエラに残った家族に

仕送りを送っている」と言及。 

 

「今後、彼らは外国で生活基盤を整え、ベネズエラへの

仕送りを続けるのが常態化する。今後５年の間に、ベネ

ズエラは年間１４０～１５０億ドルほど仕送りを受け

る国になるだろう」との見解を示した。 

 

「Cendas-FVM １０月のインフレ率は９．７％」                  

 

１１月２１日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費

を調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、１０月

の基礎食糧費がドル建てで月額４５９．０８ドル（ボリ

バル建てで４，０３９．９４ボリバル）と発表した。 

 

９月の基礎食糧費が月額４４６．８３ドル（ボリバル建

てで３，６８１．８７ボリバル）だったので、ドル建て

で見ると１２ドル超増えたことになる。 

 

現在の最低賃金は月額１３０ボリバル（約１４．７７ド

ル）なので、月の最低賃金では一カ月の食費の３．５％

しか賄うことが出来ないことになる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
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品目別で最もインフレが激しかったのは、「チーズ・卵」

で先月比１６．５％増、次いで「ソース・マヨネーズ」

が同１１．２％増、「魚介類」が同９．８５％増と続い

ている。 

 

なお、２２年１月～１０月の累積インフレ率は９９．

５％。２１年１１月～２２年１０月までの１２カ月間の

インフレ率は１４３．８％となっている。 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

 

「Fedecamaras 仏からミッション団受け入れ」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.835」にて、アルゼン

チンから経済ミッション団がベネズエラに来たという

記事を紹介したが、今度はフランスからミッション団が

来訪するようだ。 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカルロス・フェ

ルナンデス代表は、フランスの経済界と経済分野での関

係強化に関する合意を締結したと発表。 

 

「今後、フランスからベネズエラへミッション団が派遣

され、企業家がベネズエラでの事業について検討する」

と説明した。 

 

 

 

また、「ベネズエラは、国際商業会議所（ICC）に再加盟

した」と説明。 

 

今年のベネズエラの民間セクターの輸出額は３０億ド

ルになる見込みで、今後も更に民間セクターの海外取引

が盛んになるとの見解を示した。 

 

一方「ベネズエラが制度的に抜本的な改革をしない限り、

外国企業の投資が増えることは困難」と指摘。「投資を

促進させるような環境づくりに全力を尽くす必要があ

る」と述べた。 

 

また、２０２３年の経済見通しについて、２０２２年と

同様に「比較的良いだろう」と発言。 

ただし、金融業界の融資が増えておらず、「更なる成長

のためには新たな資金調達手段を模索する必要がある」

との見解を示した。 

 

「PepsiCo メリダ州のジャガイモ栽培を支援」                  

 

清涼飲料メーカー「PepsiCo」は、メリダ州のじゃがい

も栽培の生産性を高めるための支援プロジェクト

「AGRO con Proposito」を実施すると発表した。 

 

 

（写真）PepsiCo. 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bbbdf63629ae42806cab248f20f6382c.pdf
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同プロジェクトは、メリダ州の１００軒のじゃがいも農

家を支援する内容のようだ。 

 

記事によると、メリダ州では機械に頼らない伝統的なジ

ャガイモ栽培を行っている農家が多いようだが、機械を

使用して生産性をあげるための支援を行うという。 

 

社 会                        

「スペイン 孫法でベネズエラ人が西国籍を取得」           

 

スペインで「民主主義の記憶法（Ley de Memoria 

Democrática）」、通称「孫法」が１０月に施行された。 

 

これはスペイン人の孫については、スペイン国籍を持つ

ことが出来るという法律のようだ。 

 

ベネズエラにはスペイン系移民が多いことから、今回の

法律施行によりベネズエラ系のスペイン国籍所有者が

大量に出ると報じられている。 

 

「Diario ABC」は、在ベネズエラ・スペイン大使館にベ

ネズエラ人からの国籍取得申請の状況について質問。 

 

今後、１カ月で２万～３万人のベネズエラ人がスペイン

国籍を取得することになり、今後数カ月の間位に約１０

万人のベネズエラ人がスペイン国籍を持つことになる

という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年１１月２２日（火曜）              

政 治                       

「欧州連合 国連にベネズエラ仲裁支援を要請     

  ～EU 大使 ３０億ドルの人道基金に言及～」        

 

ベネズエラの与野党協議について、欧州連合が国連に介

入を働きかけている。 

 

１１月２２日 スペインのホセ・マニュエル・アルバレ

ス外相は、国連のアントニオ・グティエレス事務局長に

対してベネズエラ与野党協議を支持すると表明。「この

協議を通じて、ベネズエラに未来を与えることが出来る」

との見解を示した。 

 

１１月１６日には、欧州連合のボレル外交政策委員長も

ベネズエラの与野党協議について「今が協議を始めるベ

ストなタイミングだ」と発言。協議再開を支持していた。 

 

また、１１月２２日 在ベネズエラ欧州大使の Rafael 

Dochao 氏は、 

「我々は、もうすぐメキシコで与野党協議が再開し、凍

結されている３０億ドルの資金が人道テーマでベネズ

エラ国民のために使用されることを期待している。」と

発言。 

 

「具体的な合意に至るまでは詳細は発表できないが、

我々は極めて重要な局面にいる。与野党双方がこのテー

マについて合意している」と補足した。 

 

「国連管理の上で３０億ドルの基金が運用される」とい

う話は以前から報じられていたが、この３０億ドルの出

所がどこから来るのかはっきりしていなかったが、やは

り外国にあるベネズエラの凍結資産から支出されるよ

うだ。 
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「今週にでも協議は再開する」との噂も流れており、水

面下での交渉は最終局面を迎えていると考えてよさそ

うだ。 

 

「グアイド議長 ２３年１月５日に議会招集」           

 

グアイド議長は、２０２３年１月５日に議会を召集する

と発表した。 

 

グアイド議長は２０１５年の国会議員選で当選した野

党多数派国会が選んだ国会議長。 

 

野党多数派国会の任期は２０２１年１月で満了してい

るが、主要野党は２０２０年１２月に行われた国会議員

選挙は不正選挙とのスタンスに立っており、出馬を拒否。 

 

国会選挙は行われていないので２０２１年以降も野党

多数派の国会が継続するとのスタンスを維持している。 

 

ただし、国内で言えば与党多数派の新国会が２０２１年

から発足しており、国会議事堂も与党多数派の新国会が

占領。 

 

野党多数派国会は、事実上解散状態にあると言える。 

 

ベネズエラの憲法では、毎年１月５日に国会が開催され、

新国会議長・第１副議長、第２副議長の３役が決定する

ことになっている。 

 

グアイド議長率いる「大衆意思党（VP）」は、２０２３

年もグアイド氏を国会議長としたグアイド暫定政権の

続投を望んでいるようだが、「新時代党（UNT）」「第一

正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」の主要野党内では、

続投に否定的な人物も多く、野党内で足並みが揃ってい

ない。 

 

 

議会の多数派がグアイド議長の続投に賛成すれば、グア

イド暫定政権が継続することになるが、過半数の賛同を

得られなければ野党多数派の国会が消滅する可能性が

ある。 

 

実際のところ、グアイド暫定政権が存続するとすれば、

それは「政権交代のため」という前向きな理由ではなく、

「消滅することでどうなるか予想がつかないため」とい

う後ろ向きな理由だろう。 

 

米国政府は２０２２年からマドゥロ政権との直接協議

を始めているが、形式的にはグアイド暫定政権がベネズ

エラの正当な政府とのスタンスを変えていない。 

 

米国にある PDVSA の関係会社 CITGO もグアイド暫

定政権のコントロール下にある。 

 

グアイド暫定政権が消滅した場合、CITGO のコントロ

ールがマドゥロ政権に戻ることになるが、そうなると米

国政府が制裁ライセンスで食い止めている CITGO の

資産差し押さえが実行される可能性が高まる。 

 

米国の後ろ盾を失えば、グアイド議長や野党関係者が逮

捕される可能性もあり、暫定政権が消滅した場合に起き

るリスクが想定できない。 

 

「２０２３年も形式的に暫定政権を維持し、与野党協議

でソフトランディングを模索する」という考えが野党内

で主流になっても不思議ではないだろう。 
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経 済                       

「ベネズエラ CAN 加盟の意義とは？」            

 

１１月３日  マドゥロ大統領は「アンデス共同体

（CAN）」への加盟意思を表明した。 

 

経済界も CAN 再加盟に賛同する声が多く、基本的にベ

ネズエラでは好意的に報じられている。 

 

「EFE 通信」は、ベネズエラ経済関係者に CAN 再加盟

についてヒアリングした記事を報じた。 

 

ベネズエラ中央大学社会経済科学学部のフェリックス・

アレジャノ教授は、CAN 再加盟について「ベネズエラ

製造業にとってチャンスになる。新たな市場を開拓でき

る可能性がある」との見解を示した。 

 

また、「ベネズエラ・コロンビア商工会議所（Cavecol）」

のルイス・アルベルト・ルシアン代表は、CAN 再加盟

により「両国の取引が一層加速することになる」と指摘。 

 

加えて、ベネズエラの CAN 再加盟は経済的なメリット

に留まらず、政治的にマドゥロ政権が国際的な認知を得

たことを意味すると補足。 

 

「先日、マドゥロ大統領はエジプトで開催された気候変

動会議に出席したが、マドゥロ大統領が出席しているこ

とに異議を申し立てる国はなかった。マドゥロ政権は国

際的な認識を得始めている」との見解を示した。 

 

なお、CAN については「ウィークリーレポート No.277」

で取り上げているので、関心のある方は参照されたい。 

 

 

 

 

 

「Sambil １１月３０日から８０店舗オープン」         

 

１１月３０日（水曜）～１２月１５日にかけてカラカス・

カンデラリアの「Sambil」がプレオープンする。 

 

同ショッピングセンターには３２０店舗が入るようだ

が、プレオープンの段階では３０％の８０店舗のみが営

業するという。 

 

プレオープンは、施設が問題なく動くかどうかを確認す

る目的もあり、約２週間で再び閉鎖し、正式なオープン

は２０２３年５月２８日になるようだ。 

 

なお、プレオープンの時点で１，２００人の雇用が創出

され、完全に動き始めた時には４，０００人の雇用が創

出されるという。 

 

「ベネズエラでドル化が進んでいる金融機関」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、外貨建て預金割

合が高い銀行ランキングを公表した。 

 

これはボリバル建てと外貨建ての預金総額に対して、外

貨建ての割合が高い銀行をランキング化したものだ。 

 

「Bancaynegocios」によると、最も外貨建ての預金割合

が高い銀行は「Banplus」で、預金全体の７７．１５％

が外貨建てだという。 

 

次いで「Bancamiga」が同７３．４３％。 

「Banco Nacional de Credito」が同６５．９６％。 

「Bancaribe」が同６１．９７％。 

「Banco de Venezuela」が同５８．４８％。 

「Banco Plaza」が同４７．８１％。 

「BBVA Provincial 銀行」が同４２．５８％。 

「Mercantil」が同４０．９３％と続く。 
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なお、２２年１０月時点でベネズエラ国内の外貨預金額

は１４億９，５４０万ドルで預金額全体の４７．５３％

を占めている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                       

「高齢者の７３％は第三者の支援を受けている」            

 

非政府系団体「Convite」のルイス・フランシス・カベサ

ス代表は、ベネズエラの高齢者の７３％は生きるために

第三者から支援を受けていると述べた。 

 

同団体が行った世論調査によると、４８％の高齢者が家

族から生活支援を受けているという。また、２５％は家

族以外の誰かから仕送りを受けているという。 

 

ベネズエラにも年金制度は存在するが、ベネズエラの年

金は最低賃金と一致しており、現在であれば月１０～１

１ドル程度。 

 

５人家族の必要最低限の食事代が４５０ドルだとすれ

ば、１人当たり９０ドルが必要で、１０ドルでは食事を

摂ることも出来ない。 

 

 

 

ベネズエラは慢性的にインフレが激しく、ボリバルの価

値が減価するため、ドル建てで貯金していない限り、貯

金は出来なかった。 

 

そのため、ほとんどの高齢者が貯金が無く、貧しい生活

を強いられている。 

 

「Calazan プレミアム・ラム酒を発表」         

 

ベネズエラは品質の高いラム酒を作る国として有名で

ある。 

 

現地メディア「El Estimulo」によると、「Calazan」とい

うラム酒メーカーが「Calazan Reserva Exclusiva」と

「Calazan Bouble Cask」という２つのプレミアム・ラム

酒を発表した。 

 

ベネズエラには有名なラム酒メーカーはいくつかある

が、「Calazan」という名前は初めて聞いたメーカーで、

新たなラム酒メーカーと思われる。 

 

２１年、同社のラム酒はサンフランシスコで開催された

「Spirit Seleccion」で金賞・銀賞を獲得。ベネズエラ国

内で頭角を現しているラム酒メーカーの１つだという。 

 

 

（写真）El Estimulo 

以上 


