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（写真）INAC “ベネズエラ入国時に義務化されていた PCR 検査、１２月末で終了” 

 

 

２０２２年１２月９日（金曜） 

 

政 治                     

「急進野党 主要野党はマドゥロの存続を承認」 

「第一正義党 CNE の有権者登録更新を要請」 

「独立野党エカリ党首 マドゥロ大統領と面談」 

「米国 ベネズエラ人１．４万人の移住を許可」 

経 済                     

「Chevron 合弁会社 株式比率変更はなし」 

「ベネズエラ向け送金が最も多い国は米国」 

「証券市場値上がりも為替レート高騰で相殺」 

社 会                     

「Youtuber レチェリア回復の現状を配信」 

22 年 12 月 10～11 日（土・日） 

 

政 治                    

「入国時の Covid-１９検査 １２月末で終了」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 為替レート抑制策を命令 

～基礎食料品４２品目の上限価格を定める～」 

「ガイアナ 原油鉱区の競売を発表」 

「コロンビア 米国の原油輸入国４位に」 

「伝統酒コクイ 米国展示会でメダル獲得」 

社 会                    

「ベネズエラの極貧指数は世界２位」 

「カラカスで最も高級なジム 月額は」 
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２０２２年１２月９日（金曜）             

政 治                       

「急進野党 主要野党はマドゥロの存続を承認」       

 

急進野党のリーダー、マリア・コリナ・マチャド氏が党

首を務めている「Vente Venezuela」の党員は声明を発

表。 

 

１１月から再開したメキシコでの与野党協議を拒絶す

る意向を示した。 

 

「Vente Venezuela」の全国幹事長を務める Henry 

Alviarez 氏によると、この協議で主要野党を中心とする

統一プラットフォームは２０３０年までマドゥロ政権

が存続することを協議しているという。 

 

次の大統領選は２０２４年、大統領の任期は６年間。 

従って、この訴えが事実であれば、主要野党は次の次の

大統領選で政権交代を目指すということになるが、本当

にそのような協議がされているとは個人的には信じが

たい。 

 

Alviarez 氏は、「与野党協議はベネズエラ国民の利害を

代表したものではない」と指摘。「過去、１５回の与野

党協議が行われてきたが、与党に裨益することばかりで

得るものは無かった」と主張。 

 

また、与野党協議は支持しないものの、野党の予備選挙

の実施は支持すると発言。「予備選挙は、ベネズエラに

正当性のある新たなリーダーシップを誕生させること

になり、我々は予備選挙を支持する」と表明した。 

 

なお、与野党協議を通じて、国連管理の下で３０億ドル

超の人道基金が設立される方向で話が進んでいる。 

 

 

本件について「確実に言えることは、人道支援は我々の

もとには届かないということだ」と指摘した。 

 

一般的に急進野党の支持者は中高所得者層、外国居住者

が多く、確かに急進野党の支持者が、人道基金の恩恵を

受けることは難しいのかもしれない。 

 

「第一正義党 CNE の有権者登録更新を要請」         

 

１２月９日 「第一正義党（PJ）」は、「選挙管理委員会

（CNE）」に対して、２０２４年の大統領選に向けて新

たな有権者登録を行うよう求めた。 

 

PJ の Luis David Ulloa 氏によると、現在有権者登録さ

れていない１００万人の若者がいるという。 

 

他、非政府系団体によると、３５０万人のベネズエラ人

有権者が登録されていないという。 

 

直近で有権者登録が更新されたのは、２０２２年８月末。 

 

この時点でベネズエラの有権者数は、同年７月末よりも

２８，４９７人減って、２，１１２万９，５１９人とな

っている。 

 

「独立野党エカリ党首 マドゥロ大統領と面談」                  

 

独立野党「鉛筆同盟（Alianza Lipiz）」のアントニオ・エ

カリ党首は、大統領府にてマドゥロ大統領と面談した。 

 

１１月２６日にメキシコで主要野党を中心とする「統一

プラットフォーム」とマドゥロ政権との協議が再開。 

 

１２月に入り、穏健野党とマドゥロ政権との協議が開始

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.841」）。 
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今回で独立野党もマドゥロ政権との協議を開始したこ

とになる。 

 

エカリ党首は、ソーシャルメディアにて「誠実で透明性

のある介入のない対話を始めよう。国家的な危機を解決

に導くための模索を行う」と投稿した。 

 

また、エカリ党首は、主要野党に対して「大人らしい振

る舞いをしろ」と苦言を呈した。 

 

「主要野党を中心とする統一プラットフォームは、個人

的な利害を守るような小さなグループであってはいけ

ない。私の考えでは、彼らは誰の意思も代表していない。

統一プラットフォームは古く、分裂しており、失敗した。

ベネズエラをこれ以上、失敗の方向に押し出すのを辞め

ろ」と訴えた。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領 AL のアントニオ・エカリ党首と面談” 

 

「米国 ベネズエラ人１．４万人の移住を許可」         

 

米国メディア「CNN」が国家安全保障省関係者から入手

した情報によると、バイデン政権は１０月中旬～１１月

末にかけてベネズエラ移民１．４万人に対して米国への

移住を許可したという。 

 

 

また、この許可を受けて既に５，９００人のベネズエラ

人が米国に移住したという。 

 

２０２２年１０月 バイデン政権はメキシコから陸路

で入国してきたベネズエラ不法移民らを強制的に追放

すると発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.819」）。 

 

一方で、ベネズエラ人２．４万人に対して新たな移民枠

を設けると発表した。今回の１．４万人は上記の新移民

枠により入国が許可されたベネズエラ人だという。 

 

なお、１０月に始まった追放措置により１日当たり１０

００人超のベネズエラ不法移民がメキシコに追放され

ているという。 

 

従って、同期間で約５万人のベネズエラ人不法移民が追

放されたということになるだろう。 

 

経 済                        

「Chevron 合弁会社 株式比率変更はなし」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.843」にて、Chevron が

合弁会社の支配権を獲得する可能性についての記事を

報じた。 

 

本件について、エネルギー系メディア「Petroguia」が米

国関係者から入手した情報を報道。 

 

「Petroguia」によると、Chevron は「Petropiar」など同

社が資本参加している合弁会社の運営をコントロール

するようになるが、株式比率は変らないという。 

 

つまり、全ての合弁会社は PDVSA 側が株式マジョリテ

ィのまま、運営を Chevron が引き受ける形になるとい

う。 
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米国政府は制裁ライセンス No.41 を発行。 

同ライセンスにより、Chevron は採掘・販売活動に関わ

る契約・支払いが許可されている。つまり、Chevron が

合弁会社の運営主体になるのであれば、外国企業も

Chevron 合弁会社の依頼を受けることが出来るように

なるのかもしれない。 

 

ただし、PDVSA と Chevron の契約内容について公式な

発表はされておらず、あくまで報道の域を出ない。 

 

「ベネズエラ向け送金が最も多い国は米国」                  

 

米国のコンサルタント会社「インターアメリカン・ダイ

アログ」は、ベネズエラ向けの仕送りについて、米国が

最も多くベネズエラへ仕送りを行っている国との調査

結果を発表した。 

 

「インターアメリカン・ダイアログ」によると、米国か

ら２０２２年にベネズエラへ行っている仕送りは約４

２億ドル。 

 

ベネズエラ向け送金額の３８％に当たるという。 

 

つまり、２０２２年中にベネズエラに送られた仕送りは

総額で約１１０億ドルということになる。 

 

なお、公式なルートで送金されているのは全体の３％だ

けで、残りは非公式な手段で送金されているという。 

 

「インターアメリカン・ダイアログ」によると、ベネズ

エラ国内に住むベネズエラ人の２９％が外国からの仕

送りを受け取っているという。 

 

 

 

 

 

「証券市場値上がりも為替レート高騰で相殺」                  

 

１２月９日（金曜）のカラカス株価指数（IBC）は、先

週比１５．１３％増だった。 

 

しかし、公定レート（両替テーブルの平均）をベースに

ドル建てで換算すると先週比１１．０７％のマイナス。 

 

並行レートをベースに換算すると先週比１４．９８％の

マイナスと、株価の値上がり分を大きく超えて為替レー

トがボリバル安になっている。 

 

下のグラフはドルに換算した場合の IBC。 

青色のラインが「公定レート」をベースに換算したもの。 

黄色のラインが「並行レート」をベースに換算したもの。 

 

１１月は上昇傾向にあったものの、１２月に入り大きく

マイナスになっていることが確認できる。 

 

なお、「Banco Nacional de Credito」が１２月８日～９

日にかけて、３２２万ドル相当の取引を行ったようで、

先週の IBC の取引額は３７０万ドルになったという。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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社 会                        

「Youtuber レチェリア回復の現状を配信」           

 

ベネズエラ人 Youtuber の Mailin Avila 氏は、アンソア

テギ州レチェリアの現状についての動画を配信した。 

 

レチェリアはベネズエラの中でも高所得者層が多く住

む地域で、同地域に住居を持つ外国人セレブも多い。 

写真の通り、美しい建物と景色の地域である。 

 

この地域は観光地でもあり、経済低迷と Covid-１９の

影響を受けて、厳しい状況だったが、現在はかなり回復

しているという。 

 

動画内では、新たにオープンしたカジノやマリンスポー

ツ施設などが紹介されており、観光客などで賑わい始め

ているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）Mailin Avila 氏 

 

２０２２年１２月１０日～１１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「入国時の Covid-１９検査 １２月末で終了」        

 

１２月１０日 「ベネズエラ航空監督局（INAC）」の

Teixeira Diaz 局長は、１２月３１日をもって、ベネズエ

ラ入国時に必ず行っているCovid-１９のPCR検査を停

止すると発表した。 

 

ベネズエラは２０２０年から約２年間、入国時の PCR

検査を義務化していた。この検査には６０ドルの費用が

かかっていたが、今後は不要になる。 

 

ここ数カ月、ベネズエラの Covid-１９新規感染者は外

国から来る感染者を含めて１日当たり１００人を下回

っている。 
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ベネズエラ国内においてもマスク着用を続ける人は多

いが、Covid-１９への警戒感は以前と比べてだいぶ薄れ

た印象。報道でも Covid-１９がテーマになることは少

なくなった。 

 

このような状況を受けて、感染拡大防止策を一段階下げ

るということのようだ。 

 

 

（写真）INAC 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 為替レート抑制策を命令      

  ～基礎食料品４２品目の上限価格を定める～」            

 

１２月１０日 マドゥロ大統領は「ボリバルの価値下落

に対して対策を採る」と発表した。 

 

「私は、経済チームに対して、犯罪的なドル攻撃に対し

て、公定レートを守るための対策を講じるよう命じた。 

為替レートの保護は、健全な商取引、国民の経済活動に

不可欠である。」と述べた。 

 

 

具体的には、基礎食料品４２品目の価格統制。 

 

１２月に入り、「価格統制庁（SUNDDE）」は基礎食料

品４２品目の販売上限価格を定めた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.840」）。しかし、翌日にはこの決定を撤回し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.841」）。 

 

撤回の理由については明らかにされていないが、やはり

価格統制は行うようだ。 

 

この２年間、ベネズエラでは価格統制は行われていなか

ったため、久しぶりの統制となる。 

 

経済専門家らは、「価格が統制されることで、生産者・

販売者が利益を確保できなくなり、生産・販売が減るこ

とで物不足が深刻化する」と指摘している。 

 

なお、マドゥロ大統領の発表に先立って、１２月８日に

ベネズエラ中央銀行は大規模な為替介入措置を発表し

た。しかし、発表翌日の１２月９日も為替レートは引き

続きボリバル安の傾向が続いている。 

 

「ガイアナ 原油鉱区の競売を発表」          

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、ガイアナ政府が

同国の海洋鉱区の競売を発表したと報じた。 

 

同競売への応札期限は２０２３年４月１４日までとし

ている。 

 

ガイアナ政府は１４地域の海洋鉱区の競売準備を進め

ており、２０２３年５月末に新たな契約を締結すること

を望んでいるという。 

 

現在ガイアナ沖の「Stabroek 鉱区」では Exxon、Hess、

CNOOC が開発を行っているという。 
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「コロンビア 米国の原油輸入国４位に」           

 

２２年１月～８月にかけてのコロンビアによる米国へ

の原油輸出量は、日量２５．５万バレル。前年同期２４％

増だったという。 

 

この輸出の９２％は原油、残りの８％は石油製品と報じ

られている。 

 

これによりコロンビアは、米国の原油輸入相手国として、

カナダ、メキシコ、サウジアラビアに次いで世界第４位

となった。 

 

コロンビアの米国向け原油輸出を大きく引き上げた理

由は、Ecopetrol と CITGO の契約。CITGO は PDVSA

子会社で、元々は PDVSA から原油を調達していたが、

CITGO のコントロール権がグアイド暫定政権になり、

制裁の影響も踏まえて、原油調達先の多くを Ecopetrol

に変えたようだ。 

 

グアイド暫定政権とドゥケ政権は非常に良好な関係を

維持していたが、その要因の１つにCITGOとEcopetrol

の取引があったことと思われる。 

 

CITGOによるコロンビアからの原油輸入は日量５万６，

３００バレル。コロンビアの原油輸出の約２４％を占め

ていたという。 

 

「伝統酒コクイ 米国展示会でメダル獲得」         

 

ベネズエラの伝統酒コクイを製造するファルコン州の

酒造メーカー「Magno Cocuy」は、ニューヨーク・スピ

リット・コンペティションで銀メダル、銅メダルを獲得

した。 

 

 

 

コクイは同地域で繁殖する「アガベ・コクイ」という多

肉植物を蒸留することで作られるクセの強いお酒だ。 

 

「アガベ・コクイ」の農園は世界文化遺産にも指定され

ているファルコン州コロにあるという。 

 

同社の販売部長 Maria Eugenia Duran 氏は、「多くの国

から引き合いが来ているが、引き合いの量が少なく、ま

だ輸出が実現できていない」とコメントした。 

 

 

（写真）Magno Cocuy 

 

社 会                       

「ベネズエラの極貧指数は世界２位」            

 

スペインの経済コンサルタント会社「Focus Economics」

は、２０２３年のベネズエラ経済について、調査対象国

の中で２番目に貧しい国との予想を公表した。 

 

同社の経済学者 Arthur Okun 氏によると、この調査は

「インフレ」「貧困」「雇用」の３つの指標を基に、国民

の生活を点数化しているという（ポイントが大きい方が

貧しい）。 
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最も貧しい国とランク付けされたのはジンバブエで得

点は２０６ポイント。インフレは１８７％、失業率は１

９．３％と予想している。 

 

ベネズエラは調査対象国の中で２番目の１６４ポイン

ト。インフレは１３０％、失業率は３４％と予想してい

る。 

 

「カラカスで最も高級なジム 月額は」         

 

１２月１０日 ソーシャルメディア・インフルエンサー

の Maximo Ferro 氏は、カラカスで最も高級なジムと題

した動画を「Tik Tok」に投稿した。 

 

このジムはラグニータの「Lomas de la Lagnita」にある

「TITANIUM（チタニウム）」というジム。 

 

基本月額利用料は、１２０ドル／人。 

カップルで加入する場合は、１１０ドル／人。 

家族で加入する場合は、１００ドル／人。 

学生の場合は、８０ドル／人。 

 

日本で言うと、異常なほど高額とは言えないが、ベネズ

エラでは極めて高額ということになるだろう。 

 

（写真）@directolafuente 

以上 


