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（写真）Leones de Caracas “２月２日 国際野球リーグ「カリブシリーズ」が開幕” 

 

 

２０２３年２月１日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 中央銀行総裁を交代？ 

～後任は元経済団体トップで国営銀行前頭取～」 

「野党 欧州連合に外交方針の統一を要請」 

「マドゥロ大統領 ペトロ大統領夫人と面談」 

経 済                     

「PDVSA 経済制裁以降初めてリグが再稼働」 

「TOYOTA 輸入車がベネズエラに到着」 

「イラン自動車メーカーSaipa 輸入車の詳細」 

社 会                     

「インターネット速度 １８２カ国中１５３位」 

２０２３年２月２日（木曜） 

 

政 治                    

「予備選挙 ２３年１０月、１１月頃に開催か」 

「マドゥロ政権 Expo Gobierno 実施」 

「Hinterlaces 調査 ６３％は経済悪化の印象」 

経 済                    

「Conviasa 年内に国内路線３０、国際線１９」 

「２３年のエビ輸出 ５～６万トンの見通し」 

社 会                    

「英 The Economist 民主主義ランキング 

～ベネズエラは１６７カ国中１４７位～」 

「野球カリブシリーズ開幕 新スタジアム満員」 
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２０２３年２月１日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 中央銀行総裁を交代？           

 ～後任は元経済団体トップで国営銀行前頭取～」       

 

「Hispanopost」は、ベネズエラ中央銀行総裁がカリス

ト・オルテガ氏からゲル・ペレス・アバッド氏に交代し

たと報じた。 

 

本件を報じるメディアは少なく、筆者が確認した限り確

定情報ではないようだ。ベネズエラ中央銀行、アバッド

氏自身のソーシャルメディアアカウントでもこの報道

に関して反応していない。 

 

アバッド氏は、２０２１年の国会議員選に当選し、現在

は国会議員。 

 

また、２０１６年９月から２０２０年まで国営銀行

「Banco Bicentenario」の頭取を務めていた人物。 

与党支持系の中小企業経済団体「Fedeindustria」の代表

を務めていた人物でもある。 

 

他、２０１６年には商工業相、２０１７年には外国投資・

貿易相、２０１４年には経済担当副大統領なども務めた

ことのある人物。 

 

 

（写真）ミゲル・ペレス・アバッド氏 Twitter 

この報道が事実だとすれば、現在ベネズエラ中央銀行総

裁を務めているカリスト・オルテガ氏が、物価上昇を抑

えることが出来ていないため、アバッド氏に金融市場の

舵を握らせるということだろう。 

 

「野党 欧州連合に外交方針の統一を要請」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.864」にて、野党統一

プラットフォームが欧州へミッション団を派遣すると

の記事を紹介した。 

 

この報道の通り、統一プラットフォームの協議団はブリ

ュッセルで EU 連合関係者らと協議を行い、ベネズエラ

問題について意見を交わした。 

 

同ミッション団のメンバーであるフレディ・ゲバラ氏

（大衆意思党（VP）所属）は、「Europa Press」のイン

タビューに回答。 

 

会合について「目的は一国の利害に基づいた対応を取る

ことなく、欧州全体で戦略的なビジョンを持つことを求

めるため」とコメントした。 

 

既にマドリッド、ブリュッセルでの会合は終えており、

今後はフランス（パリ）、ドイツ（ベルリン）への訪問

を予定しているという。 

 

１月下旬、EU の在ベネズエラ大使らは、マドゥロ政権

のイバン・ヒル外相と会合を実施。 

 

また、EU の外交政策委員長は、「国際情勢の変化に応じ

て EU の対ベネズエラ方針を変更する必要がある」との

見解を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.859」

「No.860」）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f72b09175a569ae0b515536148cbe26.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba09fcb8337d84c03d1b57121c393866.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8692c9468eb6cdac03c28a7c18d55ae0.pdf
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「マドゥロ大統領 ペトロ大統領夫人と面談」                  

 

１月３１日 マドゥロ大統領は、コロンビアのグスタ

ボ・ペトロ大統領の妻 Verónica Alcocer 夫人と会合を行

った。 

 

マドゥロ大統領は協議についてソーシャルメディアで

投稿。 

 

「コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領の妻 Verónica 

Alcocer 夫人と面談が出来たことを強く喜んでいる。平

等・女性正義、我々が直面している新たな挑戦について、

ビジョンを共有できたことをうれしく思う」 

とコメントした。 

 

また、国営放送によると会合の目的は「両国の関係強化

と文化・協力プログラムの拡張について協議を行うため」

としている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 Twitter 

 

 

経 済                        

「PDVSA 経済制裁以降、初めてリグが再稼働」           

 

PDVSA の Pedro Rafael Tellechea 社長は、ベネズエラ

の原油産出の６０％を占める「オリノコ流域原油地帯」

を視察。 

 

２２年１２月に同地にある合弁会社「Petromonagas」の

リグ「PDVEN-７７８」が再稼働したと発表した。 

２０１９年に経済制裁を受けて以降、リグの再稼働は今

回が初めてだという。 

 

また「Petromonagas」のルイス・バスケス社長は、「今

回のリグの再稼働がベネズエラに恩恵をもたらす」と発

表した。 

 

 

（写真）PDVSA 

 

「TOYOTA 輸入車がベネズエラに到着」         

 

１月３１日 ソーシャルメディア「TikTok」のユーザー

が、“プエルトカベジョ港に TOYOTA 車が大量に到着

している”と投稿し、話題になっている。 

 

報道によると、パナマ籍の船舶「Euphony Ace」が積ん

でいた自動車のようだ。現在、ベネズエラでは国内自動

車組み立てはほとんど行われておらず、輸入車・中古車

の販売が主になっている。 
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（写真）@elirreverentejr2 

 

「イラン自動車メーカーSaipa 輸入車の詳細」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.860」にて、イラン自動車

メーカー「Saipa」の自動車１０００台がベネズエラに到

着したとの記事を紹介した。 

 

この「Saipa」についての記事があるので、紹介したい。 

 

「Saipa」はイランで２番目に大きな自動車メーカーで、

１９６６年設立。「Citroen」「Renault」「Kia」などと生

産に関する協力関係にあるという。 

 

ベネズエラに到着した自動車のモデルは「Saina」（右写

真の上）と「Quick」（右写真の下）。大衆向けの自動車

モデルである。また、価格は１１，０００ドルからと報

じられている。 

 

両車両ともマニュアル車で、ガソリン４０リットル、四

気筒、エアコン、ABS 機能搭載、駐車センサー、ウィン

ドウは電動稼働式だという。 

 

「Quick」の方がより新しくハイクラスの自動車で、自

動車キーを使わず、始動が可能。音響もステレオタイプ

で、音響操作はタッチパネル式だという。 

 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

社 会                        

「インターネット速度 １８２カ国中１５３位」           

 

インターネット速度を確認するサイト「Speed Test 

Global Index」は、２０２２年の世界のインターネット

通信速度をランキング形式で発表。 

 

ベネズエラのインターネット速度は１８２カ国中１５

３位だったという。 

 

また、「ベネズエラ社会報道研究所（IPYS）」によると、

２０２１年には３８のメディアが検閲を受けていたと

いう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8692c9468eb6cdac03c28a7c18d55ae0.pdf
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２０２３年２月２日（木曜）              

政 治                       

「予備選挙 ２３年１０月、１１月頃に開催か」        

 

２月２日 主要野党を中心とする「統一プラットフォー

ム」が主催する予備選挙への出馬を表明しているセサ

ル・ペレス・ビバス氏（２００８～１２年にかけてタチ

ラ州知事）は、予備選挙の開催時期について１０～１１

月になるとの見解を示した。 

 

「統一プラットフォーム」は６月末に予備選挙を実施す

る方向で話を進めていたが、準備がうまく進んでおらず

予備選挙運営委員会の代表は６月末に実施できない可

能性について示唆していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.864」）。 

 

ただし、ビバス氏の発言は公式な発表ではない。 

正式な発表は近日中に予備選挙運営委員会が発表する

ことになるとの見解を示した。 

 

 

（写真）@CityRadioNotic1 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 Expo Gobierno 実施」           

 

２月２日 マドゥロ政権は、カラカスのテレサカレーニ

ョ劇場にて、ベネズエラ省庁、国営企業らを一同に会し

た展示会「ExpoGobierno」を開催した。 

故チャベス政権が発足して２４周年ということで、２４

年間で公官庁、国営企業が如何に繁栄したかを示すため

のイベントだという。 

 

マドゥロ大統領は「ExpoGobierno」を視察し、演説を実

施。米国政府が発行した「Chevron」への制裁ライセン

スについて、原油を輸出しても現金を受領できない内容

になっていることを批判した。 

 

「米国は OFAC ライセンスを通じて、植民地モデルを

作り上げている。彼らはベネズエラと取引をする許可を

出しているが、ドル・現金での支払いを禁止している。

食料品や生活品などの物々交換を余儀なくされている。

明確な自国主権の侵害である。」との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f72b09175a569ae0b515536148cbe26.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f72b09175a569ae0b515536148cbe26.pdf
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「Hinterlaces ６３％は経済悪化の印象」         

 

与党系アンケート調査会社「Hinterlaces」は、同社が１

月に行ったアンケート調査の結果を公表。 

 

質問は「ベネズエラの経済情勢について、あなた自身は

改善したと思いますか？悪くなったと思いますか？」と

いうもの。 

 

結果、６３％の回答者が「悪くなった」と回答。 

３６％は「改善した」と回答した。 

 

２０２２年１０月の調査では「悪くなった」の回答は３

９％。「改善した」の回答が５８％だったので、この３

か月間で市民の景況感が明確に悪化している。 

 

 

（写真）Hinterlaces 

 

 

この３か月間で特に大きな変化はインフレだろう。 

２２年１１月以降、急激にインフレが加速しており、ボ

リバル建てで給料を受け取っている人の購買力が著し

く低下している。 

 

経 済                       

「Conviasa 年内に国内路線３０、国際線１９」            

 

２月２日 ベネズエラのRamón Celestino Araguayán 交

通相は、国営航空会社「Conviasa」が、２０２３年内に

ベネズエラの国内線を８便増やし、３０便に拡大すると

発表した。 

 

具体的には、メリダ州のシウダ・メリダ、ボリバル州の

プエルト・オルダスのルートを開通するという。 

 

国際線は、年内にブラジルのマナウス、スリナム、パナ

マ、アルジェリア、シリアのダマスカスなどをつなぎ、

１９便に拡大すると発表した。 

 

「２３年のエビ輸出 ５～６万トンの見通し」         

 

経済制裁を受けて以降、ベネズエラの原油輸出は激減。

２０２１年の輸出統計によると、ベネズエラの主要輸出

品はエビとなっている。 

 

「エビ生産者団体（Asoproca）」のフェルナンド・ビジ

ャスミサル代表は、現在のエビの輸出状況について、「１

月末に１隻が輸出され、３月に２隻が輸出される予定」

と言及。２０２３年のエビ輸出について５万～６万トン

を予見していると述べた。 

 

仕向け先は欧州のスペイン、フランス、オランダ。また、

新たに中国、トルコ、ロシアへの輸出も開拓したと述べ

た。また、潜在的な輸出市場として韓国、日本を挙げて

いる。 
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なお、２０２２年のエビの輸出は決して順調ではなかっ

たようで、４月、６月、１０月は一隻も輸出が出来なか

ったという。 

 

ビジャスミサル代表は「１年間で３カ月も輸出が出来な

い月があったのは、歴史的に見ても異例の事態だった」

と述べている。 

 

社 会                       

「英 The Economist 民主主義ランキング       

   ～ベネズエラは１６７カ国中１４７位～」            

 

英国メディア「The Economist」は、世界の民主主義ラ

ンキングを公表。ベネズエラについては１６７カ国中１

４７位だった。 

 

民主主義ランキングは「選挙プロセス」「多様性」「政府

機能」「政治参加」「政治文化」「市民の自由」の６項目

を評価したもの。 

 

南米の中でベネズエラと並んで評価が低かったのは、ニ

カラグアで１４３位、キューバが１３９位、ハイチが１

３５位となっている。 

ベネズエラも含めて、これらの国は「政治参加」「市民

の自由」の部分で低く評価されている。 

 

なお、ウクライナ戦争を起こしたロシアは１４６位。前

年から２０位ランキングを落とした。 

 

また、ベネズエラよりも評価が低い国は以下の通り。 

 

ブルンジ、ウズペキスタン、サウジアラビア、リベリア、

エリトリア、ベラルーシ、イラン、イエメン、中国、タ

ジキスタン、赤道ギニア、ラオス、チャド、トルクメニ

スタン、コンゴ共和国、シリア、中央アフリカ、北朝鮮、

ミャンマー、アフガニスタン。 

 

「野球カリブシリーズ開幕 新スタジアム満員」         

 

２月２日 国際野球リーグ「カリブシリーズ」が開幕し

た。 

 

同リーグのスタジアムとして建設されていた「シモン・

ボリバル・スタジアム」は予定通り完成。収容可能人数

は３．８万人とされているが、開幕初日から満席。大勢

の観客でにぎわった。 

 

観客席は場所に応じて価格が異なるが、最も安い席で２

ドル、最も高くて４０ドル。 

ただし、「スイート」と呼ばれる観客席があるようで、

この席は異常に高く、９２ドル～最も高いもので２，５

５０ドルだという。 

 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 Twitter 

以上 


