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（写真）マリア・コリナ・マチャド VV 党首 “「Vente Venezuela」主要野党３党はマドゥロ政権の一員” 

 

 

２０２３年２月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「Vente Venezuela CNE の介入を拒絶 

～主要野党３党はマドゥロ政権の一員～」 

「第一正義党党首 急進野党の非難に反応」 

「PJ オカリス氏 予備選への出馬を申請」 

「コロ政府・ELN 和平協議 ２月１３日から再開」 

経 済                     

「PDVSA イラン企業にタンカー２隻の製造委託」 

「OVF ２３年１月のインフレ率は３９．４％」 

社 会                     

「欧州に向かう船舶から大量のコカインを押収」 

２０２３年２月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 最新の放射線治療機を設置」 

「ブラジル・コロンビア議員団 ベネズエラ訪問」 

経 済                    

「オレオ ララ州バルキシメト工場で生産再開」 

「OPEC １月の産油量は日量６８．６万バレル」 

「保険業界 自動車保険制度の見直しを要請」 

「Conindustria ２３年は前年比５～７％増」 

「中銀 為替市場に大量の外貨を供給」 

社 会                    

「犯罪グループ代表に懸賞金１００万ドル」 
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２０２３年２月１３日（月曜）             

政 治                       

「Vente Venezuela CNE の介入を拒絶       

    ～主要野党３党はマドゥロ政権の一員～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.869」で紹介した通り、

「選挙管理委員会（CNE）」は予備選挙のための技術者

委員会の発足を発表した。 

 

２月１３日  この発表を受けて、急進野党「Vente 

Venezuela」のヘンリー・アルビアレス幹事長らは、記

者会見を実施。 

 

予備選挙に CNE が介入することを拒絶する意思を表明。

また、CNE の介入を主導する主要野党３党「第一正義

党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新時代党（UNT）」を批

判した。 

 

「主要野党３党に対して、戦いを基本とするよう要請す

る。苦しんでいるベネズエラ国民の意識を操作し、国の

自由を取り戻すという本質的な目標から目を逸らさせ

ないよう求める。我々は問題を直視し、現状への批判を

続ける。」 

 

「PJ、AD、UNT はマドゥロ政権の一員であり、CNE と

共に予備選挙を操作しようとしている」と訴えた。 

 

急進野党は当初からマドゥロ政権が一切関与しない予

備選挙の実施を求めており、マドゥロ政権の影響力が強

い CNE の介入を拒絶している。 

 

「Vente Venezuela」のマリア・コリナ・マチャド党首

は、予備選挙への出馬を表明しているが、CNE が関与

しない選挙の実施を求めている。 

 

 

現時点では仮に CNE が関与した場合、予備選挙への出

馬を辞退するかどうかは明言していない。 

 

なお、２０２４年の大統領選は CNE が運営することに

なるのだが、仮にマチャド党首が予備選で統一候補に選

ばれた場合、マチャド党首がどのような理由付けで出馬

するのかは不明。 

 

また、急進野党はマドゥロ政権との協議自体を拒絶して

いるため、選挙条件を改善するための与野党協議を主導

することもなく、選挙条件は改善しないと思われる。 

 

普通に考えると、主張に整合性が取れないので、大統領

選の出馬を拒否し、米国政府もマチャド党首の方針を支

持。主要な対抗候補がいない中、マドゥロ大統領が当選

するが、米国が選挙結果を認めず、経済制裁が継続する

という最悪のシナリオも起こりうるだろう。 

 

 

（写真）@AlbertoRodNews “CNE の関与を拒絶し、主

要野党３党を批判する急進野党” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cbc32c8b4cde49f12fbd5a50d5368706.pdf
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「第一正義党党首 急進野党の非難に反応」         

 

「第一正義党（PJ）」のマリア・ベアトリス・マルティ

ネス党首は、「Vente Venezuela」の批判に反応。 

 

PJ、AD、UNT は予備選挙運営委員会に CNE の技術的

な支援を強制したことはないと反論した。 

 

「予備選挙の運営プロセスについて、Vente Venezuela

の予備選挙運営委員会に対する要請を確認した。 

 

CNE の 技 術 的 な 支 援 の 可 能 性 に つ い て 、 Vente 

Venezuela は、PJ およびその他政党が運営委員会に圧力

をかけたと指摘している。 

 

PJ は反対勢力が分裂することについて明確に反対して

いる。反対勢力の分裂はマドゥロ政権が反対勢力の票を

分裂させ、政権に居座るための戦略である。 

 

予備選挙において誰が技術的な支援を行うか、有権者登

録はどのように行うか、投票場の設置などのテーマは予

備選挙運営委員会が決めることであり、我々に決定権限

が無いことを明確に理解している。」 

との見解を表明した。 

 

また、今回の「Vente Venezuela」の発言について、「尊

重のない、無責任な発言」と指摘。急進野党の姿勢を批

判した。 

 

また、PJ のリーダーであるカプリレス元ミランダ州知

事も Vente Venezuela のマチャド党首を批判。 

 

「問題を煙で隠そうとするな。彼女の発言してきた内容

は、２０１４年に起きた暴動を引き起こし、外国からの

軍事介入を要請し、Gedeon オペレーションを支持し、

暫定政権の自由オペレーションを支持した。 

 

カルモナ暫定政権の頃から彼女は変っていない。彼女は

多数派の意見を無視している。」と指摘した。 

 

カルモナ暫定政権とは、故チャベス元大統領にクーデタ

ーを仕掛け、２００２年に発足した暫定政権。 

 

クーデターで故チャベス元大統領を捉え、当時「ベネズ

エラ経団連（Fedecamaras）」の代表を務めていたペド

ロ・カルモナ氏が暫定大統領の就任を宣言した。 

 

そして、カルモナ氏は閣僚・最高裁判事など全ての公職

者を解任し、国会も解散し、一斉選挙の実施を発表した。 

 

この強引な決定をきっかけに国民の反対デモが起き、暫

定政権は２日で倒壊。故チャベス元大統領は救出され、

再び大統領となった。 

 

このクーデターには米国が関与していたとされており、

故チャベス元大統領の反米・反経済界思想が更に強くな

ったきっかけにもなった。 

 

マリア・コリナ・マチャド党首は、このカルモナ暫定政

権の発足式に、出席者として参列していた人物だったと

いう。 

 

「PJ オカリス氏 予備選への出馬を申請」                  

 

PJ のカルロス・オカリス元スクレ市長は、予備選挙への

出馬申請を行ったと発表した。 

 

オカリス氏は既に予備選への参加意向は示していたが、

今回の発表をもって正式に出馬することになる。 

 

「私にとって、そして私の家族にとってベネズエラに奉

仕することは光栄である。PJ の内部選挙に勝ち、予備選

に勝ち、ベネズエラを変える」とした。 
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PJ では、オカリス氏の他にファン・パブロ・グアニパ

氏、エンリケ・カプリレス氏の２名が出馬候補として名

前が挙がっている。 

 

内部の話し合いで PJ の推薦候補が決まる可能性もあっ

たが、オカリス氏の申請を受けて、内部選挙が行われる

可能性が高まった。 

 

もしグアニパ氏もカプリレス氏も内部選挙への参加を

申請しない場合は、自動的にオカリス氏が PJ の推薦候

補ということになるだろう。 

 

なお、オカリス氏は２０２１年に行われた全国知事選に

てミランダ州知事選への出馬を表明したが、独立野党

「隣人の力（FV）」のデビッド・ウスカテギ候補に敗れ、

ミランダ州知事選への出馬を逃している。 

 

政治は雰囲気や流れでいくらでも変わると思うが、今の

まま大統領選に出馬しても、マドゥロ大統領に勝利する

のは難しい印象がある。 

 

 

（写真）Maduradas 

“カルロス・オカリス元スクレ市長” 

 

 

 

 

 

 

「コロ政府・ELN 和平協議 ２月１３日から再開」         

 

２月１３日 コロンビア政府とコロンビア系ゲリラ「国

民解放戦線（ELN）」は、和平協議を再開した。 

 

今回の和平協議はベネズエラではなく、メキシコ（メキ

シコシティ）で行うようだ。協議の主な目的は「完全な

停戦」だという。 

 

協議の仲介国は、ベネズエラ・チリ・ノルウェー・ブラ

ジルの４カ国。また、スウェーデン、スイス、ドイツ、

スペインの４カ国も協議の同伴国となっている。 

 

コロンビア政府、ELN は和平協議に米国政府の参加も

求めていたが、発表を見る限り米国はまだこの和平協議

に参加していないようだ。 

 

 

（写真）Oficina del Alto Comicionado para la Paz 

“メキシコでの和平協議の再開を発表” 
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経 済                        

「PDVSA イラン企業にタンカー２隻の製造委託」           

 

PDVSA は、自社タンカーのメンテナンス不足に加えて、

米国の経済制裁によりタンカーを借りることが出来な

いこと、国際海域を運航する許可が得られないなど原油

輸出に著しい障害を抱えている。 

 

このような状況を受けて、ロイター通信は内部関係者か

らの情報として、イラン企業に石油タンカー２隻の製造

を委託すると報じた。 

 

PDVSA がタンカー（Afromax）製造を委託するのは、

イランの「Iran Marine Industrial Company」。製造する

タンカーの名前は「India Urquia」と「India Mara」。 

 

ロイターが PDVSA 内部関係者から入手した情報によ

ると、１隻ごとに３，３７７万ドルかかるが、支払いは

原油を輸出することで返済するスキームになっている

ようだ。 

 

また、「India Urquia」についてはすぐにでも製造が始ま

るという。 

 

「OVF ２３年１月のインフレ率は３９．４％」                  

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２３年１月のイ

ンフレ率を公表した。 

 

OVF によると、１月のインフレ率は３９．４％。 

１２月のインフレ率は３７．２％だったので、ややイン

フレ速度が加速したことになる。 

 

また OVF は、ドル建ての基礎食糧費が上昇していると

指摘。 

 

 

２０２２年１月の基礎食糧費が月額３６５ドルだった

のに対して、２３年１月は前年同期比８．９％増の月額

３９７ドルに上昇したとした。 

 

 

（写真）ベネズエラ金融観測所（OVF） 

 

社 会                        

「欧州に向かう船舶から大量のコカインを押収」           

 

２月１３日 「国家麻薬対策局」のリチャード・ロペス・

バルガス局長は、１３３１キロのコカインを押収したと

発表した。 

 

今回のコカイン押収は、スクレ州の警察による麻薬摘発

オペレーションで実現したという。なお、この船舶は欧

州に向かう予定だったようだ。 
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バルガス局長によると、船舶に乗っていた１５人の密輸

犯を逮捕したという。 

 

 

（写真）リチャード・ロペス・バルガス局長 Twitter 

 

２０２３年２月１４日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 最新の放射線治療機を設置」        

 

２ 月 １ ４ 日  マ ド ゥ ロ 大 統 領 は 、 カ ラ ボ ボ 州

Naguanagua 市の国立病院「Dr. Miguel Pérez Carreño」

の放射線治療機の設置イベントに参加した。この機械は

腫瘍の治療に使用されるという。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

同機械は中国・ベネズエラ協定により設置された機械と

説明している。ただし、写真を見る限りメーカーは

「Elekta」と書かれている。調べたところスウェーデン

系の医療機器メーカーのようだ。 

 

「ブラジル・コロンビア議員団 ベネズエラ訪問」           

 

２月１３日からブラジルおよびコロンビアの議員団が

ベネズエラを訪問しており、ベネズエラの議員らと意見

交換を実施。また、いくつかのベネズエラ企業を訪問し

たという。 

 

同ミッション団は年齢の若い議員で構成されているよ

うで、ベネズエラ国会の発表によると、若者世代の国家

間の関係を強化するためだという。 

 

経 済                       

「オレオ ララ州バルキシメト工場で生産再開」            

 

オレオは日本を含め、世界的にも有名なお菓子だろう。 

 

ベネズエラでも有名なお菓子だが、経済低迷を受けてベ

ネズエラでの生産を停止していた。 

 

２月１４日 オレオ・ベネズエラの Margarita Aldrey 販

売部長は、ララ州バルキシメトの工場でオレオの生産を

再開すると発表した。 

 

バルキシメトの工場で生産するオレオは６個入り（２８

グラム）の製品。主要なスーパーで購入できるようにな

るという。 

 

なお、オレオはララ州以外にカラボボ州にも工場を保有

している。 
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「OPEC １月の産油量は日量６８．６万バレル」         

 

２月１４日 OPEC は、加盟国の２３年１月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、１月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量２万バレル増え、日量６

８．６万バレル。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した１月の産

油量は先月から６．３万バレル増え、日量７３．２万バ

レルだったとしている。 

 

増産の主な要因は、「Chevron」の事業再開。 

「Chevron」は、２２年１１月に OFAC からベネズエラ

で採掘活動を再開する制裁ライセンスを取得。１２月か

ら生産を再開しており、Chevron の Mike Wirth 社長も

事業を再開してから日量５万バレルの増産に成功した

と言及していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.863」）。 

 

 

（写真）OPEC Monthly Oil Market Report 

 

「保険業界 自動車保険制度の見直しを要請」         

 

「ベネズエラ保険業者商工会（CAV）」の María del 

Carmen Bouffard 代表は、ラジオ番組「Union Radio」

に出演。 

 

先 日 、 ラ モ ン ・ ベ ラ ス ケ ス 交 通 相 、「 保 険 監 督 局

（Sudaeseg）」、「国家交通局（INTT）」の代表らと会合

を行い、保険業者の代表として、現在の自動車保険制度

についての見直しを求めたと説明した。 

 

現在の保険価格は数年前から改定されておらず、監督官

庁として、価格の見直しを求めたという。 

 

また、現在ベネズエラでは正式なライセンスを受けてい

ない保険業者が自動車保険を販売していると説明。彼ら

のサービスは違法行為であると警鐘を鳴らした。 

 

２月に入り Sudaeseg は、当局の許可を得ることなく保

険商品を販売した２４社のリストを公表。リストに明記

されている企業との契約を行わないよう呼び掛けてい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.867」）。 

 

「Conindustria ２３年は前年比５～７％増」         

 

「ベネズエラ製造業連盟（Conindustria）」の Luigi 

Pisella 代表は、２０２３年の製造業の成長率について、

経済制裁の緩和などの期待から前年比１０％を予見し

ていたが、直近は成長が鈍化していると指摘。 

 

成長が鈍化している理由として、「外国製品との競争」、

「為替レートの混乱」「公共サービスの障害」「過度な税

制」を挙げ、これらの問題が改善しない場合は５～７％

の成長になるとの見通しを示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a276e0d71daefa4afb5f9f268f625653.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afc05af2b04904ddd39f6289f04c7e8b.pdf
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ただし、経済が良い循環にあること自体は補足。 

２０２１年時点で企業の工場稼働率は１９％だったが、

２０２２年末時点では３８．５％まで改善しているとし

た。 

 

「中銀 為替市場に大量の外貨を供給」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、中央銀行

は２月１３日に１．８億ドルを両替市場に供給。 

１日の外貨供給量としては、これまでで最も多い金額だ

という。 

 

また、２３年１月～２月１３日までの外貨供給量は合計

で５億６，９００万ドル。前年同期と比べて６，８００

万ドル多いという。 

 

中央銀行が積極的に外貨を両替市場に投入しているた

めか２月はボリバル安の傾向が以前より緩和されてい

る。 

 

現在の為替レートは１ドル当たり２４．３ボリバル。 

一方、１月３１日の為替レートは１ドル２２．４ボリバ

ル。ボリバル安になっていることは変わりないが、以前

よりスピードが落ちている。 

 

社 会                       

「犯罪グループ代表に懸賞金１００万ドル」            

 

「犯罪化学捜査班（CICPC）」のドグラス・リコ班長は、

Carlos Enrique Gómez Rodríguez 氏（通称 el Conejo）

の所在に関する情報を提供した人に対して、１００万ド

ルを支払うと発表。情報を呼びかけた。 

 

この人物は、マフィア組織「El Conejo」のリーダー。 

同組織はアラグア州 Las Tegerias の警察・軍部など治安

当局に攻撃を仕掛けたという。 

 

なお、Las Tejerias 市は昨年起きた豪雨災害で深刻な被

害を受けた場所で、復旧作業のために多くの警察や軍人

が動員されている（「ベネズエラ・トゥデイ No.819」参

照）。 

 

 

（写真）CICPC 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9c2906b04e4e3e7656ab1ac1ac5b3651.pdf

