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（写真）行動民主党（AD） “AD 全国支部で２０２４年の大統領選に向けた検討を始める” 

 

 

２０２２年２月１４日（月曜） 

 

政 治                     

「アルゼンチン元大統領 ベネへの侵攻を検討 

～マドゥロ政権が強く抗議、真相解明求める～」 

「AD 大統領選統一候補の選定プロセス求める」 

「国民の半数超 野党にリーダーいないと認識」 

経 済                     

「プラスチック業界 ２０２１年の生産増加」 

「ショッピングセンター ２０年同期比２５％増」 

「証券取引低迷 原因はボリバル通貨の流通減？」 

社 会                     

「バレンタインデー フランス広場で集団挙式」 

２０２２年２月１５日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 トリニダード・トバゴ非難 

～米州機構人権委員会への提訴を主張～」 

「国会 最高裁判事任命プロセスを延長」 

経 済                    

「野党国会 カラカス首都区の賃金調査を公表 

～２２年１月の平均給料は月額９６．１ドル～」 

「ロイター 外貨準備の GOLD が最低水準に」 

「商業省 小売店にボリバル通貨の用意求める」 

社 会                    

「２１年 抗議行動が前年比３２％減」 
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２０２２年２月１４日（月曜）             

政 治                       

「アルゼンチン元大統領 ベネへの侵攻を検討     

 ～マドゥロ政権が強く抗議、真相解明求める～」       

 

２月１３日 アルゼンチンメディア「La Tercera」は、

マクリ政権時代にアルゼンチンがベネズエラへの軍事

介入を検討していたと報道。関連するアルゼンチン軍の

機密文書とされる資料を公表した。 

 

報道によると、この資料はアルゼンチン軍インテリジェ

ンス統括部の資料のようで、米国がベネズエラへ軍事介

入を行う際にアルゼンチンも軍事支援を行うという内

容だという。 

 

どの軍をどの地域に派遣するかなどのマップもあり、具

体的な検討を進めていたことが伺える。 

 

この資料は、２月１３日の時点で公表されていたが、過

去の話（トランプ政権時代）であり、実際に軍事介入は

行われず、現在のアルゼンチンはマクリ政権ではないた

め、前号のベネズエラ・トゥデイでは紹介しなかった。 

 

しかし、２月１４日にマドゥロ政権が本件に強く反応し

たことでベネズエラでも注目が集まっているため紹介

したい。 

 

（写真）Venezuela News 

２月１４日 マドゥロ大統領は、セントビンセント・グ

レナディーン諸島の新大使の着任式に出席。着任式の演

説で、マクリ元大統領がベネズエラへの軍事介入と侵略

を考えていたと非難した。 

 

「私はこの報道が信じるに値する内容だと考えている。

極右主義者のマクリは、我が国との政治・外交ルールを

全て破壊した。国際法を無視し、自国主権を無視し、民

族自決の原則を無視した。そして、ベネズエラに戦争を

起こそうとしていた。」 

と主張した。 

 

また、ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首も本件に

ついて言及。 

 

「マクリがベネズエラへの侵攻を検討していたとの報

道について、アルゼンチン政府が一切の声明を発表しな

いことをとても残念に思っている。 

 

ベネズエラからアルゼンチン政府に対して、本件の真相

を解明し、責任を持って事実を公表することを求める。」 

と述べた。 

 

「AD 大統領選統一候補の選定プロセス求める」         

 

２月１４日 「行動民主党（AD）」のカルロス・プロス

ペリ氏は、現地メディア「Tal Cual」の取材に応じ、「２

０２４年の大統領選勝利に向けて、新たな大統領候補の

選定を始める必要がある」との見解を表明した。 

 

２月４日に「AD が同政党のラモス・アジュップ幹事長

を次期大統領候補にしようとしている」と報じられてい

た。プロスペリ氏はアジュップ AD 幹事長の懐刀のよう

な存在でアジュップ氏を大統領候補にしようとしてい

ることはほぼ間違いないだろう。 
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「私の仲間のラモス・アジュップは大統領選の候補につ

いて一切口を開いていない。我々が言いたいことは大統

領選の候補を決めるための予備選挙を実施するべきだ

ということだ。」との見解を示した。 

 

なお、政治評論家のエンリケ・オチョア氏も野党に対し

て「２０２４年の大統領選に向けて出来るだけ早く統一

候補を決めるべきだ」と呼びかけた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.715」では、グアイド

議長が「野党のリーダーを更新する」と発言していた。 

野党内で大統領選に向けた動きが水面下で進んでいる

と思われる。 

 

「国民の半数超 野党にリーダーいないと認識」                  

 

２月１４日 「Union Radio」の YouTube 番組に世論調

査会社「ORC Consultores」のオスワルド・ラミレス・

コリナ社長が出演。 

 

２月１２日のグアイド議長の「野党のリーダーを更新す

る」との発言について質問を受け、現在の国民感情につ

いて回答した。 

 

直近で「ORC Consultores」が実施した調査（主要野党

内で誰が野党のリーダーだと思うか）によると、 

最も多かった回答は「リーダーは誰もいない」で５５％

だった。その後は、 

「レオポルド・ロペス」で１１％ 

「分からない／知らない」は１０％ 

「ファン・グアイド」は１０％ 

「エンリケ・カプリレス」は６％ 

 

つまり、半数以上は野党にリーダーがいないと考えてい

ることになる。更にリーダーと考えている人物もバラバ

ラになっている。 

 

敢えて言うなら、レオポルド・ロペス党首とファン・グ

アイド議長は「大衆意思党（VP）」の政治家であり、合

計で２１％は VP が現在の野党リーダーと認識してい

ることになる。 

 

他、主要野党以外の野党政治家で同様の調査を実施。 

 

最も多かった回答は「分からない／知らない」で４４％。 

次に「リーダーは誰もいない」が４２％。その後、 

「マリア・コリナ・マチャド（急進野党）」は２．３％ 

「アントニオ・レデスマ（急進野党）」は１．８％ 

「ダビッド・ウスカテギ（独立野党）」は１．５％ 

と続いたという。 

 

同インタビューの詳細は「ウィークリーレポート

No.239」を確認されたい。 

 

経 済                        

「プラスチック業界 ２０２１年の生産増加」           

 

「プラスチック工業連盟（Avipla）」の Khalil Nasser 代

表は、現在のプラスチック業界の状況について、毎月３

万～５万トンのプラスチックを生産していると述べた。 

 

Nasser 代表によると、プラスチック業界は原材料の９

０～９５％を輸入に依存しており、基本的に前払いで取

引しているという。 

 

また、２０２１年はプラスチックの生産量が増えたと指

摘。特に２１年１１月、１２月の２カ月間は大きく生産

量が伸びたと言及。 

 

２０２２年も安定した生産が維持できていると生産増

に期待感を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cbe21cba54ce393da8ba4448dec65639.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2cb53fbe7f6c088d7d7bc87d6c5fd47.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2cb53fbe7f6c088d7d7bc87d6c5fd47.pdf
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「ショッピングセンター ２０年同期比２５％増」                  

 

「ベネズエラ・ショッピングセンター商工会

（CAVECECO）」のフレディ・コーエン代表は、２０２

２年現在のショッピングセンターの業績について、２０

２０年の同期と比較して２５％増加したと述べた。 

 

コーエン代表は「全国的にショッピングセンターで興味

深い数字が確認できている。現在も Covid-１９が続い

ているが、感染拡大防止策「７＋７」がなくなったこと

でショッピングセンター業界は回復している。」との見

解を示した。 

 

また、「全国レストラン商工会（CANARES）」のイバン・

プエルタ代表は、外食産業についても業績の回復が確認

されていると言及。 

 

「感染症の拡大を受けて、外食産業は生存のために多く

の変化が起きた。外食産業に競争が生まれ、扱う商品が

多様化した。」との見解を示した。 

 

「証券取引低迷 原因はボリバル通貨の流通減？」         

 

商業・製造業で一定の回復がみられる一方、証券業界の

株式流通市場での不調が続いている。 

 

２０２２年現在、ベネズエラの代表的な株価指数「カラ

カス証券指数（IBC）」は２０２１年末から７．８７％減

少したという。また、為替レートも同期間で２．９７％

減少した。 

 

証券会社「Fintech Casa de Bolsa」のギジェルモ・ガル

シア代表は、株価下落の理由について要因は、「ボリバ

ル通貨の流通量の減少にあるのではないか」との見解を

示した。 

 

 

マドゥロ政権はインフレを抑えるため、ボリバル通貨の

流通量を制限している（「ウィークリーレポート

No.238」）。この影響で株価は伸び悩んでいる。 

 

社 会                        

「バレンタインデー フランス広場で集団挙式」           

 

２月１４日は「バレンタインデー」だった。 

 

同日、チャカオ市の代表的な公園、フランス広場（別名、

アルタミラ広場）で１０組のカップルが同時に挙式を行

った。挙式には３００名超が参列し、結婚を祝福したと

いう。 

 

ベネズエラは入籍をしない事実婚カップルが多い。 

今回結婚式を挙げたカップルの中には３３年間同棲を

して７３歳で結婚したカップルもいたという。 

 

なお、１０組の中で最も若いカップルは２７歳のカップ

ルだったという。 

 

 

（写真）El Universal 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255a711b0ae681e024a7b1aab82935b4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255a711b0ae681e024a7b1aab82935b4.pdf
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２０２２年２月１５日（火曜）              

政 治                        

「グアイド議長 トリニダード・トバゴ非難      

   ～米州機構人権委員会への提訴を主張～」        

 

２月６日 移住のため小舟でトリニダード・トバゴに不

法入国しようとしていたベネズエラ人が、トリニダー

ド・トバゴの監視船に見つかり、最終的に９カ月の乳児

が亡くなる事件が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.713」）。 

 

本件について、トリニダード・トバゴ政府は、事件につ

いて遺憾の意を示した一方で、監視船乗組員の対応は適

切なものだったと主張し、罪には問わない方針を示して

いる。 

 

なお、９カ月の乳児を失った母親は今もトリニダード・

トバゴ政府に拘束されており、報道では母親は持病を患

っているという。 

 

この件について、トリニダード・トバゴ政府はマドゥロ

政権寄りの国のためマドゥロ政権はあまり反応してい

ないが、グアイド暫定政権から強い反応がみられる。 

 

２月１５日 グアイド議長は、トリニダード・トバゴ政

府の対応を非難。事件の真相を解明するための支援を国

連人権高等弁務官事務所に求めた。 

 

また、「度重なる悪待遇」を理由にトリニダード・トバ

ゴ政府を「米州機構（OAS）」の人権委員会に訴えると

発言した。 

 

なお、米国やクラサオにもベネズエラ不法移民に対する

悪待遇の報道があるが、グアイド政権は何も言わない。 

結局のところ、こういった批判は人道を理由とした批判

ではなく、政敵を攻撃するための批判なのだろう。 

 

「国会 最高裁判事任命プロセスを延長」           

 

現在、与党国会は最高裁判所の判事の人数を減らすため

の検討プロセスに入っている。 

 

２月１５日 与党国会は新たな最高裁判事の候補者受

付期間を３日間延長した。 

 

国会の最高裁判事選定委員会によると、現時点で３６２

名の候補者が立候補したという。 

 

なお、候補者の受け付けが終了した後は、候補者リスト

が「民間権力」（検察庁のサアブ検事総長）に渡され、

候補者にふさわしい人物かどうかの精査が行われると

いう。 

 

その後、リストが国会に戻り与党国会での検討が本格的

に始まるという。 

 

経 済                       

「野党国会 カラカス首都区の賃金調査を公表     

 ～２２年１月の平均給料は月額９６．１ドル～」            

 

２月１５日 野党国会および「Anova Policy Reserch」

は、カラカス首都区給料指数を公表した。 

 

「ウィークリーレポート No.237」で、ベネズエラの給

料水準に関する調査レポートを紹介したが、今回の発表

はその続報となる。 

 

調査は、カラカス首都区にある３５４店舗の商業・サー

ビス業を対象に実施した調査で３，４８０名の労働者の

給料から算出した数字だという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5636f27476ad6625abbe02da1e715d0.pdf
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同資料によると、２０２１年１月～１２月までの１２カ

月でボリバル建ての給料はインフレ分を差し引き、事実

上２１．６％増加したという。また、ドル建ての給料は

この同期間に８４．８％増加したという。 

 

なお、「作業員」に分類される労働者の給料は８６．９％

増。「技術者・専門職」に分類される労働者の給料は８

１．１％増。「管理職」に分類される労働者の給料は６

０．７％増だったという。 

 

以下は各月の給料増加率をグラフにしたもの。 

２１年１月を「１００」として、緑色のラインが「ドル

給料」の増加率、赤色のラインがボリバル給料の増加率

を表している。 

 

（写真）Anova Policy Reserch 

 

また、２０２２年１月時点で商業セクターの労働者の平

均給料は月額９６．１ドル。２１年１月時点では５２ド

ルだったという。 

 

商業セクターの「作業員」の平均給料は８７．２ドル、

「技術職・専門職」の平均給料は同１４１．４ドル、「管

理職」の平均給料は同２２１ドルだという。 

 

 

 

 

「ロイター 外貨準備の GOLD が最低水準に」         

 

ロイター通信は、２０２１年末時点でベネズエラ中央銀

行が外貨準備として保有している GOLD の量が７９ト

ンだったと報道。２０年末の８６トンから７トン減少し

たと報じた。 

 

また、２１年末時点の GOLD の評価額は４５．６億ド

ルで、２０年末の５０．５億ドルから４．９億ドル減少

したと報じた。 

 

なお、２０２１年末時点の GOLD の市場価格は１トロ

イオンス当たり１，７９９．４８ドル。２０年は１，８

３３．７６ドルだったので、約１．９％下落したことに

なる。 

 

２０１５年当時、ベネズエラ中央銀行は外貨準備として

３００トン超の GOLD を保有していたが、原油価格の

下落を受けて GOLD を売却するようになった。 

 

２０１７年以降は米国の経済制裁を受けて GOLD を動

かすことは事実上困難になっている。 

 

また、ベネズエラには GOLD が埋蔵されているが、２

０１８年に米国が GOLD 取引に制裁を科した。 

 

制裁を回避するため、マドゥロ政権は通常の売買が出来

なくなり、密売など違法な手段で外貨を得ているとの指

摘がある。 
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「商業省 小売店にボリバル通貨の用意求める」         

 

２月１５日 Dheliz Alvarez 商業相は、小売店業界の代

表らを呼び、ボリバル建てのお釣りを店舗に用意するよ

う求めた。 

 

前述の通り、マドゥロ政権はボリバル通貨の流通量を制

限している。特に現金紙幣の枯渇は深刻だという。 

 

つまり、店舗は十分なボリバル紙幣がないため、ボリバ

ル建ての現金で支払われた場合、お釣りが現金で戻って

こないという事態が起きている。 

 

同会議に同席した「銀行監督局（SUDEBAN）」のアン

トニオ・モラレス局長は 

「我々は、一般消費者がボリバルでお釣りをもらう権利

が侵害されている現状を確認している。小売店は、消費

者に対していかなる条件も付けてはならない。」 

と事態の改善を求めた。 

 

ただし、実際のところこの問題は現金紙幣が少ないこと

が原因であり、小売店に改善を求める前に、金融当局が

改善するべき問題なのだろう。 

 

社 会                       

「２１年 抗議行動が前年比３２％減」            

 

「ベネズエラ社会紛争観測所（OVCS）」は、２０２１年

中にベネズエラ国内で６，５６０件の抗議行動が確認さ

れたと発表。 

 

２０２０年は通年で９．６３３回の抗議行動が確認され

たとしており、年間で３２％減ったことになるとした。 

 

なお、２１年に行われた抗議の理由について、全体の７

４％が「経済権に関する抗議」だったという。 

 

以下は２０１１年から２０２１年までの抗議行動の回

数を示したグラフ。 

 

２０１９年の１６，７３９回が最も多く、その後減少が

続いている。２１年の抗議行動の回数は２０１６年と同

程度となっている。 

 

 

 

 

以上 


