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（写真）マドゥロ大統領 twitter “２月２８日 国連人権理事会でウクライナ問題協議の実施を承認” 

 

 

２０２２年２月２８日（月曜） 

 

政 治                     

「国連人権理事会 ウクライナ侵攻の緊急協議 

～ベネズエラ含む５カ国のみが反対を表明～」 

「マドゥロ大統領 国連で演説」 

「国防相 米国コロンビアの共同軍事演習を非難」 

経 済                     

「ロシア ベネズエラへの航空便を停止」 

「グアンタ港 貨物取扱が８０％増」 

社 会                     

「ベネズエラ人による NFT アート・プロジェクト」 

「カーニバル祭 本格的に開始」 

２０２２年３月１日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領とプーチン大統領が電話会談 

～軍事行動を支持すると伝える～」 

「ベネズエラにロシア軍入れば米国は攻撃」 

「ベラルーシ 核保有国になるか」 

経 済                    

「ベネズエラは原油高を享受できず？ 

～ベネズエラの増産余地はわずか～」 

「ベネズエラの対外債務 総額１７００億ドル？」 

社 会                    

「スリア州で爆弾投げ入れ事件が多発」 
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２０２２年２月２８日（月曜）             

政 治                       

「国連人権理事会 ウクライナ侵攻の緊急協議     

 ～ベネズエラ含む５カ国のみが反対を表明～」       

 

２月２８日 国連の人権理事会は、ロシアによるウクラ

イナ侵攻について緊急協議を実施するかどうか人権理

事会加盟国に賛否を確認した。 

 

その結果、理事会に加盟する４７カ国のうち 

２９カ国が「賛成」 

５カ国が「反対」 

１３カ国が「棄権」 

に票を投じ、賛成多数により３月３日に緊急協議が行わ

れることが決まった。 

 

賛成に票を投じたのは 

アルゼンチン、ベニン、ボリビア、ブラジル、コートジ

ボワール、フィンランド、フランス、ガンビア、ドイツ、

ホンジュラス、インドネシア、日本、リベリア、リトア

ニア、ルクセンブルク、マラウィ、マレーシア、マーシ

ャル諸島、メキシコ、モンテネグロ、ネパール、オラン

ダ、パラグアイ、ポーランド、カタール、韓国、ウクラ

イナ、英国、米国 

 

反対に票を投じたのは 

中国、キューバ、エリトリア、ロシア、ベネズエラ 

 

棄権に票を投じたのは 

ガボン、インド、カザフスタン、モーリタニア、ナミビ

ア、パキスタン、セネガル、ソマリア、スーダン、アラ

ブ首長国連邦、ウズベキスタン、アルメニア、カメルー

ン 

 

となった。 

この結果から、各国の政治方針が垣間見えるだろう。 

西側の主張は日本のメディアでも報じられており、よく

知られていると思うが、ロシアを支持する国たちがどの

ような主張をしているかを日本のメディアで知る機会

は少ないと思われる。 

 

そこで、以下では同日の会合でキューバの国連代表が述

べた発言を簡単に紹介したい。 

 

「ロシアの国家安全が明確な脅威にさらされている時

にロシアが無気力でいると考えるのが間違いだ。 

 

米国が掌握する北太平洋条約機構（NATO）の断続的な

拡大はロシアに向かっており、この無配慮の拡大方針が

ロシアを脅迫した。 

 

米国と NATO がウクライナに最新鋭の武器を供給し、

この地域を不安定化させたのは誰もが知っている。軍事

包囲網が今回の問題の原因だ。 

 

これまで米国とその同盟国は、政権を交代させるために

何度も国家主権を犯し、内部問題に介入してきた。 

 

国を脅迫して平和を得ようという考えが誤っている。 

歴史は米国の攻撃的な支配方針と NATO の脅迫的な拡

大主義の責任を問いている。 

 

ロシアが武力を行使するに至った原因について、精力的

且つ誠実に現在のウクライナ情勢について検討をする

べきだ」 

と訴えた。 
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「マドゥロ大統領 国連で演説」             

 

２月２８日 マドゥロ大統領は国連の人権理事会でリ

モート演説を行った。 

 

記事を読む限り、マドゥロ大統領はロシア問題について

は特に言及せず、米国によるアレックス・サアブ氏の拘

束と Covid-１９対策を妨害する米国の経済制裁を非難

したようだ。 

 

マドゥロ大統領は、欧米・コロンビアなどがこれまでに

ベネズエラ経済を破壊し、同国の民主主義を不安定化さ

せるために５０２件の妨害工作を行ったと指摘。 

 

経済制裁によりベネズエラの輸出収入の９９％が減少

し、少なくとも３００億ドルのベネズエラ資産を棄損し

たと訴えた。 

 

また３１トンの GOLDが凍結され、ポルトガルのNovo 

Banco では１０億ドル超の資金が凍結されており、Citi 

Bank は３．４億ドル超の政府資金を「米国連邦準備銀

行（FRB）」に送金したと主張。 

 

これらの経済的な迫害行為がベネズエラの Covid-１９

対策、ワクチン購入を妨害していると訴えた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

また、アレックス・サアブ氏について、メキシコで与野

党協議を行っている中、米国がベネズエラを裏切ったと

指摘。国家による誘拐行為であると主張した。 

 

「国防相 米国コロンビアの共同軍事演習を非難」                  

 

２月２８日 パドリーノ・ロペス国防相は、コロンビア

と米国がカリブ海海域で共同軍事演習を行ったことを

非難した。 

 

また、NATO 問題で国際情勢が不安定なこの時期に軍

事演習を実施したことについて疑問を呈した。 

 

米国・コロンビアは、この軍事演習について、「カリブ

海海域での麻薬取り締まりのため」と説明しており、４

０カ国がこの取り組みに参加していると説明している。 

 

経 済                        

「ロシア ベネズエラへの航空便を停止」           

 

「ロシア観光オペレーター連合（ATOR）」は、２月２

８日からベネズエラ、ドミニカ国、メキシコ、キューバ

への国際線を停止すると発表した。 

 

欧州各国は、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、自国領

空でロシア機が飛行することを禁止した。 

 

この決定を受けて、ロシアから南米・カリブ海の空の移

動に影響が出たことが理由。 

 

ATOR は、「ロシア当局は国際線の再開に向けて欧州各

国と協議を行っている」と補足した。 
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「グアンタ港 貨物取扱が８０％増」         

 

国営港湾公社「Bolipuerto」は、「アンソアテギ州にある

グアンタ国際港の２０２２年１月の貨物取扱量が重量

ベースで前年比８０％増加した」と発表した。 

 

２２年１月、Bolipuerto はグアンタ港で５１隻の貨物船

を扱ったという。同月に扱った貨物は重量で１１万３，

９６９メートルトン。前年同期の２１年１月の６．８万

メートルトンから約８０％増加したという。 

 

Bolipuerto は、今後もベネズエラの経済発展のための活

動を続けるとした。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「ベネズエラ人による NFT プロジェクト」           

 

「NFT（非代替性トークン）」という言葉は、日本でも

よく耳にするだろう。 

 

簡単に言えば、デジタル資産に所有権と価値を与えるも

ので、昨今最も注目を集めている分野の１つでもある。 

 

この NFT はベネズエラでも注目されている。 

 

 

ベネズエラではゲームをプレイすることで稼ぐことが

出来る（ゲームで求められた要件をクリアすることで、

デジタル通貨を受け取ることが出来る）「Play to Earn」

がポピュラー。 

 

このゲームで使用するキャラクターや武器なども「NFT」

として価値を持ち、二次流通市場で取引されている。 

 

アート作品も NFT として取引されており、ベネズエラ

で「Väsik」というプロジェクトが発足したとニュース

になっている。 

 

「Väsik」は複数のグループで運営される NFT 販売プラ

ットフォーム。このサイトを通じてアート作品や音楽な

どクリエーターがデジタル資産を販売できるという。 

 

「Väsik」の特徴を完全には理解できていないが、恐ら

くアート作品などを作ることは出来るが、デジタル通貨

については知識がなく、販売活動が苦手なクリエーター

に対して、デジタル知識が豊富な専門家がノウハウ面で

支援することを目的としていると思われる。 

 

 

（写真）El Nacional 
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「カーニバル祭 本格的に開始」                  

 

２月２８日、３月１日はカーニバル。 

ベネズエラでは国民の祝日となる。 

 

首都カラカスで商店が集まる大通りサバナ・グランデで

は祭りが行われ、子供連れの家族が大勢集まった。 

ベネズエラでは現在もマスク着用が推奨されているが、

サバナ・グランデの通りでカーニバルを楽しむ人はほと

んどマスクを着用していなかったという。 

 

 

 

（写真）El Estimulo 

“サバナ・グランデのカーニバルの様子” 

 

また、観光業が盛んなヌエバエスパルタ州マルガリー

タ島のマルカノ市でもカーニバルが行われ観光客でに

ぎわったという。 

 

同日は、カーニバルに参加する５０のダンス団体がそ

れぞれの衣装と踊りで街中を練り歩いた。 

 

マルカノ市のカーニバル主催者によると、今年のカー

ニバルには１万人超の観光客が訪れたとしている。 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

“マルガリータ島のカーニバルの様子” 

 

２０２２年３月１日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領とプーチン大統領が電話会談     

      ～軍事行動を支持すると伝える～」        

 

３月１日 マドゥロ大統領はロシアのプーチン大統領

と電話会談を実施。 

 

ロシア政府の発表によると、 

「マドゥロ大統領はプーチン大統領の行動に対して強

い支持を表明し、米国と NATO による地域を不安定化

させる行動を非難した。また、西側諸国が仕掛けるフェ

イクニュースと戦うことの重要性を強調した。」 

という。 
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なお、これに対して、プーチン大統領は 

「ウクライナの状況について、プーチン大統領自身の意

見をマドゥロ大統領に伝え、軍事行動はドンバス地方の

住民を保護するためだった」 

と理解を求めたという。 

 

「ベネズエラにロシア軍入れば米国は攻撃」           

 

前述の通り、マドゥロ政権は明確にロシアをサポートす

る立場を示している。 

 

米国軍のマルコ・アントニオ・フェレイラ将軍は、軍事

分野に詳しいベネズエラ人記者セバスティアナ・バラエ

ス氏のインタビュー番組に出演。 

 

「仮に南米・中央アメリカ地域の政治・軍事情勢が悪化

した場合、米国は侵略するのではなく、同地域に秩序を

もたらすために介入する」と言及。 

 

仮にベネズエラでロシア軍のプレゼンスが拡大した場

合、米国はベネズエラを攻撃する可能性を示唆した。 

 

「ベラルーシ 核保有国になるか」         

 

（直接ベネズエラに関係しない話だが、重要と思われる

ので紹介したい） 

 

２月２７日 ベラルーシで憲法改定に関する国民投票

が行われ、賛成６５．２％、反対１０．１％で憲法改定

が決定した。 

 

大きな変更点は「自国の領土を非核地帯とし、中立国家

となることを目標とする」との条文の削除で、ロシアの

核兵器をベラルーシに配置することが憲法上可能にな

ったと報じられている。 

 

 

ベラルーシのルカシェンコ政権は親ロシア政権で、ウク

ライナ侵攻の際にもロシア軍をサポートした。 

 

マドゥロ政権とも良好な関係を維持しており、両国の国

際線を開通させることを合意していた。 

 

経 済                       

「ベネズエラは原油高を享受できず？           

     ～ベネズエラの増産余地はわずか～」            

 

ベネズエラ人専門家２名は、現地メディア「El Estimulo」

の取材に応じ、ベネズエラは原油価格高騰の恩恵を受け

ることは出来ないだろうとの見解を示した。 

 

オマール・ルーゴ記者（元ロイター通信、EFE 通信のコ

レスポンサル）は、「現在のベネズエラの産油量は、史

上最低の水準にあり、産油量を引き上げるために協力し

てくれる同盟国も資金もない」と指摘。 

 

また、米国ライス大学のベネズエラ人教授のフランシス

コ・モナルディ氏も 

「ロシアのエネルギー供給が減少することで、欧州など

世界が新たな原油の供給先を探すようになり、ベネズエ

ラにも目を向けられるかもしれないが、ベネズエラはほ

とんど恩恵を享受することは出来ない」と指摘。 

 

「２０２０年、ベネズエラの産油量は日量３５万バレル

まで減少したが２０２１年末には日量７０万バレルま

で回復した。 

 

しかし、この間ベネズエラでは新たな鉱井は開発されて

いない。私の認識ではベネズエラの増産余地は僅かだ。」 

との見解を示した。 
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「ベネズエラの対外債務は総額１７００億ドル？」         

 

ベネズエラ人経済学者フランシスコ・ロドリゲス氏は、

現地メディア「puntocorte」の取材に応じ、現在のベネ

ズエラの対外債務について、賠償金の支払いなどを含め

て総額１７００億ドルになるのではないかとの見解を

示した。 

 

なお、この金額はベネズエラのGDPの２５０％であり、

このような金額を支払うことは容易ではないと指摘し

た。 

 

また、ベネズエラのデフォルト状況について「極めて特

殊な状況にある」と説明。 

 

「ベネズエラは全ての債権者の支払いを止めているが、

政府が法的に交渉をできる状態にない。 

 

なぜなら国家の収入を集めているマドゥロ政権は米国

では合法的な国家の代表者になっていないからだ。 

 

また仮にマドゥロ政権が債務を支払う意思があったと

してもオペレーション上出来ない。ベネズエラの対外債

務は米国がベネズエラ政府と認識しているグアイド暫

定政権が支払わなければいけないからだ。」 

と説明した。 

 

社 会                       

「スリア州で爆弾投げ入れ事件が多発」            

 

「ベネズエラ暴力観測所（OVV）」は、２０２１年～２

２年１月にかけて、ベネズエラの第２の都市スリア州に

て爆弾を使用する犯罪が増加していると警鐘を鳴らし

た。 

 

 

 

具体的に爆破被害にあっているのは、診療所、レストラ

ン、ファーストフード店、歯医者、ショッピングセンタ

ー、駐車場、農園など。一般住居も被害を受けていると

いう。 

 

事件が起きているのはスリア州の州都マラカイボに限

らず、ラグニージャ、マチケス、サンタリタ、ミランダ、

サンフランシスコなども含まれている。 

 

これは強盗などが目的ではなく、あくまで爆発を楽しむ

愉快犯で、地域住民は恐怖に陥っているという。 

 

最も大きな事件は２０２２年１月３１日に起きた事件。 

 

同日の早朝、何者かがマラカイボ市のディスコに爆弾を

投げ入れ１名が死亡、３人が負傷した。 

 

また２１年１２月２８日には食料品店に爆弾が投げ入

れられ、５名が負傷した。 

 

２１年１１月２日にもサンフランシスコ市の食料品店

で爆発が起きた。幸い爆発する前に逃げることができ人

的な被害はなかったという。 

 

以上 

 

 


