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（写真）大統領府 “１月１５日 マドゥロ大統領 国会にて年次報告を実施” 

 

 

２０２２年１月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「Covid-１９感染が再び拡大 

～３日連続で１０００人超の新規感染を確認～」 

「ペルー ベネズエラに新大使を派遣」 

経 済                     

「グアイド議長 経済セクターと協議」 

「畜産業 融資枯渇で食用牛から乳牛へシフト」 

「フェラーリ ラスメルセデスに販売代理店を設置」 

「ロドリゲス氏 経済制裁の影響レポートを公表」 

社 会                     

「Gedeon 作戦リーダー 作戦の映画化を検討？」 

22 年 1 月 15～16 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 国会で年次報告を実施 

～経済回復、保護官置かず、対話は米国次第～」 

「マドゥロ大統領の年次報告 野党知事も参加」 

「ドゥケ大統領 マドゥロ政権との対話に疑問」 

経 済                    

「Fedecamaras 石油依存経済からの脱却が必要」 

社 会                    

「家族を養うため仕事を３つ掛け持ち」 

「ベネズエラ移民の約半分は非正規の移住」 

「オスカル・ペレス元捜査官 死亡から４年」 
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２０２２年１月１４日（金曜）             

政 治                       

「Covid-１９感染が再び拡大             

 ～３日連続で１０００人超の新規感染を確認～」       

 

ベネズエラで Covid-１９の新規感染者が増加傾向にあ

る。 

 

下グラフは、ベネズエラで初めて Covid-１９の感染が

確認された日から現在までの「感染中の患者総数（オレ

ンジ色）と新規感染確認者数（緑色）」の推移。 

 

２０２０年１０月まで増加傾向にあった患者数は、１０

月を境に減少に転じ、２０２１年初めには全国で４００

０名にまで減少した。 

 

その後、再び増加に転じ２１年７月頃には１７，０００

人超まで増加。 

 

その後も増減を繰り返し、２１年１０月頃をピークに２

２年１月まで減少傾向が続いていたが、１月に入り再び

急増している。 

 

１２月頃は１日当たりの新規感染者数が１００～３０

０人程度で推移していたが、直近３日間は１，０００人

を超えている。 

 

マドゥロ大統領は現在のところ「７＋７」（１週間毎に

隔離週と隔離緩和週を繰り返す対策）の再開を否定して

いるが、何らかの追加対策が必要な段階に来ていると思

われる。 

 

 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 
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「ペルー ベネズエラに新大使を派遣」         

 

ペルー政府は、ベネズエラに新大使を派遣した。 

 

新大使は Librado Orozco Zapata 氏。 

 

ペルーは約４年間、ベネズエラに大使を置いていなかっ

たが、左派系のカスティージョ政権に交代したことで、

対ベネズエラ方針を転換。 

 

現在は公式にマドゥロ政権をベネズエラ政府と認識し

ており、２１年９月にベネズエラへ Richard Rojas 大使

を派遣していた。 

 

しかし、Rojas 大使はマネーロンダリングの疑惑を受け

て大使任命を撤回。ペルーの大使職が再び空いていた。 

 

大使就任に立ち会ったベネズエラの Rander Peña 次官

は「二国間の協力関係を進展させるため、建設的な議論

を促進したいというオロスコ大使の意思を確認した。」

とコメント。新大使を歓迎する意思を示した。 

 

 

（写真）Flix Placencia 外相 

 

 

 

 

経 済                        

「グアイド議長 経済セクターと協議」                  

 

１月１３日 「国家通信センター（野党国会）」は、グ

アイド暫定大統領が経済界関係者と話し合いを行った

と発表。 

 

話し合いでは、グアイド暫定政権の現在の活動への支持

が表明され、引き続き自由で公平な選挙のための戦いに

ついて好意的な意見を受けたと発表した。 

 

グアイド議長は出席した関係者らに対して 

「２０１８年から我々は大統領選が行われていない。そ

の結果、ベネズエラとその国民は過去に例を見ない危機

に陥った。 

 

バリナス州の選挙は、間違いなく我々の戦いの追い風に

なる。しかし、我々は自由で公平な選挙を実現するとい

う明確な目的を維持しなければいけない。 

 

マドゥロ政権を倒壊させるためには団結が必要で、選挙

プロセスを保証できるような包括的な合意が必要であ

る。」とコメント。経済界関係者に現在の方針を維持す

ることに対する理解を求めた。 

 

この求めに対して、参加者から団結の重要性について確

認する返事を受け、グアイド暫定政権と野党国会がベネ

ズエラの正当な行政と立法組織であるとの返事を受け

たという。 

 

この記事で掲載されている写真は暗くなっておりこの

協議に参加したのが誰かは分からない（次ページ参照）。 

 

２ ０ ２ ０ 年 頃 か ら Fedecamaras や Conindustria 、

Consecomerico など主要な経済団体は、経済を動かすた

めにはマドゥロ政権と敵対しない方針を示している。 
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そのため「グアイド暫定政権がベネズエラの正当な政府」

と発言をするのは考えにくく、どこかの中小規模の経済

団体と思われる。 

 

 

（写真）国家通信センター 

 

「畜産業 融資枯渇で食用牛から乳牛へシフト」           

 

ロイター通信は、バリナス州の畜産業の現状についての

記事を公表した。 

 

バリナス州は畜産業が盛んな地域だが、経済危機により

家畜を育てるコストが維持できず、牛の頭数を減らして

いるという。 

 

その結果、４年前には２５０万頭いた牛が現在は１７０

万頭まで減少したという。 

 

また、融資が枯渇しているため継続的に収入を得る必要

に迫られており、食用牛の飼育を諦めて、乳牛の飼育に

シフトし、牛乳を売ることで毎月の生計を立てるように

なっているという。 

 

バリナス州畜産団体の代表によると、牛乳１リットルは

０．３ドル～０．６ドル程度で販売されており、このド

ル収入で畜産業が維持されているという。 

 

 

 

「フェラーリ ラスメルセデスに販売代理店を設置」         

 

２，３年前からベネズエラで高級車として知られるフェ

ラーリの車が散見されるようになったが現時点で正式

にフェラーリはベネズエラに店舗を出していない。 

 

本件について、「El Cooperante」は、内部関係者からの

情報として、カラカスのラスメルセデスに販売代理店を

オープンすると報じた。ただし、現時点で正確な場所と

オープンする日は明らかになっていないという。 

 

「ロドリゲス氏 経済制裁の影響レポートを公表」                  

 

ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・ロドリゲス氏は、

米国の経済制裁がベネズエラに与えた影響を評価する

レポートを公表。 

 

バイデン政権に対して、トランプ政権が始めた誤りをこ

れ以上続けないよう求めた。 

 

ロドリゲス氏は、他の主要産油国とベネズエラの産油量

を比較し、制裁を受ける２０１７年８月までは主要産油

国の産油量の増減率とベネズエラの産油量の増減率は

大きく乖離していなかったと指摘。 

 

しかし、米国が経済制裁を科した２０１７年８月以降、

ベネズエラの産油量は急激に下落、他の産油国の産油量

推移と大きなズレが生じるようになったと分析してい

る。 

 

もし、他の産油国の動きと同じような産油量を維持でき

た場合、ベネズエラは現在よりも日量７９．７万バレル

多く原油を産出できていた可能性があり、経済的な損失

は年間１６４億ドルに相当すると指摘した。 
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社 会                        

「Gedeon 作戦リーダー 作戦の映画化を検討？」           

 

米国メディア「VICE News」は、「米国陸軍特殊部隊（グ

リーンベレー）」の元隊員で２０２０年５月にマドゥロ

政権倒壊計画「Gedeon 作戦」を実行したジョーダン・

ゴドレウ氏が、自身で会社を立ち上げ映画を作ろうとし

ていると報じた。 

 

２０２１年６月にゴドレウ氏はベテランの映画製作者

Jen Gatien 氏と「GOFAST PRODUCTIONS LLC」と

いう会社を立ち上げたという。 

 

記事を見る限り、会社を立ち上げたという事実はありそ

うだが、ゴドレウ氏が本当に「Gedeon 作戦」について

の映画を作ろうとしているのかは不明だ。 

 

「Gedeon 作戦」は、グアイド暫定政権と米国を窮地に

陥れた作戦。 

 

マドゥロ政権に反旗を翻したベネズエラ軍人がコロン

ビアで軍隊を組織し、ゴドレウ氏がその軍隊を訓練して

いた。そして、２０２０年５月に同グループが計画を実

行。 

 

しかし、マドゥロ政権側の内通者がいたと思われ、作戦

は筒抜けで、上陸時にベネズエラ軍に包囲され、作戦は

失敗した。 

 

当初、グアイド暫定政権は、「Gedeon 作戦」と野党の関

係を否定していたが、ゴドレウ氏とグアイド政権関係者

が交わした契約書やグアイド議長とゴドレウ氏が契約

締結について意見交換していた音声などが流出し、グア

イド暫定政権と「Gedeon 作戦」の関係が否定できない

ものになった。 

 

 

その結果、グアイド暫定政権の安全保障担当官などが辞

任をしている。ただし、その時に辞任したはずのセルヒ

オ・ベルガラ議員（大衆意思党）は、現在グアイド暫定

政権の資金管理担当をしており、実際のところグアイド

暫定政権の中枢で活動している。 

 

また、ゴドレウ氏はフロリダ州の警備会社「SilverCorp 

USA」の社長であり、ペンス副大統領と関係が強い人物

だったという。実際にトランプ大統領の選挙キャンペー

ン時も彼の会社が護衛として活動していた事実がある。 

 

これらの事実から、米国政府がグアイド暫定政権に対し

てゴドレウ氏を紹介したのではないかとの憶測も出て

いる。 

 

２０２２年１月１５日～１６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 国会で年次報告を実施       

 ～経済回復、保護官置かず、対話は米国次第～」        

 

ベネズエラの憲法規定により大統領は１月１５日まで

に国会で前年の年次報告を行わなければいけない。 

 

この規定に則り１月１５日、マドゥロ大統領は国会で２

０２１年の年次報告を行った。 

 

以下では、年次報告での主な発言について紹介したい。 

 

１．貧困が改善 

マドゥロ大統領によると、国連の貧困算出規定に則

った計算では、現在ベネズエラで「極貧」と定義さ

れる割合は全体の４．１％だという。また、「貧困」

と定義される割合は１７．７％で、２０２０年の１

８．４％から改善したとしている。 

加えて、２０２５年までに「極貧」と定義される人

を０％にするとの目標を掲げた。 
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２．２０２１年の GDP は前年比４％増 

「２０２１年は米国による経済妨害が始まって５

年が経過し、ベネズエラは経済回復の道に戻った」

とコメント。２０２１年の GDP 成長率は前年比

４％増とした。また、２１年第３四半期は同７．６％

増だったとコメント。 

 

３．インフレの抑制に成功 

２０２１年はハイパーインフレを脱却した年にな

ったと主張。特に直近４カ月のインフレ率は１ケタ

台を維持することに成功したと述べた。 

 

４．２０２２年は企業家の年 

２０２２年は企業家の年になると発言。金融機関に

対して国内の生産事業者を支援するよう要請した。

（ただし、インフレ抑制のために融資を制限してい

るのは金融当局であり、インフレ抑制と経済回復の

バランスが難しいところだろう） 

 

５．保護官を任命しない 

これまで故チャベス政権時代から、野党政治家が州

知事になった州には、政府が「保護官」という役職

を任命し州知事の役割を奪うような仕組みを作っ

ていた。マドゥロ大統領は、「今回の選挙で野党政

治家が当選した地域に保護官は任命しない」と宣言。 

野党候補が当選したバリナス州、ヌエバエスパルタ

州、コヘーデス州、スリア州に保護官を置かないこ

とを約束した。 

 

６．米国・コロンビアを非難 

欧州への非難は確認できなかったが、米国・コロン

ビアについては強く非難。外国から２つの政府、国

会、最高裁を作り出し、悪意を持ってベネズエラの

民主主義を棄損したと訴えた。 

同時に２０２１年はこの並行勢力が敗北した年に

なったとの見解を示した。 

 

 

７．対話再開は米国次第 

与野党協議の再開について、 

「過激派勢力とのメキシコでの対話には忍耐と信

念が必要だ。 

 

合意を交わそうとした時に米国はカボベルデから

アレックス・サアブを誘拐した。これがベネズエラ

交渉団の怒りをかいメキシコでの対話は中断され

た。彼らが対話に刃物を持ち出した。ワシントンの

反省が無ければ対話は再開できない。 

 

２０２２年に対話でポジティブな進展があること

を期待している。遅かれ早かれ対話は実現すること

になる。」 

との見解を示した。 

 

「マドゥロ大統領の年次報告 野党知事も参加」           

 

マドゥロ大統領の年次報告は国会で行われたが、国会議

員だけではなく、州知事・市長らも任意で出席すること

が出来る。 

 

特に野党系の知事がマドゥロ大統領の年次報告に出席

することは、マドゥロ大統領がベネズエラの大統領であ

ることを認め、与党国会がベネズエラの国会であること

を認めていると理解される。 

 

そのため、野党から誰が年次報告に出席したのかも関心

事になっている。 

 

報道を見る限り、年次報告に出席した野党系の知事は、 

バリナス州のセルヒオ・ガリド知事（AD） 

コヘーデス州のホセ・ガリンデス知事（PJ） 

ヌエバエスパルタ州のモレル・ロドリゲス知事（FV） 

の３名。スリア州のマニュエル・ロサレス知事（UNT）

は出席しなかった。 
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「ドゥケ大統領 マドゥロ政権との対話に疑問」         

 

米国も含めてマドゥロ政権との対話の必要性を認識す

る国がほとんどだが、唯一コロンビアのドゥケ政権だけ

はマドゥロ政権との対話全般について否定的なスタン

スを維持している。 

 

１月１６日 ドゥケ大統領は、 

「大事なことはマドゥロの独裁を止め、政権の簒奪状態

を正常化することだ」と指摘。 

 

そのための手段としての対話について 

「対話に戻ることは、意味のない行為で時間を使い状況

を長引かせるだけだ。なぜなら独裁者は権力を維持する

ことに固執しているからだ。対話に意味はない。」 

と対話について否定的な見解を示した。 

 

ドゥケ大統領のスタンスは急進野党のスタンスに近い

と言えるだろう。 

 

経 済                       

「Fedecamaras 石油依存経済からの脱却が必要」            

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカルロス・フェ

ルナンデス代表は、「ベネズエラが過去の石油依存体制

に戻ることは不可能」と指摘。 

 

「ベネズエラ経済を成長させるためには、石油依存の経

済体制を脱却する必要がある」と主張。 

 

「ベネズエラ国民の人的リソースは世界的に見て高い」

と指摘。国民が過去の経済モデルを諦め、自活すること

を前提とした経済モデルを構築しようとすれば、ベネズ

エラは復興するとの見解を示した。 

 

 

 

この指摘の通りベネズエラが以前のように石油産業の

収入を前提とした経済体制になることは短期的には期

待できないだろう。 

 

また、原油依存の経済体制がベネズエラ政府の権限を肥

大させ、ベネズエラをコントロールの強い国にした側面

は否めない。 

 

経済制裁は石油産業を止め、ベネズエラを壊滅させたが、

長期的な視点に立てば、石油産業を中心とした経済モデ

ルを解体し、新たな経済構造を作るチャンスを与えてい

るとも言える。 

 

ベネズエラに起きたことは不幸だが、ただの不幸で終わ

らせることなく「雨降って地固まる」と言える出来事に

なってもらいたい。 

 

社 会                       

「家族を養うため仕事を３つ掛け持ち」            

 

野党系メディア「Cronica Uno」は、経済低迷が長引く

中、多くの若者が家族を養うために２～３の仕事を掛け

持ちしていると報じた。 

 

Teresa Rodríguez 氏（２７歳、大学院の法学部卒）は、

３つの仕事を掛け持ちしているという。 

 

Rodríguez 氏の両親は共に教師だったが、２０１８年に

は両親の稼ぎだけでは食費さえもねん出できなくなり、

大学院卒業後にスリア州の財団で働くようになったと

いう。同財団では給料に加えて、ランチを支給、食料も

支給してくれるという。 

 

しかし、それでも自分と両親が生活をするためには月６

００ドルが必要で、現在は２つの財団と１つの会社で働

いているという。 
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２つの職場はリモートのため、出勤する必要はないが、

仕事は多く生活は厳しいという。 

 

「ベネズエラ移民の約半分は非正規の移住」         

 

国連の発表によると、２０２１年末時点でベネズエラ人

移民は約６０４万人と言われている。 

 

グアイド暫定政権が任命した国連移民問題担当官の

Miguel Pizzaro 氏、David Smolansky 氏によると、ベネ

ズエラ人移民の約半数は移民としてのステータスを持

っていないという。 

 

各国のベネズエラ人移民数をまとめている「R4V」によ

ると、最もベネズエラ人移民が多いのは 

コロンビアで１８４．２万人 

ペルーが１２８．６万人 

エクアドルが５０．９万人 

チリが４４．８万人 

ブラジルが２６．１万人 

アルゼンチンが１７．３万人 

パナマが１２．２万人 

ドミニカ共和国が１１．５万人 

メキシコが８．３万人 

となっている。 

 

 

 

「オスカル・ペレス元捜査官 死亡から４年」         

 

２２年１月１５日はオスカル・ペレス元捜査官の死から

４年が経過した日に当たる。 

 

オスカル・ペレス氏は、２０１７年６月まで「犯罪科学

捜査班（CICPC）」の捜査官として活動していた。 

 

しかし、１７年６月２７日にマドゥロ政権に反旗を翻し、

数名の仲間とともに軍のヘリコプターを奪い、そのヘリ

コプターから最高裁判所に対して手りゅう弾を投下し

た人物（この攻撃による死者は出なかった）。 

 

２０１７年、ベネズエラでは激しい抗議行動が起きてお

り、多くの野党支持者がペレス元捜査官の行動を英雄視

した。 

 

しかし、マドゥロ政権はクーデター犯としてペレス元捜

査官およびその仲間の逮捕を命令。２０１８年１月１５

日にペレス元捜査官は銃撃戦の末に亡くなった。 

 

ただ、「ペレス元捜査官は投降したが、軍部が投降した

ペレス氏を銃殺した」との報道もあり、今でも事実関係

ははっきりしていない。 

 

ペレス捜査官の死から４年が経過し、彼の母親は「La 

Patilla」の取材に対して、 

「１月１５日が不公平な世界の始まりだった。 

神様に対して、ベネズエラの自由を求めた誠実な子供と

その家族を守ることと、正義の裁きがあるよう願ってい

る。マドゥロとその取り巻きは、大量虐殺の罰を受けな

ければいけない。私の息子が求めたようにベネズエラに

自由が訪れることを願っている。」とコメントした。 

 

以上 


