
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月６日～６月７日報道               No.７６４   ２０２２年６月８日（水曜） 

1 / 7 

（写真）大統領府 “６月７日 マドゥロ大統領 トルコ入国、エルドアン大統領と会談予定” 

 

 

２０２２年６月６日（月曜） 

 

政 治                     

「米州首脳会議 グアイド暫定政権を招待？ 

～グアイド議長とバイデン大統領が電話会談～」 

「墨・亜・智ら 米国の決定を非難」 

「マドゥロ大統領 フェルナンデス大統領に期待 

～CELAC にバイデン大統領の招待を求める～」 

「カプリレス元知事 主要野党は少数派」 

「サアブ検事総長 CPI の人権侵害調査に否定的」 

経 済                     

「CEPAL ２２年ベネズエラ GDP 成長率は５％」 

「スーパーマーケット業界 売上４％増」 

２０２２年６月７日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 トルコを訪問 

～露・トルコと国際決済制度を検討か～」 

「マドゥロ政権 大衆意思党の党員４名を拘束」 

「PSUV 副党首 内部選挙の実施を発表」 

経 済                    

「２２年４月 銀行融資額は４．６億ドル」 

「野党国会 ５月のインフレ率は１０．１％」 

「自動車部品産業 中国製の輸入品に苦戦」 

社 会                    

「マドゥロ大統領 ボクシング振興で受賞」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年６月６日～６月７日報道               No.７６４   ２０２２年６月８日（水曜） 

2 / 7 

 

２０２２年６月６日（月曜）             

政 治                       

「米州首脳会議 グアイド暫定政権を招待？      

 ～グアイド議長とバイデン大統領が電話会談～」       

 

６月６日 米国ロサンゼルスで米州首脳会議が始まっ

た。同会議は６月１０日（金曜）まで続く予定。 

 

６月６日 米国の Karine Jean Pierre 報道官は、 

「首脳会議の招待国については、米州各国により様々な

スタンスの違いがあることを認識している。米国のスタ

ンスは“独裁者は招待するべきではない”というものだ。 

 

米国は引き続き民主主義と人権に問題が生じている国、

キューバ、ニカラグア、ベネズエラに対するスタンスを

維持している。従って、キューバ・ニカラグア・ベネズ

エラは首脳会議に招待されていない。」 

と説明。 

 

上記の通り、マドゥロ政権が米州首脳会議に招待されて

いないことが確定したが、同時に米国の Ned Price 国務

省報道官は、 

「米国政府はグアイド暫定政権の代表と米州首脳会議

で会うことを楽しみにしている」 

と発言しており、グアイド議長には招待状を送ってはい

ないようだが、グアイド暫定政権側の代表者を招待した

ことが伺える。 

 

また、翌６月７日に Brian Nichols 国務省報道官は、米

州首脳会議の会期中にバイデン大統領はグアイド暫定

大統領と電話会談を行うと発表。 

 

米国は引き続きグアイド暫定政権をベネズエラの政府

と認識していると説明した。 

 

 

「墨・亜・智ら 米国の決定を非難」         

 

実際のところ、今でもグアイド暫定政権をベネズエラの

正当な政府と公式に認識しているのは米国・コロンビ

ア・カナダの３カ国くらいだろう。 

 

キューバについても、米国のキューバへの経済制裁はほ

ぼ全世界が否定的な見解を示している。 

 

ニカラグアについても、選挙制度への疑義は多くの国が

表明しているが、オルテガ大統領を独裁政権と非難して

いる国は決して多くない。 

 

米州首脳会議は国際会議であり、米国の政治スタンスを

前面に押し出すことが植民地支配的との指摘もあり、多

くの国が３カ国を排除することに否定的な見方を示し

ている。 

 

報道を見る限り、今回の決定を受けてメキシコのロペ

ス・オブラドール大統領は米州首脳会議への参加を見送

ることを決めた。メキシコは外相が政府代表として米州

首脳会議に参加するという。 

 

ボリビアのルイス・アルセ大統領も米州首脳会議の欠席

を決めた。 

 

また、アルゼンチンのフェルナンデス大統領は米州首脳

会議へ出席するが 

「我々はラテンアメリカの権利を守るために米州首脳

会議に参加する。ラテンアメリカの団結を守るために参

加する。目的を達成するために最も良い手段は誰も排除

しないことだ。」 

との見解を示した。 
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他、チリのガブリエル・ボリッチ大統領も３カ国の政府

代表を招待しなかった米国の決定を非難。 

 

「米国は特定の国を排除しようとしている。しかし、こ

のようなやり方は最終的には排除される側を頑なにす

るだけだ。私はこのやり方は間違いだと理解している。

この意見を首脳会議で伝える。」と述べた。 

 

「マドゥロ大統領 フェルナンデス大統領に期待    

 ～CELAC にバイデン大統領の招待を求める～」                  

 

６月６日 マドゥロ大統領は、米州首脳会議に招待され

なかったことについて言及。 

 

「米国政府は、自ら首脳会議にナイフを突きつけた。こ

の会議は既に失敗している。議題もテーマも意義もない。

米州としての決定も存在しない。米州各国が関心を持っ

ているテーマについて意義のある意見交換をする場所

ではなくなっている。」と指摘した。 

 

また、 

「ベネズエラ・キューバ・ニカラグアの声はアルゼンチ

ンのアルベルト・フェルナンデス大統領が代弁してくれ

る」との見解を示した。 

 

「私はラテンアメリカ・カリブ海諸国の声を会議で伝え

ることは良いことだと考えている。私はアルゼンチンの

アルベルト・フェルナンデス大統領が我々を代表してく

れることを歓迎している。 

 

フェルナンデス大統領は勇敢な男で、彼は南米を守って

くれると信じている。彼は排他的な主義を否定してい

る。」と主張した。 

 

 

 

 

また、米国・カナダを除く中南米・カリブ海諸国らで構

成される国際グループ「ラテンアメリカ・カリブ諸国共

同体（CELAC）」も２０２２年中にアルゼンチンで開催

される。 

 

CELAC は、米国の影響力を避けるために発足した国際

グループであり、米国に対抗する趣旨の国際グループと

言える。 

 

マドゥロ大統領は、アルゼンチンのフェルナンデス大統

領に対して、「バイデン大統領を CELAC の会合に招待

してほしい」と要請した。 

 

「カプリレス元知事 主要野党は少数派」         

 

６月６日 「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレ

ス元ミランダ州知事は、記者会見を実施。 

 

主要野党を中心に構成される「統一プラットフォーム」

について「与党と同じように少数派の政治グループ」と

指摘。存在意義に疑問を呈した。 

 

「ベネズエラには多数派と言える存在がいない。 

どの団体もベネズエラの名前を背負って現状を語るこ

とは出来ない。あるいは野党を背負って現状を語ること

も出来ない。統一プラットフォームは与党と同様に少数

の政治グループだ。」と指摘。 

 

「新しい時代にはより広く受け入れることができる精

神を持ってほしい」とした。 

 

また、２０２４年に予定されている大統領選に出馬する

候補を決める予備選挙には「穏健野党」の候補者でも誰

でも参加できるようにするべきとの見解を示した。 
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現在、「統一プラットフォーム」は穏健野党については

「マドゥロ政権の手先」と認識しており、予備選挙に穏

健野党の政治家が参加しない可能性が高い。 

 

しかし、２１年１１月に行われた全国州知事選でも確認

できた通り、穏健野党はそれなりに政治力をもっており、

彼らを排除すれば与党に勝つのは困難になる。 

 

個人的には、穏健野党が予備選挙に参加できるような仕

組みにするべきだと思うが、主要野党がこれまで掲げて

きた政治方針との矛盾が生じるため、（少なくともグア

イド暫定政権が野党の手綱を引いている段階では）難し

いテーマでもある。 

 

「サアブ検事総長 CPI の人権侵害調査に否定的」                  

 

６月６日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、ベ

ネズエラの民放「Globovision」のインタビュー番組に出

演。 

 

司法制度は完璧であり「国際刑事裁判所（CPI）」の調査

は必要ないとの見解を示した。 

 

「ベネズエラに対して外国の司法組織が調査を実施す

る必要はない。CPI に関わらず、ベネズエラの人権に対

する保護システムは完璧に機能している。 

 

司法は遅れることなく機能しており、他の国と比べても

そん色なく、あるいはそれ以上に法律に基づいて処理さ

れている。」と述べた。 

 

２２年３月末 CPI のカリム・カーン判事は、ベネズエ

ラを訪問し、CPI の事務所をカラカスに設置すると発表。

その後、同事務所でベネズエラの「人道に対する罪」の

調査を行うとしていた。 

 

 

CPI の事務所設置の発表にはマドゥロ大統領も同席し

ており、マドゥロ政権も合意していたが、４月に CPI に

対して調査の延期を求めていたことが明らかになった。 

 

なお、カリム・カーン判事は４月の時点で調査を続行す

るべきとの見解を示していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No744」）。 

 

経 済                        

「Eclac ２２年ベネズエラ GDP 成長率は５％」           

 

国連の「ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（Eclac）」

は、同地域で７８０万人が新たに食料不安の危険にさら

されていると発表した。 

 

Eclac によると、同地域で既に食糧危機の状態にあると

認識されている人々は８，６４０万人。 

 

現在のインフレなどを加味すると、この数字から更に７

８０万人が食料危機に陥る可能性があるという。 

 

特に女性や非正規雇用者などが食料危機に陥りやすい

と指摘した。 

 

貧困と定義される人々の数も増加しており、Eclac の２

０１８年の調査では同地域で貧困に分類される人は全

体の２９．８％だったが、２０２２年には３３．７％に

なるとの見通しを発表した。 

 

また、極貧に分類される人の割合は２０１８年は１０．

４％だったが、２２年には１４．９％になると予想して

いる。 

 

一方、２０２１年の経済成長率についてはラテンアメリ

カ・カリブ海全体で前年比６．３％増。２２年は１．８％

増を見込んでいる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f3f8ef0bf4cb2252159b6b32dca87eb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9f3f8ef0bf4cb2252159b6b32dca87eb.pdf
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２２年に特に大きな経済成長が予想されているのは、ベ

ネズエラの隣国ガイアナで前年比１３％増。サンタルシ

アが同１０．５％増だという。 

 

南米の平均 GDP 成長率は１．５％と予想しているが、

ベネズエラは南米地域の中では特に高く５％増を見込

んでいる。 

 

「スーパーマーケット業界 売上４％増」                  

 

６月６日 「全国スーパーマーケット協会（ANSA）」の

イタロ・アテンシオ代表は、２０２２年１月～４月のス

ーパーマーケット業界の売り上げが、前年同期（２１年

１月～４月）と比べて４％増だったと発表した。 

 

スーパーマーケットには以前より物が増え、売上も増え

ていると指摘。２２年後半から更に売り上げが増えるだ

ろうとの見通しを示した。 

 

２０２２年６月７日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 トルコを訪問           

   ～露・トルコと国際決済制度を検討か～」        

 

６月７日 マドゥロ大統領はトルコを訪問した。なお、

シリア・フローレス大統領夫人も同伴した。 

 

マドゥロ大統領がキューバ以外の外国に渡航するのは

かなり久しぶりだろう。 

 

トルコのメディアによると、マドゥロ大統領は６月７日

～８日にかけてトルコに滞在し、同国のエルドアン大統

領と会談を行う予定だという。 

 

 

 

両者の会合ではこれまで両国が締結してきた２０の合

意事項について確認をする予定だという。 

 

また、マドゥロ大統領のトルコ訪問に先駆けて、ロシア

のメディア「Sputnik」は、トルコとベネズエラがロシア

の開発した決済システムの運用について検討を始めて

いると報じた。 

 

ロシアは欧米からの経済制裁を受けて金融取引に問題

が生じている。ベネズエラも米国の経済制裁を受けて金

融取引の障害が続いている。エルドアン大統領とマドゥ

ロ大統領の会談では、金融取引の協力についても協議す

る可能性はあるだろう。 

 

なお、ロシアは同国の金融システムを用いた「Mir」と

いうクレジットカードを使用できる国を増やそうとし

ており、現在「Mir」をを使用できる国は、トルコ、ベ

トナム、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キル

ギスタン、タジキスタンなどだという。 

 

「マドゥロ政権 大衆意思党の党員４名を拘束」           

 

６月７日 「大衆意思党（VP）」は、４人の党員が警察

に拘束されたと訴えた。拘束された経緯は以下の通り。 

 

２０１７年 ベネズエラで連日のように激しい抗議行

動が起きた時期があった。 

 

この抗議行動の際に Neomar Lander というベネズエラ

人男性が亡くなった。 

 

当初、内務司法省は Lander 氏の死因について、「火炎瓶

を投下しようとしていた際に死亡した」と発表していた

が、その後 Lander 氏が亡くなった当時のビデオが公開

された。 
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そのビデオを見る限り、治安当局が催涙弾を発砲し、そ

の催涙弾が Lander 氏の胸部に直撃したことが死因であ

ると理解できる。 

 

このような背景から、Lander 氏はマドゥロ独裁政権の

犠牲者と野党が主張している。 

 

６月７日 「大衆意思党（VP）」は Lander 氏の死から

５年が経過したとしてイベントを実施。Lander 氏が亡

くなったチャカオ市の一角で政治イベントを実施した。 

 

しかし、警察部隊が同イベントの中止を要請。抗議する

VP の党員４名が拘束されたという。 

 

「PSUV 副党首 内部選挙の実施を発表」         

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のディオス

ダード・カベジョ副党首は、PSUV を再構築するために

内部選挙を実施すると発表した。 

 

「PSUV の上層部から一番下まで、PSUV を抜本的に見

直すための内部選挙を実施する。全国のパロキア（地区）

単位まで代表者を決め直す。」と説明した。 

 

 

（写真）PSUV 

 

 

「パロキア」というのは、「市」より更に細かい行政区

分。全国のパロキア単位まで選挙を実施するとなるとか

なり大掛かりな選挙になると思われる。 

 

選挙を実施する理由について「次の選挙での勝利（つま

り大統領選）に向けて団結をするために必要」と説明し

ている。 

 

現時点では、マドゥロ大統領が２０２４年の与党統一候

補になる可能性が高いが、まだ決定事項ではない。 

 

この内部選挙を通じて何らかの変化が生まれる可能性

もあるだろう。 

 

経 済                       

「２２年４月 銀行融資額は４．６億ドル」            

 

ここ最近、銀行融資が以前よりも回復してきたという話

を聞いている。 

 

２２年４月 ベネズエラの銀行融資額は約２０．７億ボ

リバルでドルに換算すると約４．６億ドルになった。２

１年末時点から１８５％増加しているが、他国と比べる

と極めて少ない金額だという。 

 

４月の農業分野への融資はドル建てで８，５８０万ドル。 

農業団体は農業振興には１２億ドルの融資が必要と指

摘しており、必要額の７．１５％しか融資を受けること

が出来ていないことになる。 

 

また、４月の工業分野への融資額はドル建てで３５万ド

ル。工業分野への銀行融資はほとんど機能していないと

言える。 
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「野党国会 ５月のインフレ率は１０．１％」         

 

６月７日 野党国会から独立した「ベネズエラ金融観測

所（OVF）」は、２２年５月のインフレ率について先月

比１０．１％増と発表した。 

 

インフレの主な要因は、ボリバル安の進行。 

ドルに対するボリバルの価値が下がったことで、ドルベ

ースで販売している商品のボリバル建ての価格が上昇

したと言える。 

 

２０２１年６月～２２年５月までの１２カ月の累計イ

ンフレ率は１５１％。２０２２年１月～５月までのイン

フレ率は３４．３％となっている。 

 

 

（写真）OVF 

 

「自動車部品産業 中国製の輸入品に苦戦」         

 

「ベネズエラ自動車部品生産者団体（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、自動車部品の需要が輸入品

に流れていると警鐘を鳴らした。 

 

現在、一部品目は輸入の免税措置が取られており、一部

の自動車部品の品目も対象になっているという（「ウィ

ークリーレポート No.251」）。 

 

バウティスタ代表によると、輸入部品の７０％は中国か

らだという。そして、消費者は品質よりも価格を重視し

ており、外国産部品が優先されていると訴えた。 

 

社 会                       

「マドゥロ大統領 ボクシング振興で受賞」            

 

６月７日 マドゥロ大統領は、大統領府に世界ボクシン

グ協会の Gilberto Mendoza Alvarado 代表を招待。 

 

Alvarado 代表からボクシングの振興に努めた人物とし

て表彰を受け取った。 

 

具体的にマドゥロ大統領がボクシング振興のためにど

のような活動を行ったのかは不明だが、ベネズエラはボ

クシングが強い国として知られている。 

 

 

（写真）大統領府 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f90155435a40321435649cb7e41133a7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f90155435a40321435649cb7e41133a7.pdf

