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（写真）国家通信センター（野党国会） “野党国会 政権移行法の第２セッションを終了、暫定政権継続” 

 

 

2021 年 12 月 30～31 日（木-金） 

 

政 治                     

「２０２２年の政治シナリオ 

～罷免投票・新たなリーダー・与野党協議～」 

「与党国会 最高裁組織法の改定案を承認」 

「オルテガ元検事総長 検事総長の任期満了」 

経 済                     

「２０２２年の経済シナリオ 

～インフレ収束、ドル経済の加速など～」 

「金融業界 GDP△５％、４５０支店が閉鎖」 

社 会                     

「Conviasa 運行停止 ２００人超の移動に影響」 

2022 年 1 月 1 日～4 日（土-火） 

 

政 治                    

「政権移行法案 第２セッション通過 

～グアイド政権の権限が制限される～」 

「Covid-１９沈静化 特別施設を閉鎖 

～１月以降も Covid-19 隔離緩和を継続～」 

「FARC、ELN が衝突 国境の緊張高まる」 

経 済                    

「コロンビア政府 Monomeros 要請を棄却 

～Monomeros を監視下に置くことを確認～」 

社 会                    

「チャカオ・サンビルで飛び降り自殺」 
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２０２１年１２月３０日～３１日（木曜・金曜）             

政 治                       

「２０２２年の政治シナリオ            

 ～罷免投票・新たなリーダー・与野党協議～」       

 

２０２２年最初の「ベネズエラ・トゥデイ」は、現地メ

ディアが２０２２年の政治について、どのようなシナリ

オを考えているかについて紹介したい。 

 

なお、２０２２年を予想するためには過去を知っておく

必要がある。２０２１年のベネズエラの政治経済につい

ては「ウィークリーレポート No.231」「No.232」で紹介

しているので参照いただきたい。 

 

１．罷免投票の実施 

 

２０２２年は、大統領の解任を求める「罷免投票」が可

能な年である。現在、野党も２０２４年の大統領選に焦

点を当てるべきとの意見があるが、罷免投票の実施を願

う意見も多い。 

 

罷免投票を成功させるためには、野党の強い動員力が必

要になる。現在の野党の動員力が低下しており、罷免投

票を行っても成功しない可能性は十分にある。むしろ、

罷免投票の実施を呼びかけることで野党内の結束に更

なる亀裂が走り、野党が更に弱体化する懸念もある。 

 

２．国際刑事裁判所（CPI）の判決 

 

２１年１１月 CPI はマドゥロ政権が「人道に対する罪」

を犯したかについて捜査を実施することを正式に発表

した。 

 

調査開始まで３年がかかったが、検事が変わってすぐに

話が動いたことをふまえると、２０２２年内に何らかの

結論が出る可能性もある。 

同捜査を行う CPI のカリム検事は、「我々の調査は政治

的な意思はなく、マドゥロ政権に圧力をかけることを目

的としたものではない」と説明している。 

 

３．経済制裁の行方 

 

２１年１１月に全国州知事選・市長選が行われた。主要

野党も参加する選挙となったが、欧米は今回の選挙結果

を完全には認めておらず、制裁解除の雰囲気はない。 

 

ただし、マドゥロ政権は友好国（主にイラン、トルコ、

ロシア）の協力を得て、米国の経済制裁包囲網を抜けよ

うとしており、２０２２年もその動きが続くことが予想

される。 

 

４．リーダーシップの空席 

 

マドゥロ政権の支持が低いことは誰もが知っている通

り。ただし、野党の支持も低く、ベネズエラはリーダー

不在の状態が続いている。この空席を埋めてほしいと願

う大衆は多く、２０２２年は新たなリーダーが誕生する

可能性がある。 

 

５．与野党協議 

 

２１年８月に始まった与野党協議は、１０月に米国がア

レックス・サアブ氏の身柄を確保したことで暗礁に乗り

上げた。ただ、与野党ともに協議の再開を望む姿勢を示

している。欧米も対話を望むとの姿勢を示しており、基

本的には対話が再開する可能性が高い。 

 

米国が拘束したサアブ氏とマドゥロ政権が拘束してい

る CITGO 元役員６名の引き渡し交換が選択肢にあが

っているが、独裁政権（しかも政府と認識していないマ

ドゥロ政権）と合意することを米国の政治スタンスが許

容するかが課題だろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/279020fe844d52b55d23ec59472183f9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab7fb973864003e1e0da84d19b80ae44.pdf
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「与党国会 最高裁組織法の改定案を承認」         

 

１２月下旬 マドゥロ政権側の司法権の最高権力者で

あるマイケル・モレノ最高裁判長は、最高裁判事の人員

を削減することを国会に提案していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.695」）。 

 

この提案を受けて、１２月３０日に与党国会は臨時国会

を召集。最高裁組織法の改定案について議論、第１セッ

ションを承認した。 

 

今回、第２セッションで承認され、その後マドゥロ大統

領が署名し、官報で公布されることで新たな最高裁組織

法が正式に発効する。 

 

現時点では具体的な内容は公開されていないが、モレノ

裁判長が提案した通り、最高裁判事の人数が現行の３２

名から減ることになりそうだ。 

 

「オルテガ元検事総長 検事総長の任期満了」                  

 

２０１７年にマドゥロ政権を離反し、現在はコロンビア

でマドゥロ政権と対立しているルイサ・オルテガ元検事

総長は、「１２月３１日をもって検事総長の任期が満了

し、役割を終えた」との声明文を発表した。 

 

オルテガ元検事総長が離反後、マドゥロ政権はオルテガ

検事総長（当時）を解任し、タレク・ウィリアム・サア

ブ検事総長を新たに任命した。 

 

しかし、オルテガ元検事総長は解任を認めず、自身が引

き続きベネズエラの検事総長であると主張。 

グアイド暫定政権発足後、グアイド議長は検事総長を任

命せず、（グアイド政権から明確な発表はないものの）

何となくオルテガ元検事総長がグアイド暫定政権の検

事総長的なポジションを維持していた。 

 

オルテガ元検事総長が、最初に検事総長に就任したのは

２００７年１２月。検事総長の任期は７年のため、２０

１４年に更新され、更に７年が経過した２０２１年末で

任期を終えることになる。 

 

つまり、今回の発表をもってオルテガ元検事総長は正式

にグアイド暫定政権の検事総長でもなくなることにな

る。 

 

ただし「憲法秩序の再構築のための新たな活動に注力す

る」と書かれており、何らかの活動は続けるようだ。 

 

 

（写真）オルテガ元検事総長ツイッターより 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
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経 済                        

「２０２２年の経済シナリオ            

   ～インフレ収束、ドル経済の加速など～」           

 

本稿で２０２２年の政治シナリオを紹介したのと同様

に、以下ではメディアで現地経済専門家がコメントして

いる２０２２年の経済シナリオについて紹介したい。 

 

１．インフレは更に落ち着く 

 

２０２１年のインフレ率は前年比１０００％増程度に

なると考えられている。２０２０年は同３０００％増だ

ったので、２０２１年のインフレは落ち着いたことにな

る。 

 

経済調査会社「Econometrica」のヘンケル・ガルシア氏

によると、２０２２年のインフレは更に落ち着き、前年

比２００％増程度になると予想している。 

 

また、「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベロ氏は

２０２２年のインフレ率について前年比２４６％増と

予想している。 

 

２．GDP はプラス成長 

 

経済専門家アンヘル・ガルシア氏は、２０２１年の GDP

成長率について微増したと予想。 

 

２０２２年について、マドゥロ政権がここ数カ月維持し

ていたような通貨政策・財政規律を続けるのであれば、

２０２２年も GDP はプラスになると予想した。 

 

現時点でのメインシナリオは GDP４%プラス。上手く

回れば１０％プラスもあり得るとした。また、融資の規

制がどこまで緩和されるかにより経済成長は変わると

補足した。 

 

３．ドル経済の加速、ボリバル通貨も維持 

 

２０２２年、ドル決済が更に浸透することは避けられな

い。現時点で決済の６０％はドル建てと報じられている

が、この傾向はさらに加速する。 

 

ただし、ボリバル通貨も維持されるとの見方が多い。 

 

４．生活コストの上昇 

 

「インフレが落ち着く」というのは、ボリバル建てのイ

ンフレが落ち着くという意味。２０２２年は、ドル建て

の生活コストが上昇すると予想する専門家は多い。 

 

実際ここ数カ月、ボリバル建てのインフレが落ち着いて

いると同時に、為替レートのボリバル価値下落も落ち着

いており、ドル建てで見ると生活コストが上昇傾向にあ

る。 

 

５．燃料不足は解消できず？ 

 

経済専門家ルイス・オリベロ氏は、ガソリン不足の解消

に懐疑的な見方を示している。制裁が続く限り外国から

燃料を調達することは制限される。つまり、ベネズエラ

国内の製油所で燃料を精製する必要があるが、イランの

協力だけでは限界があると指摘した。 

 

６．ドル建ての税金支払い 

 

ドル決済が浸透することでドルを持つ人が増加してい

る。現在、ベネズエラの税金支払いはボリバル建てで払

うことが義務付けられているが、２０２２年はドル建て

で税金を支払う仕組みができる可能性がある。 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月３０日～２２年１月４日報道          No.６９８   ２０２２年１月５日（水曜） 

5 / 7 

 

「金融業界 GDP△５％、４５０支店が閉鎖」                  

 

「金融労働者連合会（Fetrabanca）」のクラウディオ・リ

バス代表は、２０２１年の金融業界について前年比５～

１０％のマイナス成長とコメントした。 

 

２０２１年、多くの経済セクターで景気回復が見られた。 

 

しかし、金融当局がインフレを抑えるため、金融業界に

対して融資を抑えるよう規制をかけたため、銀行は思う

ような活動を出来なかった。 

 

その結果、金融業界の２０２１年の業績はマイナス成長

になるようだ。 

 

また、２０２１年の１年間で全国４５０の銀行支店が閉

鎖し、少なくとも３０，９２０人の雇用に影響を与えた

と述べた。 

 

社 会                        

「Conviasa 運行停止 ２００人超の移動に影響」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.697」で、ベネズエラの国

営航空会社「Conviasa」の国際線が止まっているとの記

事を紹介したが、Conviasa のオペレーション異常は年

末年始も続いた。 

 

チリのサンティアゴでは、年末にベネズエラに帰国しよ

うとした移動客の足に影響が出た。 

 

報道によると、１２月３０日に少なくとも２００名の乗

客がサンティアゴの Arturo Merino Benitez 空港で足止

めされた。Conviasa は１月２日に再調整をすると発表

したが、当日になって１月３日に再調整されたという。 

 

 

 

乗客は移動のために１９００ドルを支払っていたよう

で、返金を要求するクレームが起きているという。 

 

２０２２年１月１日～４日（土曜～火曜）              

政 治                       

「政権移行法案 第２セッション通過         

    ～グアイド政権の権限が制限される～」        

 

１月３日 野党国会は午前１１時に臨時国会を召集し

た。議題は「政権移行法」の改定について。 

 

既に第１セッションは承認されており、１月３日は第２

セッションを議論する。ここで承認され、グアイド議長

が署名すれば、新たな政権移行法が正式に発効する。 

 

当日、予定の時間（午前１１時）から大きく遅れて開始。 

 

最終的に「政権移行法」の改定案は承認され、第２セッ

ションを通過した。 

 

１月５日には新たな野党国会が始まるが、何とか政権移

行法の改定が間に合ったことになる。 

 

現在、政権移行法案は公開されていないが、関係者の証

言によると、グアイド暫定政権は２０２２年も続投する

ことが決まっている。 

 

ただし、グアイド議長の権限は縮小する。具体的には外

国資産を管理する人物の任命権がはく奪されたようだ。

また、支出状況について国会に毎月報告することも義務

付けられているという。また、外交官の任命権について

も制限が設けられたと報じられている。 

 

ただ、正確な内容は改定された「政権移行法」が公布さ

れるまで分からない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29771cba581541dff5596d2dc24424b3.pdf
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「Covid-１９沈静化 特別施設を閉鎖             

  ～１月以降も Covid-19 隔離緩和を継続～」           

 

１月４日 マドゥロ大統領は、１月以降も現在の隔離緩

和措置を継続すると発表した。 

 

ベネズエラは１週間毎に「隔離週」と「隔離緩和週」を

繰り返す「７＋７」という Covid-１９感染拡大防止策を

行っていたが、２１年１１月～１２月まで「隔離緩和週」

を継続することを決めていた。 

 

つまり、１月以降、再び「７＋７」が戻る可能性があっ

たが、この可能性が正式に否定されたことになる。 

 

現在、ベネズエラの Covid-１９感染者数は減少傾向に

ある。 

 

ここ数日、１日当たりの新規感染者数は１００～１５０

名程度になっており、以前と比べてかなり落ち着いた。

なお、マドゥロ大統領は９２％の国民がワクチン接種済

みと説明しているが、恐らく１回目接種の話なのではな

いか。 

 

新規感染者数が減少傾向にあることを受けて、デルシ

ー・ロドリゲス副大統領は、「ポリエドロ・デ・カラカ

ス」について、Covid-１９患者を受け入れるための特別

施設としての使用を停止すると発表した。 

 

「ポリエドロ・デ・カラカス」は、カラカスにある大型

イベント施設。国際見本市など大型イベントを行う際に

使用される会場だが、Covid-１９の感染拡大期に受け入

れ病院が不足したことを理由に、同施設を感染者受け入

れ施設として使用していた。 

 

 

 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

「FARC、ELN が衝突 国境の緊張高まる」         

 

１月２日 コロンビアとベネズエラの国境の町アラウ

カ（コロンビア側）で、「コロンビア革命軍（FARC）」

と「国民解放戦線（ELN）」の激しい衝突が始まった。 

 

１月４日時点の報道では少なくとも２４名が死亡。 

アラウカの住民２，０００人が避難したと報じられてい

る。 

 

FARC と ELN が衝突した理由は現時点では不明。 

コロンビア政府は、アラウカに軍隊を派遣。一連の衝突

についてマドゥロ政権の関与を訴えている。 

 

なお、１月１日にベネズエラのモナガス州でも FARCと

ELN が衝突を起こしている。 

銃撃戦は７時間以上続いたようで、少なくとも９名の死

亡が報じられている。 

 

アラウカで起きた衝突と関係があるのかは不明だが、新

年からゲリラ部隊の動きが活発になっているようだ。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１２月３０日～２２年１月４日報道          No.６９８   ２０２２年１月５日（水曜） 

7 / 7 

 

経 済                       

「コロンビア政府 Monomeros 要請を棄却       

  ～Monomeros を監視下に置くことを確認～」            

 

昨年９月 コロンビア法人監督局は、ベネズエラ国営石

油化学公社「ペキベン」がコロンビアに持つ子会社

「Monomeros」を監視下に置くと発表した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.649」） 

 

この発表を受けて、Monomeros 経営陣は、コロンビア

法人監督局の決定に異議を申し立てていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.656」）。 

 

１月４日 コロンビアの現地紙「El Tiempo」は、コロ

ンビア法人監督局が、この申し立てを棄却し、法人監督

局の管理下に置くことを改めて確認したと報じた。 

 

グアイド暫定政権に企業経営が移譲されてから、会社に

不審な動きが確認されている。特に現在 Monomeros の

社長を務めているギジェルモ・ロドリゲス・ラプレア氏

が不正に深く関与している可能性が高く、コロンビア当

局が捜査を進めているという。 

 

報道の内容は上記の通りだが、コロンビア政府が本当の

意味でMonomerosの内部問題を追及しようとしている

かは疑問だ。 

 

コロンビア政府とグアイド暫定政権（大衆意思党（VP））

は協力関係にある。グアイド暫定政権に不利になるよう

な情報をコロンビアが公表することは考えにくい。 

 

もし問題があったのであれば、グアイド暫定政権と調整

し、問題が大きくならない形で処理することになるだろ

う。 

 

 

 

なお、「El Tiempo」の記事に名前が挙がっているギジェ

ルモ・ロドリゲス・ラプレア氏は「行動民主党（AD）」

に近い人物。 

ラプレア氏と他の役員は「大衆意思党（VP）」に近い

Monomeros 社長だったカルメン・エリサ・エルナンデ

ス氏を辞任に追い込んで責任をエルナンデス氏にかぶ

せようとしている。 

 

しかし、実際のところ問題になっている汚職は

Monomeros 全体の問題であり、ラプレア氏もエルナン

デス氏も全員が共犯と考えるのが妥当。結局、誰に罪を

かぶせるかの政治ゲームをしているのが実態だろう。 

 

社 会                       

「チャカオ・サンビルで飛び降り自殺」            

 

１月３日 日本人駐在員もよく利用していたであろう

チャカオ市のショッピングセンター「サンビル」で飛び

降り自殺が起きた。 

 

報道によるとサンビル最上階から１７歳の男性が飛び

降りたという。病院に搬送されたが間もなく死亡が確認

された。精神科の Abel Saraiba 医師によると、２０２０

年から飛び降り自殺者が増加しているという。 

 

（写真）Monitoreamos 
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