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（写真）アルゼンチン大統領府 “亜フェルナンデス大統領 近隣国にマドゥロ政権との国交回復を呼びかけ” 

 

 

２０２２年４月１８日（月曜） 

 

政 治                     

「亜・エクアドル マドゥロ政権を政府と認識 

～他国にも同様の認識を要請～」 

「アルゼンチン大統領の発言に批判殺到」 

「制裁緩和の陳情に批判殺到」 

経 済                     

「セマナサンタ 観光業は前年比６２％増」 

「IMF ベネズエラ GDP 成長率１．５％と予想」 

社 会                     

「TikTok でマドゥロ政権を非難し拘束」 

「コロンビア ベネズエラ人の８割は契約なし」 

２０２２年４月１９日（火曜） 

 

政 治                    

「コロンビアからの麻薬密売機を拘束」 

「グアイド暫定政権 制裁による移民増を否定」 

経 済                    

「バークレイズ 経済成長するが回復ではない」 

「キューバに１９万バレルの燃料オイル輸出？」 

「SENIAT レジスター価格の調査を実施」 

「マンゴー・パームオイル栽培 利益率が高い」 

社 会                    

「スリア州、バリナス州で洪水被害」 

「パスポート発行数 新設備調達で１０倍可？」 
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２０２２年４月１８日（月曜）             

政 治                       

「亜・エクアドル マドゥロ政権を政府と認識      

       ～他国にも同様の認識を要請～」       

 

アルゼンチンのフェルナンデス大統領とエクアドルの

ギジェルモ・ルッソ大統領は、共同で記者会見を実施。 

 

フェルナンデス大統領は、マドゥロ政権との外交関係回

復を発表し、他国も同様の対応を執るよう呼びかけた。 

 

「我々は（マドゥロ政権との外交関係回復に向けた）動

きを進めている。ラテンアメリカの全ての国に対して、

外交方針の見直しを呼びかける。 

 

ベネズエラの困難な時は過ぎた。国連の人権委員会はベ

ネズエラ政府と共同で活動を行っている。ベネズエラの

多くの問題は消えた。 

 

ベネズエラを完全に平穏な状態にするために対話を促

進する時が来た。我々の支援がなくてはこの目的を達成

することは出来ない。 

 

ベネズエラの問題が回復すれば、隣国に移住しているベ

ネズエラ国民も自国に戻るだろう。 

 

私は「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）」

を通じて、この問題について議論することを望んでいる。 

 

この提案について、賛同をし、同席してくれているルッ

ソ大統領に感謝の意を表明する。」と主張した。 

 

本件について、エクアドルのギジェルモ・ルッソ大統領

は議論を行うことは支持したものの、自国がマドゥロ政

権をベネズエラ政府と認識するかどうかははっきり言

及しなかった。 

「私はこの提案の場にともに立つことができることに

満足している。ラテンアメリカ・カリブ海諸国がこのテ

ーマについて議論することに賛同している。 

ベネズエラについては良く分析し、考慮するべきだ。し

かし現時点では決断をする準備はできていない」との見

解を示した。 

 

なお、CELAC というのは米州のうち米国・カナダを除

く３３カ国で構成される国際共同組織である。 

 

米州の国際組織というと「米州機構（OAS）」がよく登

場するが、OAS はアルマグロ氏が事務局長に就任して

から米国の意向を代弁する組織になったと非難されて

いる。 

 

米国の影響力を好まないメキシコ・アルゼンチンなどの

国は OAS に代わる米州の国際組織として CELAC の権

威拡大を望んでいる。 

今回の呼びかけについても米国の影響力を避けるため、

CELAC での議論を呼びかけたものと思われる。 

 

 

（写真）アルベルト・フェルナンデス大統領 
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「アルゼンチン大統領の発言に批判殺到」         

 

アルゼンチンのフェルナンデス大統領の発言をうけて、

多くの政治関係者がフェルナンデス大統領の発言を非

難している。 

 

グアイド議長はフェルナンデス大統領の発言について 

「もしベネズエラを救いたいのであれば、自由で公平な

選挙、欧州連合が提案した条件を求めるべきだ。 

 

国連や国際刑事裁判所が示しているように人権侵害被

害者のために正義を求めるべきだ。 

 

独裁であることを否定することはベネズエラを支援す

ることにならない。 

 

ベネズエラはアルゼンチンや他国と良い関係を築くこ

とを望んでいる。それは民主主義下でのみ可能である。 

 

独裁者と交渉をしたがる姿勢は数百万人のベネズエラ

被災者を再び犠牲にすることを意味する。」との見解を

示した。 

 

他、米国のマルコ・ルビオ上院議員はツイッターで 

「アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデスはクレム

リン（ロシア）が我々の地域に影響を与えることを歓迎

し、非合法な麻薬独裁マドゥロ政権を認識している。 

 

この軽率な外交方針は米国の国家安全保障にとって直

接的な脅威になる。」 

と投稿した。 

 

他にもマドゥロ政権と強く対峙する多くの政治関係者

からフェルナンデス大統領に対する批判が殺到してい

る。 

 

 

「制裁緩和の陳情に批判殺到」                  

 

「ウィークリーレポート No.248」で紹介した通り、経

済界・学術界などの関係者２５名がバイデン政権に対し

て経済制裁の緩和を求める陳情書を送った。 

 

本件について、政治的に許容できないグループが非難の

声を上げている。 

 

「第一正義党（PJ）」のアルフォンソ・マルキナ氏は、

彼らの陳情書について 

「彼らは夢遊病で一部の記憶しかない。 

民主的な国々が科した人権を侵害する抑圧的なマドゥ

ロ政権への制裁を緩和するよう求める陳情書に署名し

た人の気が知れない。 

 

彼らは制裁が結果であり、ベネズエラの問題の原因では

ないことを忘れたようだ。」と非難した。 

 

他にもベネズエラ「アンドレス・ベジョ・カトリック大

学」のBenigno Alarcon教授も同陳情書に疑問を呈した。 

 

「複数の人が米国大統領に対して制裁緩和を求める陳

情書を送ったことを遺憾に感じている。 

 

また、この陳情書ではベネズエラ国民の１０％しか制裁

を支持しておらず、７５％は制裁を拒絶しているとの嘘

が書かれている。 

 

このような疑問のある陳情書をハイレベル関係者に送

る意図はなんだ。彼らの政治的な利害はなんだ。この陳

情書にサインした人々の考えは理解できない。しかし、

この動きには何らかの裏がある。」 

との見解を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4fe7ac5dadaa59b5038f2a5caa42d2cb.pdf
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経 済                        

「セマナサンタ 観光業は前年比６２％増」           

 

４月１８日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、セマナ

サンタの観光について、２５０万人超が旅行を楽しんだ

と発表した。 

 

観光が盛んな地域の宿泊施設の予約率は９０％になり、

ロスロスケスはほぼ満室になったと言及。 

 

また、２０２２年のセマナサンタの観光収益は２０２０

年と比べて９４％増で、２０２１年と比べて６２％増だ

ったと説明した。 

 

他、セマナサンタは魚料理を食べるのが一般的だが、そ

のための魚１２７５トンを政府が公的市場、国営スーパ

ーなどを通じて販売したと述べた。 

 

「IMF ベネズエラ GDP 成長率１．５％と予想」                  

 

「国際通貨基金（IMF）」は、２０２２年のベネズエラの

GDP 成長率について、前年比１．５％増との予想を公

表した。なお、２３年も１．５％のプラス成長を維持す

るとの見通しを示している。 

 

また、２２年のインフレ率については５００％と２０２

１年の１，５８８．５％より落ち着くとの見通しを示し

た。 

 

社 会                        

「TikTok でマドゥロ政権を非難し拘束」           

 

４月１８日 ソーシャルメディア「TikTok」で、マドゥ

ロ政権の政府高官を侮辱する動画を公開したオルガ・マ

タ氏（７２歳）が、「嫌悪流布」の容疑で拘束された。 

 

報道によると、この動画はマタ氏と息子の Florencio Gil

氏が作成したものだという。 

 

動画は女性が料理を作っているもので、 

「アレパに何が入っているのか？」と聞かれ、「タレク・

ウィリアム・サアブ（検事総長）が入った卵、ウゴ・チ

ャベス（元大統領）を詰めたソーセージ、アスパラとイ

リス・バレラ（刑務所相）の粉、未亡人のシリア・フロ

ース。」と答え、「フローレスは未亡人じゃないよ」と言

われ「でも、みんな望んでるわ」と回答する内容。 

 

よくありがちなベネズエラのブラックジョークだが、こ

のくらいのジョークで拘束されたことで大きな話題に

なっている。また、ワシントンポストが本件を報じたこ

とで話題が拡散されている印象だ。 

本件について、メディアは「表現の自由の侵害」とマド

ゥロ政権の姿勢を非難している。 

 

（写真）Espacio Publico 
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「コロンビア ベネズエラ人の８割は契約なし」                  

 

現在、多くのベネズエラ人がコロンビアに移住している。 

 

「国家統計管理部（Dane）」は、２０２１年１２月７日

～２２年２月２４日にかけて、６，７４４名のベネズエ

ラ移民を対象に行ったアンケート調査の結果を公表。 

 

この調査によると、回答者の８０．８％は正式な契約書

を交わした上で雇用契約を交わしておらず、ほとんどが

雇い主との口約束による契約だという。 

 

また、ベネズエラ移民の７７．９％はコロンビアの定め

る１週間の法定労働時間を超えた労働をしているとい

う。 

 

２０２２年４月１９日（火曜）              

政 治                       

「コロンビアからの麻薬密売機を拘束」        

 

４月１９日 「ベネズエラ国軍（FANB）」はコロンビア

の麻薬密売組織が搭乗していた飛行機を「無力化した」

と発表した。 

 

FANB の発表によると、２機の飛行機はベネズエラの航

空法で定められた事前の許可や身分コードを通知する

ことなく、ベネズエラ上空を飛んでいたという。 

 

この状況を受けて FANB は２機の飛行機を「無力化

（Neutralizar）」したという。 

 

この「無力化」の意味は曖昧で攻撃したのか、捕まえた

のかはっきりとしたことは不明となっている。また、

FANB は、コロンビアと国境を接するアプレ州で１２の

爆発物と、爆弾を作るために必要な１トン近い化学物質

を押収したと発表している。 

 

FANB は、「コロンビアに潜伏するテロリストがベネズ

エラを攻撃するためにこれらの危険物を保有していた」

と主張しているが、具体的なテロ組織の名前などは明ら

かにされていない。 

 

「グアイド暫定政権 制裁による移民増を否定」           

 

グアイド暫定政権で「米州機構（OAS）」の難民問題を

担当しているダビッド・スモランスキ―氏は、米国の経

済制裁がベネズエラ移民を増加させているとの指摘を

否定した。 

 

「私は米州機構のワーキングループと共にベネズエラ

の移民問題に関わり７００人以上の移民と話し、１２以

上の発表を行ってきた。 

 

しかし、これらの調査の中で制裁が移民を引き起こした

原因との指摘は確認されていない。 

 

６１０万人のベネズエラ人がベネズエラから脱出した

理由は何だろうか？ 

 

１つ目の理由は、複雑な人権緊急事態。９３０万人のベ

ネズエラ人が食料不安に苦しんでいる。２つ目の理由は

組織的な人権侵害。軍の特別部隊は２万人近いベネズエ

ラ人を法外の手段で処罰してきた。」と訴えた。 

 

以下は筆者の認識だが、食料危機が起きたのは経済が急

激に低迷したからであり、その食糧危機を起こした大き

な原因は外貨収入源の９割を担っていた石油産業を止

め、外貨収入源を断った経済制裁だろう。 

 

チャベス政権当時から強権的な問題は存在していたが、

移民は増えていなかった。つまり、移民増の要因は経済

問題であり、経済問題を引き起こした大きな原因は経済

制裁であることは否定できない事実と言える。 
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経 済                       

「バークレイズ 経済成長するが回復ではない」            

 

４月１９日 バークレイズ銀行は、ベネズエラに関する

レポートを公表。 

 

「ベネズエラ経済は統計的にプラス成長をするが、回復

ではない。」と指摘した。 

 

ベネズエラは８０％の経済規模が縮小した。 

仮に毎年、１０％のプラス成長が続いたとしても PIB が

元の水準に戻るまでには１７年がかかるとした。 

 

また、「米国政府は石油産業に対する制裁を緩和する可

能性がある」と指摘。 

ただし、「石油産業については制裁を緩和する可能性が

あるが、金融制裁については議論に含まれておらず、石

油産業以外の制裁は維持するだろう。」 

との見解を示した。 

 

「キューバに１９万バレルの燃料オイルを輸出？」         

 

「ロイター通信」は、PDVSA がキューバに１９万バレ

ルの燃料オイルを輸出しようとしていると報じた。 

 

同情報は PDVSA 内部資料に書かれていた内容のよう

で、キューバの燃料不足、電力問題を支援するためだと

いう。 

 

キューバは昨年９月以降、ベネズエラから燃料オイルを

輸入できておらず、外国から極めて高い値段で購入して

いたという。 

 

他、ロイター通信が確認した内部資料によると、PDVSA

は２２年１月に飛行機用のジェット燃料や自動車用ガ

ソリンなどをキューバに送ったという。 

 

現在、ベネズエラ国内の製油所は比較的順調に稼働して

いるようで、直近では日量２３万バレルを精製している

という。 

 

同国の製油所の最大稼働量は日量１３０万バレルなの

で、フル稼働には程遠いが、一時期は日量１０万バレル

も超えなかったことをふまえればだいぶ増えたと言え

そうだ。 

 

「SENIAT レジスター価格の査察を実施」         

 

３月２８日からベネズエラで大規模金融取引税が改定

され、外貨建て取引およびデジタル通貨建て取引（ペト

ロ除く）に一律３％の税金がかかるようになった。 

 

これに伴い店側はレジスターを更新する必要に迫られ

ている。ただし、レジスターの価格は４００～１０００

ドルほどかかるという。 

 

「徴税庁（SENIAT）」はこのレジスターの価格を調査す

るため、４月２２日まで国内のレジスター販売業者を査

察すると発表。 

 

アクセス可能な価格にするよう必要に応じて行政指導

を行うと発表した。 

 

「マンゴー・パームオイルの利益率が高い」         

 

「カラカス証券監督局（SUNAVAL）」によると、２０２

１年、ベネズエラでは総額５，２３３億ボリバルの手形

が発行されたという。 

 

分野としては、農業関係の手形発行が最も多く、農業分

野で１，４８４万ボリバル（発行総額の２８．４％）の

手形が発行されたという。 
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２０２２年１～２月の２カ月の間に農業分野は２４０

万ボリバルの手形を発行しており、これは同期間の手形

発行総額の２９．７％に相当するという。 

 

農業分野の証券発行を行っている「Finagro」のアレク

シス・ムヒカ氏によると、最も利益を狙える商品は、マ

ンゴーだという。他、パームオイルなどの収益率も高く、

３０％の利益を狙えるという。 

 

なお、「政府による妨害はあるか？」との質問について、

「妨害も支援もない」と言及。特に政府が活動に影響を

与えることはなく、農業投資会社としての活動を純粋に

行っていると回答した。 

 

社 会                       

「バリナス州・スリア州で洪水」            

 

４月１９日 ベネズエラで大雨が降り、スリア州・バリ

ナス州など一部地域で洪水被害が出ている。 

 

下の写真はスリア州 Ojeda 市のもの。道路が完全に水

につかっている。大雨に加えて、排水施設のメンテナン

ス不足が原因とされている。 

 

 

（写真）maduradas “スリア州洪水の様子” 

 

 

下の写真はバリナス州の様子。 

バリナス州ではサントドミンゴ河が氾濫し、サンタイネ

ス地区などで家が浸水する被害が出たという。 

 

 

（写真）@webnotitarde “バリナス州洪水の様子” 

 

「パスポート発行数 新設備調達で１０倍可？」         

 

パスポートを発行している「出入国管理局（SAIME）」

のグスタボ・ビスカイノ局長は、パスポートを発行する

ための最新機材を調達したと発表。 

 

これにより１日２．５万件のパスポートが発行できるよ

うになるとした。 

 

ビスカイノ局長によると、これまでのパスポート発行数

は１日２７００～３０００件だったようなので、１０倍

近く発行できることになる。 

 

ベネズエラでは深刻なパスポート発行の遅延が生じて

おり、パスポートの有効期限が切れたまま外国に留まっ

ている人も少なくないが、今回の設備購入でパスポート

不足が改善する可能性もある。 

 

以上 


