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（写真）ロシア大統領府 “ロシア ウクライナへの軍事侵攻を決定” 

 

 

２０２２年２月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「PJ ２０２４年の大統領選に向けた提案を公表 

～大統領選の統一候補選定の選挙実施求める～」 

「元 VP 幹部 現在の VP を痛烈に非難」 

「サマーク・ロペス氏汚職取引 証拠確認できず」 

「ベネズエラの Covid-１９感染 収束傾向に」 

経 済                     

「ベネズエラタンカー 輸送中に故障か」 

「ミランダ州 租税単位を改定」 

社 会                     

「ベネズエラでカーニバル始まる」 

２０２２年２月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「ロシア ウクライナへ侵攻 

～少なくとも１３７名死亡、３１６名負傷～」 

「米国政府 ロシアに７つの制裁を発動 

～G７諸国にも制裁強化を求める～」 

「ラ米諸国 ウクライナ侵攻に対する反応」 

経 済                    

「米国 天然ガス輸出の拡大に向けて準備」 

「ウクライナ侵攻 原油・暗号資産などに影響」 

社 会                    

「２年ぶりにブラジルとの国境移動が再開」 
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２０２２年２月２３日（水曜）             

政 治                       

「PJ ２０２４年の大統領選に向けた提案を公表    

 ～大統領選の統一候補選定の選挙実施求める～」       

 

２月２２日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」は、

２０２４年の大統領選に向けた党の指針を公表した。 

 

声明を発表したのは、２０１５年の国会議員選で当選し

たファン・ミゲル・マシュー氏。 

 

マシュー氏が発表した PJ の方針は主に６つ。 

 

・主要野党内で２０２４年の大統領選実施を最も強く

求める政党になる。 

・２０２４年の大統領選が真の意味で民主的な選挙に

なるよう国内外に働きかける。 

・国民が自由に意思を表現できる条件を作るため、独裁

政権と引き続き対峙する。 

・PSUV の大統領選候補と対峙できるよう、野党内で予

備選を実施するよう提案する。 

・大統領予備選に関する合意と我々が求める選挙規則

について、近いうちに公表する。 

・政党だけではなく、ベネズエラ社会全体を含む新たな

連合を組織する。 

 

また、先日欧米ら１９カ国がマドゥロ政権に対して要請

した「与野党協議の再開」について支持を表明。 

 

与野党協議での対話を通じて２０２４年の大統領選の

条件を整えることに注力するとのスタンスを示した。 

 

率直に言って、今回の PJ の提案は、現在のグアイド暫

定政権のスタンスとほとんど変わらず、違いが分からな

い。 

 

「ベネズエラ国民全体を含む新たな連合を組織する」と

いう発言も使い古されており、これまで何度も失敗して

きた。 

 

「ベネズエラ国民全体を含む新たな連合を組織する」

「マドゥロ政権に公平な選挙条件を求める」ためには主

要野党がこれまで犯してきた間違い（政権交代だけに腐

心し、国民生活を顧みず経済制裁を行ったこと、正義と

人道を掲げながら自身の行動は決して潔白なものでは

なかったこと）を認め、反省し、国民に謝罪し、同じ間

違いを繰り返さないと誓うことが重要だが、その間違い

を認めることは主要野党を崩壊させることにもなりか

ねない大きな賭けと言える。 

 

経済制裁に対して否定的な見解を持つエンリケ・カプリ

レス氏をリーダーとする PJ は、主要野党４党の中で、

過去の方針の誤りを認める可能性が最も高い政党だが、

そのハードルは極めて高いだろう。 

 

 

（写真）VPITV 
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「元 VP 幹部 現在の VP を痛烈に非難」         

 

グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」の元幹部

で、２０１５年の国会議員選に当選していたイスマエ

ル・レオン氏（現在は VP を離党している）は、現在の

VP の運営を痛烈に非難した。 

 

レオン氏は「現在のVPは犯罪者でいっぱいだ」と指摘。 

VP のレオポルド・ロペス党首について「独裁者のヒト

ラー」と表現した。 

 

レオン氏によると、VP 内ではレオポルド・ロペス党首

の命令に従わない者は排除されるという。自身はロペス

党首の方針に異議を唱え、事実上除名させられたと指摘。 

 

また２１年１１月の全国州知事選でバリナス州知事選

の野党統一候補になったフレディ・スペルラノ氏につい

て「スペルラノが腐敗した犯罪者であることは誰もが知

っていた。それでもロペスが支持すれば全員が黙らなけ

ればいけない」との見解を示した。 

 

フレディ・スペルラノ氏は、米国政府が汚職犯として逮

捕したアレックス・サアブ氏と関係が近く、CLAP 取引

に関与していたカルロス・リスカノ氏を擁護するための

活動に関わったとの疑惑がある（「ウィークリーレポー

ト No.126」）。 

 

リスカノ氏の擁護に関わったとされる人物の多くは、現

在主要野党が「マドゥロ政権の手先」と非難している穏

健野党に鞍替えしたが、スペルラノ氏はそのまま VP に

残留していた。他にも１９年２月に行われた人道支援イ

ベントで支援金の不正利用などの疑惑もある。 

 

不審な指摘を多く受ける人物だが、ロペス党首と関係が

近く、VP 創設者の一人でもあることから現在も VP で

重要なポジションを維持している。 

 

なお、２月１９日には１００名超の VP 党員が VP から

の離党を宣言していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.718」）。 

 

当時、離党を宣言したハビエル・ゴンサレス氏（カラカ

ス首都区 VP 統括）も「改革の求めは尊重されず、無視

され、隔離された」とレオン氏と似たような発言をして

いた。 

 

「サマーク・ロペス氏汚職取引 証拠確認できず」                  

 

AP 通信のジョシュア・グッドマン記者は、米国財務省

がベネズエラ人企業家サマーク・ロペス氏を汚職犯とし

て裁判所へ訴えるために提出したとされる資料を公表。 

 

その資料は３３ページにわたるものだが、その半分は一

般で公開されているニュース記事のクリッピングであ

り、証拠と言える情報は確認できないと訴えた。 

 

ロペス氏は、タレク・エル・アイサミ石油相に協力した

テスタフェロ（政府高官の蓄財に協力する人物の総称）

とされており、汚職関与を理由に制裁を受けている。 

 

 

（写真）Joshua Goodms 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
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なお、ロペス氏はアイサミ氏が関与するベネズエラ石油

産業での汚職を理由に制裁を受けたが、米国政府は

FARC との関与も指摘しており、FARC 被害者への賠償

金支払いでロペス氏の資金を充てようとしている。 

 

ベネズエラ石油産業の汚職で得た資金はベネズエラ国

民の資金であり、FARC 被害者への賠償金は本来コロン

ビアが支払うべきものだろう。 

 

「ベネズエラの Covid-１９感染 収束傾向に」         

 

２０２２年に入り一時、１日あたりの Covid-１９新規

感染確認者数が１５００人前後を推移していたが、今週

に入り新規感染確認者数が減少傾向にある。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９対策長）の

発表によると、２月２２日の Covid-１９新規感染確認

者数は３９４名。２３日は同３９１名と５００名を下回

るようになってきている。 

 

２月２３日の感染者について、州別で最も多いのはスリ

ア州で１３８名。次いでアラグア州が４２名、トゥルヒ

ージョ州が３３名。カラカスは１８名と少なくなってい

る。 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

 

経 済                        

「ベネズエラタンカー 輸送中に故障」           

 

「ロイター通信」は、米国に制裁を受けているベネズエ

ラのタンカーが１月から故障が原因で止まっていると

報じた。 

 

故障が報じられたのはベネズエラの VLCC「Maximo 

Gorki」。１１月にベネズエラを出港し、アジア（具体的

な仕向け先は不明）に向かっていたが、技術的な問題で

海上にとまっているという。 

 

PDVSA は別の船舶を送り、海上で貨物を入れ替えるよ

う試みたが、２度失敗。 

 

PDVSA 関係者の証言によると、PDV Marina は、乗組

員を交代させるため中国にチームを派遣しなければな

らなかったという。 

 

米国のイラン核問題対策チームの Claire Jungman 氏に

よると、米国はイランの原油取引に関する動きをモニタ

リングしており、Maximo Gorki の原油はシンガポール

海域で２月１９日に Dream Vision というタンカーに移

し替えられたという。 

 

「ミランダ州 租税単位を改定」                  

 

ミランダ州政府は、同州で適用する租税単位（UT）を

BsD.５．１３に改定すると発表。これまでの１UTBsD.

０．６４だったので、８倍になったことを意味する。 

 

UT は行政サービスを利用する際に適用される単位。 

 

例えば、ミランダ州で不動産登記をする際の手数料は３

０UT と設定されている。 
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これまでは BsD.１９．２（約４ドル）だったが、今後

は BsD.１５３．９(約３３ドル)になる。 

 

 

（写真）租税管理局（SATMIR） 

 

社 会                        

「ベネズエラでカーニバル始まる」           

 

２月２８日～３月１日は「カーニバル（謝肉祭）」でベ

ネズエラでは国民の祝日となる。 

 

ただ、実際のところ既にカーニバルは始まっており、２

月２８日を待たずして多くのカーニバルイベントが始

まっている。 

 

現在カラカスでは「Caracas Felis Carnaval ２０２２」

という催しが始まっており、カラカス首都区長のカルメ

ン・メレンデス氏が同イベントの開会式に出席した。 

 

 

 

 

 

（写真）カルメン・メレンデス・カラカス首都区長 

 

２０２２年２月２４日（木曜）              

政 治                       

「ロシア ウクライナへ侵攻             

 ～少なくとも１３７名死亡、３１６名負傷～」        

 

２月２３日 ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ東

部ドンバス地方への軍事作戦を決行すると発表した。 

 

ロシアはベネズエラと親密な関係にある。 

米国との緊張が高まった場合、ベネズエラが米国への攻

撃拠点になるとの指摘もあり、実際にベネズエラには多

くのロシア兵が派遣されている。 

 

経済面では、一時期ほどの親密さはないが、現在も米国

の制裁回避に間接的に協力をしているとされており、今

回の一件はベネズエラ経済にもある程度、影響すると考

えられている。 
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ロシアはウクライナに侵攻。しかも軍事作戦はウクライ

ナの首都Kievを含む、Jarkov、Odessa、Dnipropetrovsk、

Mariupol などウクライナ都市の軍事施設なども対象に

されていると報じられている。 

 

ウクライナのゼレンスキー大統領の発表によると、この

攻撃により少なくとも１３７名が死亡、３１６名が負傷

したという。 

 

なお、ロシアがウクライナに侵攻した理由は主に２点。 

 

１つ目は、ウクライナ東部ドンバス地方を拠点とする親

ロシア派の分離グループの独立を支援するため。 

２つ目は、「北太平洋条約機構（NATO）」の拡大を防ぐ

ため。 

 

１つ目の理由は建前で、本音は２つ目にあるのではない

か。 

 

ウクライナは元々、旧ソ連から独立した国で、欧州とロ

シアに挟まれた欧州地域の国家安全保障上、重要な場所

にある。 

 

この地域（東欧）は親ロシア派と反ロシア派（親 EU 派）

に分かれており、両グループが激しい綱引きを行ってい

るが、親 EU グループが勢力を拡大しており、東欧地域

でのロシアの勢力が縮小している。 

 

特にウクライナは黒海に面しており、ロシアの海上通路

としても重要な国で、これ以上欧州勢力を拡大させるこ

とを許容できず、ロシアが実力行使に出たのではないだ

ろうか。 

 

なお、プーチン大統領は、ウクライナを侵略する意図は

ないが、非武装化させたいと述べている。 

 

 

 

「米国政府 ロシアに７つの制裁を発動         

    ～G７諸国にも制裁強化を求める～」           

 

ロシアのウクライナ侵攻について、欧米はロシアを強く

非難している。 

 

２月２４日 米国のバイデン政権はロシアに対して追

加制裁を発動すると発表した。 

 

ベネズエラ経済メディア「Bancaynegocios」によると、

バイデン大統領が発動した制裁は以下の通り。 

 

１．ハイテク製品などロシアへの輸出を制限 

２．ドル、円、ポンド、ユーロ建ての債券発行禁止 

３．米国にあるロシア主要５銀行の資金凍結 

４．ロシア国営企業は米ドル・ユーロ建て融資を禁止 

５．ロシア政府高官・企業家の個人制裁 

６．ロシアと対峙する NATO 防衛グループの協力強化 

 

上記の制裁の一部（ユーロ建て債券発行の禁止など）は、

米国政府が決められるものではないと思われるため、欧

州や他の国が別途制裁を発動するのだろう。 

 

なお、欧州の反対もあり、ロシアに対する SWIFT（国

際銀行間通信協会）の国際決済システムへのアクセスは

遮断しなかったという。 

 

他、バイデン大統領は、欧州、英国、日本などの政府リ

ーダーと協議し、ウクライナ問題に対する各国の方針が

一致していることを確認。ロシアに対する世界的な経済

包囲網を強化するとの方針を示した。 

 

上記の制裁は、現在ベネズエラが米国から受けている制

裁よりも厳しくない印象だが、ベネズエラの場合、経済

制裁を科しているのは米国だけだった。 
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しかし、今回は欧州や日本など他の国も歩調がある程度

合っている印象で、経済制裁はより広範囲に及びそうだ。 

 

「ラ米諸国 ウクライナ侵攻に対する反応」         

 

ロシアのウクライナ侵攻について、基本的にラテンアメ

リカ諸国は、ロシアの軍事行動について批判的な見解を

示している。 

 

以下、各国外務省や政府高官によるウクライナ侵攻に対

する声明、コメントの要約。 

 

メキシコのロペス・オブラドール大統領は、武力を使用

することなく、対話で解決する道を探るよう要請した。 

 

ブラジルは、ロシアの軍事侵攻に懸念を表明。ロシアに

対して即座に脅迫的な行動を停止するよう求めた。 

 

アルゼンチンは、武力の使用を拒絶。ロシアに対してウ

クライナへの軍事侵攻を停止するよう求め、国連に対し

て紛争解決のための行動を求めた。 

 

コロンビアは、「正当化できないロシアによるウクライ

ナ国民への攻撃」と指摘。ロシアの行動について、国家

主権の原則を脅かすだけではなく、世界平和に脅威を与

える行動と非難した。 

 

チリも「ロシアによるウクライナへの武力攻撃を非難す

る」との声明を発表。国際法を逸脱しており、国際的な

安全と平和を脅かしていると非難。無実の人の生命を奪

おうとしていると訴えた。 

 

エクアドルは、武力の使用を拒絶するとの声明を発表。

国連の国家安全保障理事会が問題に対応することを支

持すると表明した。 

 

 

ペルー外相は、武力の使用を拒絶。現在の状況に強い懸

念を示すと発表した。 

 

ウルグアイも、武力の使用を拒絶するとの声明を発表。 

外交的な協議と政治的な合意による問題解決を求める

との姿勢を示した。 

 

逆にロシアの行動を支持したのはニカラグア、キューバ、

ベネズエラ。 

 

ニカラグアのオルテガ大統領は、プーチン大統領の決定

への支持を表明。ウクライナ東部の独立を支持した。 

 

キューバのカネル国家評議会議長も、ロシアに連帯を示

すと発表。制裁と NATO の国境拡大が今回の問題の発

端であるとの見解を示した。 

 

ベネズエラのマドゥロ大統領は、ウクライナ侵攻につい

ては明言しなかったものの、ロシアによるウクライナ侵

攻の発表後に「プーチン大統領を支持する」との見解を

表明した。 

 

なお、マドゥロ政権はロシアが支援しているウクライナ

分離派の独立を支持しにくい状況にあると報じられて

いる。 

 

マドゥロ政権は野党を抑えており、分離派の独立を支持

することは現在、マドゥロ政権が採っている政治方針と

矛盾していると指摘されている。 
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経 済                       

「米国 天然ガス輸出の拡大に向けて準備」            

 

スペイン経済メディア「El Economista」は、米国は天然

ガス輸出を拡大するための活動を加速させていると報

じた。 

 

現在、EU は原油・天然ガスなどエネルギーの供給をロ

シアから受けており、ロシアとの政治的な緊張によりエ

ネルギー供給が止まった場合、大きな打撃を受けること

になる。 

 

この不足分を米国が賄うことを検討しているようだ。 

 

「Gasindustrial」のデータによると、仮に天然ガスを米

国からスペインに輸出すると、天然ガスの調達コストは

ロシアから調達するよりも４０％上がるという。 

 

これにより１メガワット（MWh）当たりの発電コスト

が、３８．４２ドルから５３．８８ドルに上がるという。 

 

「ウクライナ侵攻 原油・暗号資産などに影響」         

 

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、将来的な供給不安を

予見してか資源価格が上昇している。 

 

２月２４日、ブレント価格は一時１バレル１０４ドルま

で上昇。最終的に１バレル９９．０８ドルで引けた。 

 

また、WTI も一時は１００ドルに触れるまで上昇した

が、最終的に１バレル９２．８１ドルで引けた。 

 

政治的な緊張により資源価格は今後も高止まりすると

理解されており、専門家の中には１バレル１２０ドルに

達するとの見通しを示す者もいる。 

 

 

ロシアのウクライナ侵攻はベネズエラ経済にマイナス

の影響を与える面はあるだろうが、基本的には原油価格

の高止まりを受けて経済的にはプラスの影響を与える

面が強い印象を受けている。 

 

一方、株式市場は大きく下落。また、暗号資産（デジタ

ル通貨）も大きく下落した。 

 

また、安全資産とされる GOLD に買いが集まり、一時

は１オンス１，９７４．３５ドルと２０２１年１月以来

の高値まで上昇した。 

 

社 会                       

「２年ぶりにブラジルとの国境移動が再開」            

 

２月２４日 ベネズエラ・ボリバル州グランサバナ市の

Manuel Vallez 市長は、ベネズエラとブラジルをつなぐ

サンタエレナ・デ・ウアイレンの国境を解放すると発表

した。 

 

Valle 市長によると、今回の国境解放はボリバル州のア

ンヘル・マルカノ州知事も承認しているという。 

 

Covid-１９感染拡大防止を理由に両国の国境は２年前

から閉鎖されていた。 

 

なお、国境を通過する際はワクチン接種証明書の提示が

必要になるという。 

 

以上 

 


