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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領夫妻 クリスマスの訪れを祝福” 

 

 

２０２１年１２月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラでオミクロン株感染者を確認 

～感染者数は減少傾向 １日２００人台に～」 

「国会 最高裁判事の交代・減員を検討」 

経 済                     

「自動車団体 Cavenez 新生産相と協議」 

「スターバックス ベネズエラ事業関与を否定 

～Nestle も関与否定、知的所有権侵害の疑い～」 

「赤道ギニア ベネズエラとエネルギー協定」 

社 会                     

「２０２１年 カラカスで９１件の建物占拠」 

２０２１年１２月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「バドゥエル将軍息子 拷問で病院搬送か」 

「国際赤十字・OPS 冷凍コンテナ車６台を寄付」 

「マドゥロ大統領 エルドアン大統領と電話会談」 

経 済                    

「CENDAS-FVM １１月生活費は３９６ドル」 

「為替レートボリ高 並行と肯定レートが一致」 

「サトウキビ 生産可能容量のほぼ限界」 

社 会                    

「マドゥロ政権 クリスマス前に玩具を配給」 

「クリスマスイブ前日 大勢が町で買い物」 
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２０２１年１２月２２日（水曜）             

政 治                       

「ベネズエラでオミクロン株感染者を確認       

  ～感染者数は減少傾向 １日２００人台に～」       

 

１２月２２日 マドゥロ大統領は、ベネズエラで初めて

Covid-１９オミクロン株の感染者が確認されたと発表

した。パナマ、トルコ、ドミニカ共和国からベネズエラ

に到着した人々の中で７名の感染者が確認されたとい

う。 

 

１１月からベネズエラはCovid-１９感染拡大防止策「７

＋７」（１週間毎に隔離週と隔離緩和週を交互に繰り返

す対策）を緩和し、１２月末まで隔離緩和週を継続して

いる。 

 

ただし、マドゥロ政権が発表する Covid-１９感染者数

は減少傾向にあり、１２月２２日の１日当たりの新規感

染確認者数は２４８名（男性１１２名、女性１３６名）

だった。なお、１２月２１日は同２４１名。 

 

１０月は１日当たりの新規感染者数が１０００人前後

だったので、政府発表を信じるのであれば、沈静化の傾

向がみられる。 

 

 

これまでの Covid-１９感染者総数は４４万２，４３１

名。Covid-１９を理由とする死者は５，３０６名。 

現在も感染中の患者数は６，１６２名。 

 

 

 

うち軽微な症状の患者が３，２０２名。 

最も重篤な状況にある患者数は１０９名と発表されて

いる。 

 

 

（写真）ベネズエラ保健省（１２月２２日） 

 

オミクロン株の感染確認が理由か、１２月２３日にベネ

ズエラ政府はペルーから受け入れる予定だった人道支

援便（ベネズエラへの帰国を希望するペルー在住ベネズ

エラ人を帰国させる便）をキャンセルしている。 
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「国会 最高裁判事の交代・減員を検討」         

 

１２月２２日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は、

マイケル・モレノ最高裁判長から「最高裁組織法」改定

の提案を受けたと発表した。 

 

具体的な改定部分は同法第８条、「最高裁判事の人数」。 

 

現在、最高裁判所の判事は３２名だが、モレノ裁判長は

判事の人数を減らすことを提案しているという。 

 

人数が減るということは、これまでよりも判事１人 1 人

の権限が強くなることを意味している。 

 

ロドリゲス国会議長は、同提案について１２月３０日に

臨時国会を開いて議論すると発表している。 

 

また、この改定案が承認され次第、新たな最高裁判事の

選定作業を開始すると説明しており、判事交代も兼ねて

いることになる。 

 

この議論が発表されたということは、既に関係者内で調

整済みということだろう。 

 

経 済                        

「自動車団体 Cavenez 新国内生産相と協議」           

 

１２月２１日 ベネズエラの民間自動車組み立て会社

らにより構成される「ベネズエラ自動車商工会議所

（Cavenez）」の役員らは、Jose Gregorio Biomorgi 国内

生産相と自動車産業の促進策について協議を行った。 

 

国内生産相は、２１年８月にアレアサ前外相が就任した

が、バリナス州知事選に出馬することになったため、１

２月に後任として Biomorgi 国内生産相が就任したばか

り（「ベネズエラ・トゥデイ No.688」）。 

 

Biomorgi 国内生産相は、自身のツイッターで 

「Cavenez の代表らからベネズエラ国内の自動車組み

立て産業の現状と、将来的に同産業を促進する提案を受

けた。」と投稿している。 

 

 

（写真）Biomorgi 国内生産相ツイッター 

 

「スターバックス ベネズエラ事業関与を否定     

 ～Nestle も関与否定、知的所有権侵害の疑い～」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.693」「No.694」と紹介して

きた通り、スターバックスコーヒーがベネズエラへ参入

したとのニュースに注目が集まっている。 

 

報道によると、スターバックスと Nestle Venezuela の共

同プロジェクト「We Proudly Serve」の名前で、Nestle 

Venezuela が原材料やレシピなどを提供するスキーム

と報じられていたが、この情報は事実と異なるようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/149c3f11c41462179f7b65edbb2b1db8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
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１２月２２日 スターバックスコーヒーは 

「現在のところ、自社は We Proudly Serve Starbucks®

が提供するサービスと関係がない。このプログラムは

Nestle がディストリビューターとして活動している。」

と発表した。 

 

「現在のところ（en este momento）」という表現に引っ

掛かりはあるが、少なくともスターバックス自身は関係

を明確に否定している。 

 

そして、同日中に Nestle も同事業との関係を否定した。 

 

「Nestle がベネズエラで STARBUCKS®のブランド使

用に関与しているとの報道について、Nestle Venezuela

は本事業に一切関与していないことを対外的に発表す

る。」とした。 

 

この発表により、ラス・メルセデスにオープンしたとさ

れるスターバックスのコーヒーショップは知的財産権

の侵害をしているとの疑惑が報じられている。 

 

「赤道ギニア ベネズエラとエネルギー協定」         

 

１２月２２日 ベネズエラ政府とアフリカの赤道ギニ

ア政府は、エネルギー分野での支援を目的とした秘密保

持契約を交わした。 

 

マドゥロ政権の発表によると、タレク・エル・アイサミ

石油相と赤道ギニアの Gabriel Mbaa Obiang Lima 鉱物

炭化水素相が協定にサインしたという。 

 

赤道ギニアのことはよく知らなかったが、調べたところ

同国のテオドロ・オビアン・ンゲマ・ンバゾゴ大統領は

１９７９年に大統領に就任し、４２年間同国の大統領を

続けている。 

 

 

外務省のサイトによると、選挙は行われているが実質的

に与党 PDGE の独裁政権が続いているという。政治体

制としてはマドゥロ政権と似たような状況にあること

が想像される。 

 

社 会                        

「２０２１年 カラカスで９１件の建物占拠」           

 

「北カラカス自衛団体」のカルロス・フリオ・ロハス氏

は、２０２１年にカラカス市内で９１件の違法な建物占

拠が起きたと説明した。 

 

このうち２０％は公務員が事件に関与していたという。 

 

例えば、１週間前に「El Paraiso 地区」の Roblote とい

う建物で起きた住居占拠事件は、エリカ・ファリア前リ

ベルタドール市長と関係のある人物が起こしたもので、

武装勢力が建物占拠に協力していたという。 

 

また、本来であれば不法占拠は懲役１０年の刑に処され

なければいけないが、検察庁は建物を占拠したことで逮

捕された犯罪者らへの罰則をしていないと訴えた。 

 

ロハス氏は与党国会の William Gil 議員を通じて、検察

庁に対して、有罪判決を下すよう求める要請を行ったが、

他の国会議員がこの違法占拠に間接的に関与している

ようで、検察庁はアクションを起こしていないという。 

 

ロハス氏は、処罰が無ければ違法な建物占拠が減ること

はないと警鐘を鳴らした。 
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２０２１年１２月２３日（木曜）              

政 治                       

「バドゥエル将軍息子 拷問で病院搬送か」        

 

２０年５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon オ

ペレーション」に参加した罪で逮捕されたアドルフォ・

バドゥエル氏が病院に搬送されたと報じられている。 

 

病院に搬送された理由について公式な発表はないが、拷

問を受けたことが理由と報じられている。 

 

アドルフォ・バドゥエル氏は、ラウル・イサイアス・バ

ドゥエル元国防相（２００６～０８年）の息子。 

 

バドゥエル元国防相は、故チャベス大統領の盟友として

チャベス政権初期に活躍したが、次第に故チャベス大統

領との関係が悪化し、２００９年に汚職の罪により拘束

された。 

 

拘束から６年後の２０１５年、一度は自宅軟禁措置に移

行したが、クーデターを企てているとの理由で２０１７

年に再び刑務所に収監され、そのまま２１年１０月に亡

くなった（「ベネズエラ・トゥデイ No.664」）。 

 

死因は Covid-１９を理由とする呼吸困難と発表されて

いるが、彼の家族は数日前に面会をした際には Covid-

１９に感染した様子はなかったと訴えており、拷問死の

可能性を指摘している。 

 

今回、病院に搬送されたアドルフォ・バドゥエル氏は、

２０年５月に拘束された当時、自身がクーデターに参加

したと認めており、無実の罪で拘束されているわけでは

なさそうだ。 

 

 

 

 

また、「Gedeon オペレーション」の参加メンバーは、バ

ドゥエル元国防相の新派であったとも報じられており、

バドゥエル元国防相がクーデターを計画していたとの

指摘が事実の可能性は高い。 

 

そして、彼の家族が訴えるようにバドゥエル元国防相が

拷問で亡くなった可能性も十分に考えられるだろう。 

 

 

（写真）国防省 “２０年５月 拘束された時のアドル

フォ・バドゥエル氏” 

 

「国際赤十字・OPS 冷凍コンテナ車６台を寄付」           

 

マドゥロ政権のカルロス・アルバラード保健相は、「国

際赤十字」から２台の冷凍コンテナ貨物車の寄贈を受け

たと発表。 

 

加えて、「米州保険機構（OPS）」から４台の冷凍コンテ

ナ貨物車の寄贈を受けたと発表した。 

 

これらのコンテナは△１８～△２０度で Covid-１９ワ

クチンを保存することが出来るという。 

 

アルバラード保健相は、現在は、冷凍コンテナ貨物者を

持っている食料省や漁業省などの協力で Covid-１９ワ

クチンを運んでいるが、独立した貨物車で運搬すること

が可能になると説明した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f73d3d3252ecfb6d8baff54a997b4a6a.pdf
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（写真）ベネズエラ国営放送局（VTV） 

 

「マドゥロ大統領 エルドアン大統領と電話会談」         

 

マドゥロ大統領は、自身のツイッターで 

「トルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、２０２

２年に向けて両国の関係を一層強化させるための素晴

らしい意見交換を行った」 

と発表した。 

 

１２月に入りマドゥロ政権は、ベラルーシ、赤道ギニア、

ロシア、トルコなど政治的な方針が近い国の政府関係者

と相次いで会談し、来年に向けた経済関係強化を約束し

ている。 

 

特に今のベネズエラを支えているのはイラン。 

 

今年１０月、イランとベネズエラの両外相は、２０年単

位の包括的な協力協定について協議し、１２月中にマド

ゥロ大統領がイランを訪問し、包括協定を締結すると発

表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.667」）。 

 

当時の予定が順調に進んでいるのであれば、数日内にマ

ドゥロ大統領がイランに訪問するのかもしれない。 

 

 

経 済                       

「CENDAS-FVM １１月生活費は３９６ドル」            

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、１１月の基礎食糧費が

ドル建てで月額３９６．１９ドルだったと発表した。 

 

１０月の食糧費は、月額３８５．３７ドルだったので、

１０ドルほど上がったことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は月額 BsD.２４４．５９。 

先月比１４．８％増となった。 

 

ここ数カ月ボリバル建てのインフレ率は、比較的安定し

ているが、為替レートのボリバル通貨の価値が下がる勢

いが以前より緩やかになっているため、ドル建てで見る

とコストが上昇する傾向にある。 

 

なお、食料品の中でも特に物価上昇が激しかったのは 

・根菜類で先月比１５４％増 

・砂糖・食塩は同２８．９％増 

・ソース・マヨネーズが同２５．９％増 

となっている。 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de0a6e6bbb835b839bcc01f2dfdeda66.pdf
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「為替レートボリ高 並行と肯定レートがほぼ一致」         

 

１２月２３日 並行レートを公表する複数のウェブサ

イトの平均レートは１ドル BsD.４．５９だった。 

 

１１月末の並行レートは、１ドル BsD.４．８だったの

で、１２月に入りレートがボリバル高に推移しているこ

とになる。 

 

並行レートが下落した理由は、公式な為替レート（両替

テーブル）で、中央銀行が両替用外貨を大量に投入した

ため。中央銀行は１２月に入り５，５００万ドルを両替

市場に投入したという。 

 

なお、１２月２３日付の両替テーブルの平均為替レート

は１ドル BsD.４．５８で、並行レートの中央値とほぼ

一致している。 

 

 

（写真）並行レート参照サイト 

 

 

 

「サトウキビ 生産可能容量のほぼ限界」         

 

ポ ル ト ゥ ゲ サ 州 の さ と う き び 生 産 者 団 体

「Socaportugesa」の Wenceslao Rodriguez 副代表は、

２０２１～２２年期の同州さとうきび収穫について、１

４５万トンが収穫できるとの見通しを示した。 

同州の栽培能力は１５０万トンとしており、ほぼ最大の

収穫量が期待できるという。 

 

なお、ポルトゥゲサ州はベネズエラのさとうきび収穫量

の５０％を占めているという。 

 

問題は、トラクターを稼働させることが出来るかどうか。 

もし燃料が十分に確保できなければ、さとうきび農家は

生産物をダメにすることになると懸念を表明した。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 クリスマス前に玩具を配給」            

 

カトリック教徒の多いベネズエラでは、クリスマスは１

年で最も大切な日。クリスマスに満足な食事が食べられ

ない場合、国民が現政権に対して強い不満を覚えること

になる。 

 

２０１７年に、政府が配給するために輸入した豚肉や玩

具のベネズエラ到着がクリスマスに間に合わなかった

ことで国民が抗議行動を起こしたこともあった。 

 

１２月２３日 マドゥロ政権は、国民の不満を拡大させ

ないよう子供に玩具を配り、食料を配給するなどクリス

マス前のバラマキ活動を行った。 

 

２０１７～２０年のクリスマス前は生活苦などで国民

が荒れていたが、今年は比較的落ち着いた印象。抗議行

動もあまり報じられていない。 
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（写真）副大統領府 

 

「クリスマスイブ前日 大勢が町で買い物」         

 

前述の通り、今年のクリスマスはここ数年で最も活気が

あり、多くの人がクリスマスを前向きに迎えられそうな

雰囲気がある。 

 

以下はカラカスの Hoyada 地区の様子。Covid-１９下で

はあるが大勢の人で賑わっている。 

 

 

２０２２年のベネズエラ経済はプラス成長になるとの

見方を示す専門家が多く、来年は良い話が多く紹介でき

る年になることを期待したい。 

 

以上 
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