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（写真）Shutterstock “ボルトン元大統領補佐犯 ベネズエラでのクーデターへの間接的な関与を告白” 

 

 

２０２２年７月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「ボルトン元大統領補佐官 

～ベネズエラのクーデター計画を支援～」 

「マドゥロ政権 学校に担当軍人を配置」 

経 済                     

「カカオ製品の輸出に免税措置」 

「ベネズエラ 輸入車は年間５０００台」 

「Zoom ベネズエラ向け送金額は平均１５７ドル」 

「２２年前期の経済成長率は２桁？」 

社 会                     

「ボゴタの殺人事件にベネズエラギャング関与？」 

２０２２年７月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「Datanalisis 政権交代の可能性は極めて低い」 

「イバン・マルケス カラカス病院で療養中？」 

経 済                    

「主要野党 CITGO 役員交代で内部闘争？ 

～任命権はグアイド政権から特別組織に～」 

「Latam Colombia ベネズエラ便再開許可」 

社 会                    

「国民の７５％は医療保険に加入していない」 

「２２年 Q１ 停電回数は前年同期比３０％減」 

「水道が使える平均時間は１週間に５７時間」 
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２０２２年７月１３日（水曜）             

政 治                       

「米ボルトン元国家安全保障問題担当補佐官               

   ～ベネズエラのクーデター計画を支援～」       

 

７月１２日 トランプ政権下で国家安全保障問題を担

当していたジョン・ボルトン補佐官は、CNN のインタ

ビュー番組に出演。 

 

トランプ元大統領が米国の利害にそぐわない他国に対

してクーデターをしようとしていたと非難した。 

 

「米国ではなく、他国のクーデター計画を支援したが、

多くの作業が必要だった。」と指摘。 

 

具体的にどの国の話かを聞かれると、ベネズエラを引き

合いに出し。 

「我々はそれほど関与しなかったが、野党が非合法に選

ばれた大統領を追放しようとした。しかし、その試みは

失敗した」と言及。 

 

ベネズエラで起きたクーデターに米国も間接的に関与

していたことを明らかにした。 

 

これは米国政府が外国の政権転覆に加担しているとい

う大きな暴露ではあるが、忖度があるのか、本件を報じ

るメディアはほとんどなく、日本での扱いはとても小さ

い。 

 

なお、ボルトン元補佐官の言及したベネズエラでのクー

デターとは２０２０年５月に実行された「Gedeon 

Operation」のこと。 

 

 

 

 

コロンビアに亡命した元ベネズエラ軍人および米国人

の元グリーンベレー海兵ジョーダン・ゴドレウ氏らが指

導的な役割を果たして実行したクーデターで、グアイド

政権と契約を締結しており、グアイド議長が署名した契

約書も公開されている。 

 

そして、この契約書が事実であることもグアイド暫定政

権の署名をした他の人物自身が告白している。 

 

なお、ゴドレウ氏は「Silver Corp USA」という軍事コン

サルタント会社・ボディーガード会社の社長であり、ト

ランプ大統領の選挙キャンペーンの際に同社が警護任

務にあたっていたこともある。事実は確定していないが、

ペンス副大統領と懇意にしていた人物と報じられてい

る。 

 

この作戦に関与した他の米国人２名は今もベネズエラ

で拘束されているが、首謀者の１人であるジョーダン・

ゴドレウ氏は米国に帰国したと考えられている。 

 

「Gedeon Operation」実行から２年以上が経過してい

るが、ゴドレウ氏が逮捕されたとの情報はなく、彼の消

息は完全に絶たれている。 

 

「Gedeon Operation」についての詳細は「ウィークリー

レポート No.148」「No.149」を確認されたい。 

 

「マドゥロ政権 学校に担当軍人を配置」         

 

７月１３日 マドゥロ大統領は、ベネズエラの学校に担

当の軍人を付けると発表した。 

 

「全ての学校に、その学校に責任を持つ軍人を任命する。

その軍人は学校が適切に運営されるよう管理をする。」

と言及した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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Covid-１９の感染拡大の波が治まり、ベネズエラでは児

童の通学形式の教育が再開している。しかし、長年放置

された学校施設は劣化しており、補修が必要となってい

る。 

 

今回の担当軍人の配置は軍人に学校施設の補修をさせ

ることが目的だという。 

 

ただし、「学校を軍人の所有物にしようとしている」と

の批判的な見方が圧倒的に多い。 

 

経 済                        

「カカオ製品の輸出に免税措置」           

 

７月１３日 マドゥロ大統領はカカオ豆および関連製

品の輸出について、税金を免除すると発表した。 

 

「カカオ豆・関連製品の輸出にかかる税金を免除する。 

この措置を取ることによってカカオ製品の輸出を支援

することになるだろう。」 

と発表した。 

 

また、以前からカカオ豆の取引にはマフィアが関与して

おり、違法行為が横行していると言われるが、その点に

ついて 

「輸出の際にマフィアと戦う必要がある。カカオの輸出

には様々な違法な税金が存在している。これらの違法な

税金徴収を止めなければいけない。 

 

誠実なカカオ生産者がマフィアの迫害を受けることを

止める。誠実な輸出者はカカオを輸出できなければなら

ない。」 

 

また、ベネズエラ特有のカカオ品種「カカオ・クリオー

ジョ」を保護するための法律についても署名した。 

 

 

この法律はベネズエラ固有種以外のカカオ豆の育成を

困難にするものだという。 

 

「ベネズエラ 輸入車は年間５０００台」                  

 

「ベネズエラ自動車部品協会（Favenpa）」のオマール・

バウティスタ代表は、ベネズエラの自動車の使用年数が

他の国と比べて長いと指摘。 

 

バウティスタ代表によると、ベネズエラの自動車の使用

年数は平均で２２年。米国の場合は１２年だという。 

 

またベネズエラはこの６年間、年平均５０００台ほどし

か輸入していないと指摘。過去は１０万台ほどを輸入し

ていたとした。 

 

他、多くの自動車部品が無税で輸入されていると指摘。 

国内産の自動車部品が外国製品との競争で危機にさら

されているとし、その結果自動車部品生産者は過去１０

年間で８０％ほど減少したと説明した。 

 

「Zoom ベネズエラ向け送金額は平均１５７ドル」         

 

「Anova Policy and Consulting」のウゴ・エルナンデス

氏は、ベネズエラの仕送り事情についてコメントした。 

 

エルナンデス氏によると、６月に公式なルートでベネズ

エラに入ってきた仕送りは１，２００万ドルだという。 

 

また、仕送りは増加傾向にあり２２年１２月には２，２

００万ドルになるとの見通しを示した。 

 

また、公式ルートで入ってくる仕送りの２８％は米国の

「ウエスタン・ユニオン」経由だという。同サービスの

利用者は現在２．３万人だが、１２月には５万人になる

との見通しを示した。 
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他、両替会社「Zoom Casa de Cambio」のセサル・アテ

ンシオ社長は、同社が行っている仕送り１回の平均額は

１５７ドルと説明。 

 

逆にベネズエラから外国向けの送金の平均額は１９０

ドルだが、利用者数はベネズエラ向けの仕送りの方が圧

倒的に多いという。 

 

なお、１５７ドルでは一カ月の生活費としては不十分で、

仕送りの頻度も以前より増えているという。 

 

米国・スペイン・エクアドル・ペルー・チリからのベネ

ズエラ向け仕送りが多く、逆にベネズエラから他国への

仕送りはコロンビアが５０％以上を占め、その後ペル

ー・チリ・スペインと続くという。 

 

「２２年前期の経済成長率は２桁？」                  

 

７月１３日 マドゥロ大統領は、２０２２年前期（１～

６月）のベネズエラの経済成長率について、前年同期比

で２桁台のプラス成長になるとの見解を示した。 

 

「今年は良いニュースがある。私には経済成長率を公表

する権限がないため、ここでは言及しないが、２２年前

期は２桁台のプラス成長だった。ベネズエラ経済は成長

している。」 

との見解を示した。 

 

また、ベネズエラ中央銀行に対して、統計結果を公表す

るよう指示。 

 

ベネズエラは帝国主義との闘いに勝利し、独立と発展の

道を歩み始めていると宣言した。 

 

 

 

 

社 会                        

「ボゴタの殺人事件にベネズエラギャング関与？」           

 

６月１８日 コロンビアの首都ボゴタで、プラスチック

バックに入れられた拷問を受けたとされる遺体が見つ

かったという。 

 

ボゴタ警察らは、この殺人事件にベネズエラのギャング

集団「トレン・デ・アラグア」が関与している可能性に

ついて指摘した。 

 

ボゴタ警察は、事件の容疑者としてラファエル・アント

ニオ・ブリト氏を逮捕。ブリト氏は「トレン・デ・アラ

グア」の構成員の可能性があるという。 

 

「トレン・デ・アラグア」は、ベネズエラのアラグア州

を拠点とするギャング団だが、最近はコロンビアにも勢

力を伸ばしており、ベネズエラとコロンビアの国境の街

ククタではかなり強い力があるが、ボゴタでも勢力を拡

大しているという。 

 

２０２２年７月１４日（木曜）              

政 治                       

「Datanalisis 政権交代の可能性は極めて低い」        

 

ベネズエラの世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン社長は、ベネズエラの政権交代の可能性について

極めて低いとの見解を示した。 

 

「現在のところ政権交代の可能性は極めて低い。 

マドゥロ政権は政権交代の現実的な脅威に直面してい

ない。現在実現可能な戦略は人道問題を緩和するための

交渉だろう。」 

と指摘。 
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「制裁を維持・強化することに意味はない。制裁は政権

交代を実現する助けになっておらず、故チャベス政権か

ら続いた政治モデルの問題を更に悪化させている。 

 

欧米は現実を理解している。相手に何も譲らない交渉を

することは現実的には不可能だ。完全に望むような条件

ではないとしても、現状を維持するより少しでも動く方

が良い。 

 

石油産業の制裁緩和は、国内外勢力が早急に対応しなけ

ればいけないことだ。世界的なエネルギー不足の現状が

あるにもかかわらず、ベネズエラの原油を地下に眠らせ

ておいてはいけない。 

 

マドゥロ政権が力を付け、選挙条件の回復への道が遠く

なることにフラストレーションを感じることは当然理

解するが、選挙条件を勝ち取ることが出来ないという意

味では現在と変わらない。」 

との見解を示した。 

 

「イバン・マルケス カラカス病院で療養中？」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.775」にて、コロンビアゲ

リラ組織「コロンビア革命軍（FARC）」のリーダーの１

人、イバン・マルケス氏が殺害されたとの記事を紹介し

た。 

 

しかし、その後 FARC残党はビデオメッセージを公開。

マルケス氏が生存していると発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.778」）。 

 

本件について、コロンビアのディエゴ・モレノ防衛相は、

マルケス氏が生存していたとの発表が事実であるとの

認識を示した。 

 

 

 

モレノ防衛相によると、マルケス氏は現在カラカスの病

院で治療を受けているという。また、この治療はマドゥ

ロ政権の庇護の下で行われていると指摘した。 

 

なお、FARC 残党は、マルケス氏がコロンビア軍とコロ

ンビア警察から銃撃を受けたと非難している。 

 

経 済                       

「主要野党 CITGO 役員交代で内部闘争？      

  ～任命権はグアイド政権から特別組織に～」            

 

PDVSA 子会社であり、米国で８番目に大きな精製会社

の「CITGO」は、現在グアイド暫定政権がコントロー

ルしている。 

 

ロイター通信は、CITGO の役員任命を巡りグアイド暫

定政権内で内部闘争が起きていると報じた。 

 

マドゥロ政権が安定し、米国もマドゥロ政権との交渉を

始めている状況下で、野党国会は CITGO のコントロー

ルを強化したいと考えているという。 

 

一方、米国政府は人事交代により CITGO が更に混乱す

ることを懸念しているという。 

 

ロイター通信が関係者から得た情報によると、CITGO

の役員任命権を含む外国資産のコントロール権はこれ

までグアイド暫定政権にあったが、この権限が野党国会

の特別組織に移ったという。 

 

これらの動きは主要野党の一角「第一正義党（PJ）」が

主導しており、PJ は外国にあるベネズエラ政府組織を

政治とは独立した別の組織の管理に移すことを提案し

ているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29d0c378cbec03d5b1ceefd4467901b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e0e49f7a6d8117dae45a21c7828191c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e0e49f7a6d8117dae45a21c7828191c.pdf
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一方で、現在の CITGO 役員は、この動きについて拒絶。

会社経営上、現在の役員を交代させる妥当な理由が存在

しないとの見解を示しているという。 

 

なお、CITGOの２２年第１四半期の営業成績は２億４，

５００万ドルの黒字。製油所の稼働率も高いという。 

 

「Latam Colombia ベネズエラ便再開許可」         

 

コロンビアを拠点とする航空会社「Latam Colombia」は、

「ベネズエラ航空監督局（INAC）」からベネズエラ（カ

ラカス）向け国際線の運航許可を受けたと発表した。 

 

Covid-１９問題が起き、ベネズエラが渡航を禁止した２

０年以降、INAC がコロンビアの往復便を許可したのは

今回が初めてのことになる。 

 

Latam の発表によると、当面はボゴタ―カラカス便を週

７便（１日１便）で運行する予定だという。 

 

なお、コロンビア路線再開の需要は高く、Latam 以外に

も Wingo、Avianca がベネズエラ路線再開を求めている

という。 

 

 

（写真）Shutterstock 

 

 

社 会                       

「２２年 Q１ 停電回数は前年同期比３０％減」         

 

非政府系団体「Afectados por Apagones（停電影響者団

体）」は、ベネズエラの直近の停電事情について発表し

た。 

 

「Afectados por Apagones」によると、２０２２年１月

～６月の間、ベネズエラで起きた停電は全国で６１，５

５３回。 

 

２０２１年同期は８８，４１２回で、前年よりも３０％

ほど減少したと発表した。 

 

最も停電が多かったのは、スリア州で１１，５２１回。 

次いで、カラボボ州が４，８１０回。 

メリダ州が４，１００回。 

タチラ州が３，９８７回。 

ミランダ州が３，１０２回。 

と、コロンビアと国境の近い地域で停電が頻繁に起きて

いるようだ。 

 

なお、年間で見ると、２０２０年は１５７，７１９回。 

２０２１年は１９０，００６回だったという。 

 

「国民の７５％は医療保険に加入していない」            

 

人権団体「Accion Solidaria」のファン・ロドリゲス代表

は、ベネズエラ国民の７５％は医療保険に加入していな

いとした。 

 

医療保険に加入していない理由について「経済的な理由」

と説明。「人々は生きるために食料品の購入を優先して

おり、保険の支出を出来る状況にはない」との見解を示

した。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月１３日～７月１４日報道            No.７８０   ２０２２年７月１５日（金曜） 

7 / 7 

 

「水道が使える平均時間は１週間に５７時間」         

 

電力・ガスなど公共インフラに問題が多いベネズエラだ

が、水も頻繁に断水し、大きな問題になっている（「ウ

ィークリーレポート No.242」）。 

 

非政府系団体「Monitor Ciudad（都市モニター）」は、

直近６カ月間のベネズエラの水道サービスの状況につ

いて調査結果を発表した。 

 

「Monitor Cuidad」によると、アンケート回答者が水道

を使用できる時間は平均すると１週間に５７．２時間だ

という。なお、１週間は１６８時間なので、約３分の１

程度しか水道を使える時間がないことになる。 

他の質問では、水の利用に問題を感じているとの回答は

回答者全体の８９％。 

 

停電の影響を受けていると回答したのは８２％。 

燃料問題で影響を受けているとの回答は９３％だった

という。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ed1a2873054f7a626da1d5790548209.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ed1a2873054f7a626da1d5790548209.pdf

