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（写真）大統領府 “マドゥロ政権外務省 ロシアのスタンスを擁護、対話による問題解決を呼びかけ” 

 

 

２０２２年２月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 ロシア方針に理解を表明 

～ウクライナ侵攻は西側諸国の脅迫が原因～」 

「与党国会 ロシア承認２国家の議論を延期」 

「ラ米政府 ウクライナ在住の国民退避で協力」 

経 済                     

「専門家 ウクライナ侵攻はベネズエラに打撃」 

「ロシアへカカオ豆４３トンを輸出」 

「グアレナ・グアティレに税関設置を提案」 

社 会                    

「カーニバル カラカスで連日イベントを開催」 

22 年 2 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党国会 グアニパ第１副議長（PJ） 

～野党改革の必要性を強調～」 

「EU ロシア支援を理由にベラルーシへ制裁」 

経 済                    

「欧米 ロシア一部銀行の SWIFT 抹消で合意 

～当該銀行に口座があれば打撃～」 

「Cedice ２月前半のインフレ率は△１．９％」 

社 会                    

「反帝国主義国のヒーロー スーパー・ビゴテ」 

「カラカスなど５州で大規模停電」 
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２０２２年２月２５日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 ロシア方針に理解を表明        

  ～ウクライナ侵攻は西側諸国の脅迫が原因～」       

 

この数日間、ベネズエラではロシアによるウクライナ侵

攻と欧米諸国の対応に関するニュースが多く取り上げ

られている。土曜・日曜は政治・経済の動きが少ないこ

ともあり、ベネズエラに関連する記事は少なめだった。 

 

ロシアのウクライナ侵攻から４日が経過しているが、現

在もマドゥロ大統領自身は本件に言及しておらず、外務

省が声明を発表しているのみ。 

 

２月２４日 マドゥロ政権の外務省は以下のような声

明文を公表した。 

 

「ベネズエラは、ウクライナ危機の悪化を懸念している。 

 

同時に欧米がミンスク合意を破っていることを懸念し

ている。ミンスク合意の違反は国際法を侵害しており、

ロシアに対する強い脅迫行為であり、ロシアが近隣国と

良好な関係を維持する妨げにもなる。 

 

ベネズエラはこれ以上の被害拡大を避けるため、外交的

な対話を通じて双方当事者が紛争の解決をすることを

呼びかける。 

 

ベネズエラ政府は平和的な外交を志向しており、平和的

な紛争の解決手段に対して票を投じる。同時に違法な制

裁やロシア国民の大規模な人権侵害を引き起こす経済

攻撃を拒絶する。」 

 

欧米諸国が国際法を違反し、過度にロシアを刺激してい

ることがウクライナ侵攻を起こしたとロシア側のスタ

ンスに理解を示した。 

一方、ロシアの軍事行動への支持については明言を避け、

当事者間での対話により問題を解決するべきとの姿勢

を示した。 

 

ベネズエラは自国主権を掲げており、他国政府の内政干

渉を非難しており、ロシアのウクライナ侵攻はまさにマ

ドゥロ政権が強く拒絶してきた行為でもある。 

 

本件に関して、ロシアに強い連帯を示すとマドゥロ政権

が主張してきたことに矛盾が生じるため、この問題にど

のような立場を示すか、難しい選択を迫られそうだ。 

 

なお、マドゥロ政権が言及している「ミンスク合意」に

ついて説明したい。 

 

ミンスク合意は２０１４年、１５年にロシアとウクライ

ナの間で交わされた合意。 

 

ウクライナとロシアの問題は根深いが、決定的な出来事

は２０１３年に遡る。 

 

２０１３年、ウクライナではヤヌコーヴィッチ氏が大統

領を務めていた。ヤヌコーヴィッチ大統領（当時）は親

ロシア派で、当時ウクライナが進めていた EU 加盟の前

提となる連合協定への署名を拒否した。 

 

ウクライナの野党（当時）は EU 入りを目指しており、

ヤヌコーヴィッチ大統領の決定を非難。反政府デモが激

化し、ウクライナは混乱。２０１４年２月にヤヌコーヴ

ィッチ大統領はロシアに亡命した。 

 

そして、ロシア系住民が多いウクライナ東部で独立を求

める運動が起き、「ドネツク人民共和国」と「ルガンス

ク人民共和国」が独立を宣言した。ウクライナ政府は、

この独立を認めず内戦に陥り、ロシアがウクライナ東部

に軍を派遣。 
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国家間の争いとなるのを避けるため、欧米の介入で２０

１４年、１５年にミンスク合意が交わされた。 

 

ミンスク合意は、東部ウクライナでの軍事行動の停止、

ドネツク、ルガンスク州指導者との協議・合意により両

州に特別な自治権を与えることなどが明記されている。 

 

ロシアの認識とすれば、この合意によりウクライナが

「北太平洋条約機構（NATO）」に加盟することはない

と認識しているようだが、ウクライナ政府はこの認識に

懐疑的な見方を示している。 

 

「ミンスク合意を破っている」との指摘は上記のような

経緯から来ている。 

 

「与党国会 ロシア承認２国家の議論を延期」         

 

上記で言及した「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク

人民共和国」について、これまでロシアは支援をしてい

たものの独立国家として認めていなかった。 

 

しかし、２２年２月２２日 ロシアのプーチン大統領は、

ウクライナ東部の「ドネツク人民共和国」と「ルガンス

ク人民共和国」を独立国家として承認する署名を発効し

た。 

 

「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」を

独立国家と認めた国連加盟国はロシアが初めてだとい

う。 

 

これを受けて、２月２５日 ベネズエラの与党国会は

「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」を

独立国家として承認するかどうかの議論が行われる予

定だった。 

 

 

 

しかし、前日の２月２４日 与党国会は２５日に予定し

ていた「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和

国」の独立議論を延期した。 

 

仮にベネズエラが「ドネツク人民共和国」と「ルガンス

ク人民共和国」を独立国家として認めた場合、欧米が反

応することが想定される。 

 

現時点で本件に関与するのは得策ではないと判断した

のだろう。 

 

「ラ米政府 ウクライナ在住の国民退避で協力」                  

 

アルゼンチン外務省は、ラテンアメリカの１０カ国が

「領事協力のスキーム」により共同でウクライナからの

自国民退避を進めていると発表した。 

 

共同退避を行う１０カ国は、チリ、ブラジル、ペルー、

ウルグアイ、パラグアイ、メキシコ、コロンビア、ボリ

ビア、エクアドル、アルゼンチン。 

 

これらの国の中にはウクライナに外交拠点を持ってい

ない国もあるようで、拠点がない国の国民のサポートも

行うという。 

 

アルゼンチン外務省の発表によると、ウクライナに住ん

でいるアルゼンチン人は８３名、乗り継ぎでウクライナ

から動けなくなってしまったアルゼンチン人は２０名

だという。 
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経 済                        

「専門家 ウクライナ侵攻はベネズエラに打撃」           

 

民間世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社

長は、ロシアのウクライナ侵攻がベネズエラに与える影

響についてコメント。 

 

「ウクライナ侵攻を受けて、ベネズエラの２０２２年の

経済成長は下方修正される可能性がある」と指摘した。 

 

「最も影響が大きいのは欧州地域。欧州はエネルギー供

給をロシアに依存している。しかし、投資活動の減少に

よりラテンアメリカ諸国にも大きな影響がある。 

 

特に影響が大きいのはベネズエラだろう。ベネズエラは

ラテンアメリカ地域の中で特にロシアとの関係が強く、

紛争の影響が飛び火しやすい。 

 

マドゥロ政権がロシア政府を支持する行為はメリット

よりもデメリットの方が大きい。 

 

ロシアを支持することで欧米との政治経済関係が悪化

する。与野党協議の進展の障害になる可能性もある。 

 

ベネズエラの原油は相当のディスカウントにより中国

へ輸出されている。 

 

また、ロシアによりベネズエラの燃料や石油産業は振興

されており、ロシアが支援する余裕がなくなることでベ

ネズエラに悪影響を与える可能性がある。」と指摘した。 

 

ただ、２０２０年初めに「Rosneft」がベネズエラ事業か

らの撤退を発表して以降、石油産業ではイランがロシア

の役割を代行している印象がある。今もロシアは間接的

にベネズエラの石油産業を支えているとは思うが、メイ

ンで支えているわけではないだろう。 

 

「ロシアへカカオ豆４３トンを輸出」                  

 

２月２５日 「ベネズエラ・ロシア経済協力委員会

（Caverus）」は、ベネズエラのスクレ州 Irapa からロシ

アへ４３トンのカカオ豆を輸出すると投稿した。 

 

 

（写真）Caverus 

 

「グアレナ・グアティレに税関設置を提案」                  

 

グアレナ・グアティレ・バルロベント地域企業家団体の

Giovanni Celando Minini 代表は、マドゥロ政権に対し

て、グアレナ・グアティレ地域に税関を設置することを

提案していると説明。 

 

同地域に税関が設置されることで、同地域の輸出入が簡

易になるとした。 

 

バルロベントはカカオ豆の産地でもあり、輸出が簡易に

なれば同地域のカカオ輸出者にとってはメリットがあ

るだろう。 
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社 会                        

「カーニバル カラカスで連日イベントを開催」           

 

２月２８日～３月１日は「カーニバル」でベネズエラで

は国民の祝日となる。 

 

２０２１年は Covid-１９感染拡大防止のため主だった

イベントは行われなかったが、最近ベネズエラの新規感

染確認者数は３００～４００名で推移し、感染の波は収

まっており、２２年はカーニバルイベントが予定されて

いる。 

 

カラカスでは「Caracas Feliz Carnavales 2022」と題し

て、３月１日まで連日、コンサート、スポーツ大会、ダ

ンスなどのイベントが行われる。 

 

 
（写真）カラカス首都区庁 

 

 

２０２２年２月２６日～２７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「野党国会 グアニパ第１副議長（PJ）          

        ～野党改革の必要性を強調～」        

 

２月２７日 野党国会のファン・パブロ・グアニパ第１

副議長（「第一正義党（PJ）」所属）は、政権交代のため

野党を再出発させる必要があると訴えた。 

 

「国民のより良い生活のため、我々は社会の要求に答え

る必要がある。一方で、我々は国民が変化と政権交代を

望んでいることを忘れてはならない。 

 

我々は、自分たちで自分の未来を奪うことを許してはい

けない。団結は我々が夢見る未来を実現させる。１粒の

砂も我々の夢には必要だ。」と主張した。 

 

PJ は、基本的にグアイド暫定政権・野党国会の継続に否

定的なスタンスを掲げる政治家が多い。 

 

しかし、グアニパ第１副議長は自身を「国会の第一副議

長」と自負している通り、PJ 幹部の中ではグアイド政権

を支持している。 

 

そのグアニパ第１副議長が「野党の再出発」を求めたこ

とで、PJ はグアイド暫定政権に区切りをつける方向で

一致したような印象を受ける。 

 

２月２３日、主要野党の「第一正義党（PJ）」は野党の

リーダー（２４年の大統領選の野党統一候補）を決める

ための予備選挙の実施を求めていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.720」）。 

 

「行動民主党（AD）」も予備選挙の実施を求めており、

遠くないうちに野党内で予備選挙が行われる可能性が

高い（「ベネズエラ・トゥデイ No.716」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62d8ce1bfa7b08f716301c50d97f5adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62d8ce1bfa7b08f716301c50d97f5adc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f9edcc73f21151544e2045f260d9bcd8.pdf
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「EU ロシア支援を理由にベラルーシへ制裁」           

 

２月２６日 ロシアによるウクライナ侵攻を理由に、欧

州９カ国はロシア機の領空での飛行を禁止した。 

 

自国領空でのロシア機の飛行を禁止した９カ国は、英国、

ブルガリア、チェコ、ポーランド、ルーマニア、スロバ

キア、リトアニア、レトニア、エストニア。 

 

今後、ロシア機の領空移動を禁止する国は更に増える見

通しだ。 

 

これに対抗してロシア政府もブルガリア、ポーランド、

チェコ、英国の航空機の自国領空での飛行を原則禁止し

た。 

 

また、欧州連合はベラルーシに対しても制裁を科すとの

方針を示した。 

 

ベラルーシは親ロシア国家でロシアにウクライナ侵攻

ルートを提供するなど、軍事侵攻をサポートしたことが

理由。 

 

ベネズエラが注意しなければいけないのは、ベラルーシ

のような二次制裁だろう。 

 

経 済                       

「欧米 ロシア一部銀行の SWIFT 抹消で合意     

       ～当該銀行に口座があれば打撃～」            

 

２月２６日 欧米は、「国際決済ネットワーク（SWIFT）」

から特定のロシア銀行を抹消する追加制裁を決定した。 

 

SWIFT はベルギーにある独立組織で、世界２００カ国

超、１．１万超の金融機関の決済取引を仲介している。 

 

 

同システムから排除されることでロシアは金融取引に

著しい障害が起きる。 

 

本件について、ベネズエラ人経済学者ホセ・ゲラ氏（PJ

党員）は、「もし PDVSA が SWIFT 抹消される銀行に

口座を持っており、その銀行を経由してメキシコやスイ

ス、トルコの取引先に支払いをしていた場合、PDVSA

の取引に大きな影響を与える。」との見解を示した。 

 

「Cedice ２月前半のインフレ率は△１．９％」         

 

非営利団体「Cedice」は、２月前半（１日～１５日）の

カラカスのインフレ率について、１．８９％のマイナス

だったと報じた。 

 

特に食品は△６．３１％と大きく下がったという。 

他、衛生品は同△０．９６％。 

レストランは同△０．３４％。 

交通は同１．０９％。 

娯楽は同１．３８％。 

サービスは同１．７７％だった。 
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社 会                       

「反帝国主義国のヒーロー スーパー・ビゴテ」            

 

マドゥロ政権は、少し前から「スーパー・ビゴテ」とい

う帝国主義と戦うヒーローをプロモーションしている。 

 

ビゴテとは鼻ひげのことで、下写真の通り、マドゥロ大

統領にそっくりなヒーローだ。米国を想定した敵国と戦

う正義のヒーローで、スーパー・ビゴテの動画は

YouTube で公開されている。 

 

また、教育省は「カーニバル」について子供たちに説明

する教育資料や政府のカーニバルイベントにもスーパ

ー・ビゴテを登場させており、ベネズエラで失笑されて

いる。 

 

 

 

 

「カラカスなど５つの州で大規模停電」                  

 

２月２７日早朝 首都カラカス、ミランダ州、ララ州、

アラグア州、タチラ州、ヌエバエスパルタ州などで停電

が起きた。 

 

停電は比較的短時間で復旧したが、ヌエバエスパルタ州

は３時間ほど停電が続いたという。また、ララ州（特に

州都バルキシメト）は数日前から断続的に停電が続いて

いるという。 

 

以上 


