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（写真）Shutterstock “セマナサンタ突入 ベネズエラは観光シーズンに（写真はロスロケス）” 

 

 

２０２２年４月８日（金曜） 

 

政 治                     

「国際刑事裁判所 カラカスに仮事務所を設置？ 

～人権団体 Foro Penal は報道を否定～」 

「野党 予備選の実施は２０２３年半ば～後半？」 

経 済                     

「自動車油団体 エンジンオイルの需要満たせる」 

「外国に資産を持っているのは１５０万人」 

「外国からの仕送り額 平均は月額６６ドル」 

社 会                     

「コロンビアでベネズエラ人スパイ？を拘束」 

「イタリアでサアブ氏妻・親族の逮捕命令発出？」 

22 年 4 月 9～10 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 ２．８万人がベネへ帰国」 

「マドゥロ政権 露と宇宙分野の協力協定」 

経 済                    

「ベネズエラの対外債務は１８７０億ドル？」 

「２２年の外貨収入は前年比９０億ドル増？」 

「Farmatodo 従業員 賃金改定求めストライキ」 

社 会                    

「セマナサンタ 治安維持のため軍・警察動員 

～ロスロケスの移動費・滞在費は？～」 

「０２年４月 クーデターから１０年が経過」 
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２０２２年４月８日（金曜）             

政 治                       

「国際刑事裁判所 カラカスに仮事務所を設置？    

    ～人権団体 Foro Penal は報道を否定～」       

 

３月３１日 「国際刑事裁判所（CPI）」のカリム・カー

ン判事がベネズエラを訪問。マドゥロ大統領と共同会見

を開き、カラカスに CPI 事務所を開設すると発表した。 

 

CPI は、２０１７年にベネズエラで起きた抗議行動に関

して、マドゥロ政権が「人道に対する罪」（国家による

国民へのジェノサイドや暴力）を犯したかどうかの調査

を進めており、そのための事務所開設となる。 

 

同発表から１週間しか経っていないが、CPI の事務所が

カラカスに設置されたと報じられている。 

 

人権団体「民主主義・人権連盟」は、CPI カラカス支所

（仮）が最高裁判所本部内に設置されたと投稿した。 

 

 

（写真）民主主義・人権連盟 

しかし、人権団体「Foro Penal」のアルフレド・ロメロ

代表はこの報道を否定。「最高裁に CPI の事務所が設置

された」との投稿についてフェイクニュースと指摘した。 

 

なお、４月８日 スペイン系メディア「El Pais」は、カ

ーン判事のインタビュー記事を投稿。 

 

ベネズエラでの事務所設置についてカーン判事のコメ

ントが書かれているが、最高裁内部に仮事務所を設置し

たとは書かれていない。 

 

「El Pais」のインタビューは４月８日以前に行われたも

ののはずなので、タイムラグがあるのかもしれないが、

仮事務所が設置されたかどうかは不透明な状態となっ

ている。 

 

「野党 予備選の実施は２０２３年半ば～後半？」         

 

コロンビア系メディア「El Tiempo」は、２０２４年に

予定されている大統領選に向けた主要野党内の検討状

況について報じた。 

 

「Ei Tiempo」が関係者から入手した情報によると、大

統領選に向けたスケジュールは、「第一正義党（PJ）」の

ファン・パブロ・グアニパ国会第１副議長が作成してい

るという。 

 

現在、主要野党および小規模政党らで話し合われている

スケジュールは以下の通りだという。 

 

・２０２２年現在、政党ごとに推薦候補を検討。 

・２０２２年末に各政党が予備選に出馬する推薦候補

を決定。 

・２０２３年半ば（遅くとも２３年１２月）に予備選挙

を実施（上位２名の候補者が決選投票を行う可能性もあ

る） 
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経 済                        

「自動車油団体 エンジンオイルの需要満たせる」           

 

「ベネズエラ自動車油生産団体（Afalub）」のアントニ

オ・ロドリゲス代表は、現在 Afalub に加盟している企

業の状況について説明した。 

 

ロドリゲス代表によると、現在ベネズエラにあるエンジ

ンオイルなどを生産している企業は１４社あるが、

Afalub に加盟している企業はそのうち１２社だという。 

 

同団体に加盟している企業は、生産を拡大し始めており

ベネズエラ国内のエンジンオイル需要を充足すること

が出来ると主張した。 

 

また、自動車以外の産業のオイル需要も国内製造業で満

たすことが出来ると主張した。 

 

他、Covid-１９や経済制裁などによる経済低迷について、

「ベネズエラ国民自身が状況に適応し、生存する手段を

開発した。過去数年は大変なものだったが、これらの経

験は結果的にベネズエラにとってプラスになる。」 

との見解を示した。 

 

「外国に資産を持っているのは１５０万人」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

現在のベネズエラ人の外貨事情について言及した。 

 

レオン社長によると、元々ベネズエラには「外国に資産

を持つ者」と「外国に資産を持っていない者」で二極化

しており、外国に資産を保有している富裕層は１３％ほ

どで、約１５０万人になるとした 

 

 

 

 

また「元々外国に資産を持っていたベネズエラ人は、

代々資産を受け継ぎ莫大な資金を持っている」と言及。 

 

「彼らはベネズエラで資産を持つことはなく、ほぼ全て

の資産を外国に留保し、外国で商売をしている」と指摘

した。 

 

しかし、ドル経済が進んだことで、外国に留保していた

ベネズエラ富裕層の資金がベネズエラ国内にドルを還

流し、低所得者層もそのドルの恩恵を受け、経済が回復

しているとの見解を示した。 

 

「外国からの仕送り額 平均は月額６６ドル」         

 

コンサルタント会社「Anova」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言及。 

 

エルナンデス氏によると、２０２１年末時点でベネズエ

ラ家庭１世帯当たりの平均仕送り額は月額６６ドルだ

ったという。 

 

この金額はベネズエラ１世帯の収入（平均月額１７０ド

ル）の約４０％に相当するという。 

 

低所得者層の収入の平均は月額５０ドル、仕送りは平均

月額２６ドル。 

 

比較的裕福な層の収入の平均は月額４００ドル、仕送り

は同１３０ドルほど受け取っているという。 

 

過去、ベネズエラは外貨を仕送りする側の国だったが、

長引く経済低迷により現在ベネズエラから仕送りをす

ることはほとんどなくなり、外国送金の純受け入れ国に

なっているという。 
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社 会                        

「コロンビアでベネズエラ人スパイ？を拘束」           

 

イバン・ドゥケ大統領は、ベネズエラのスパイとされる

人物を拘束したと発表した。 

 

拘束された人物の名前は、Jeiker Valencia Sánchez 氏。

「El Gato（猫）」というコードネームで呼ばれている人

物で、コロンビアにはサッカーを指導する人として入国

していたという。 

 

コロンビア系メディア「RCN」によると、Sánchez 氏は

キューバでスパイ活動の訓練を受けた人物で、コロンビ

アに入国したのは２０１８年。 

 

首都ボゴタ、ノルテ・デ・サンタンデール、コルドバな

どに移り住み、スパイ活動をしていたという。 

 

ドゥケ大統領によると、コロンビアにはマドゥロ政権の

スパイが約２００人潜伏しており、政府情報を盗もうと

しているという。 

 

「イタリアでサアブ氏妻・親族の逮捕命令発出？」                  

 

４月８日 アレックス・サアブ氏の妻、カミラ・サアブ

氏は自身の親族（Arianna 氏と Patrizia Fiore 氏）がイ

タリア当局に逮捕されたとの噂をフェイクニュースと

否定した。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権のテスタフェロ

（資産隠しに協力したとされる人物）と報じられており、

米国の経済制裁を回避するスキームを構築したとして

カボベルデで拘束され、現在は米国で裁判にかけられて

いる。 

 

 

 

イタリア系メディア「Corriere」は、この資産隠し、マ

ネーロンダリングに妻カミラ・サアブ氏の親族も関与し

たとしており、イタリア警察が Arianna 氏と Patrizia 

Fiore 氏に対して自宅からの外出禁止令を出したと報じ

た。 

 

２０２２年４月９日～１０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 ２．８万人がベネへ帰国」        

 

２０１６年から深刻化した経済低迷を受けて、現在６０

０万人超（うち約５００万人がラテンアメリカ・カリブ

海地域に移住）のベネズエラ移民が世界中にいるとされ

ている。 

 

一方、マドゥロ政権は外国に移住したベネズエラ人で帰

国を望む人を対象に「祖国への帰還計画（Plan Vuelta a 

la Patria）」を行っており、政府予算で移民の帰国を進め

ている。 

 

４月１０日 「祖国への帰還計画」によりペルーからベ

ネズエラ移民２４７名が帰国。 

 

マドゥロ大統領は、２０１８年から現在までに「祖国へ

の帰還計画」を通じて２１カ国から２８，５２１人がベ

ネズエラに帰国したと発表した。 

 

また、政府がベネズエラ移民を帰国させるために派遣し

た飛行機はこれまでに１６５機に上るという。 
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「マドゥロ政権 露と宇宙分野の協力協定」           

 

４月９日 ロシア政府は、ベネズエラと宇宙分野での協

力協定を承認したと発表した。 

 

今後、ロシア政府は法案をロシア国会に提出し、国会の

承認を待つという。 

 

この協定について発表される前日の４月８日、ロシア政

府は新たな宇宙ステーションを建設する計画を発表し

ていた。 

 

２１年１１月、ベネズエラ国会は同様の協定を中国・イ

ンドと締結していたという。 

 

経 済                       

「ベネズエラの対外債務は１８７０億ドル？」            

 

ベネズエラ人経済学者 Hermes Perez 氏は、ベネズエラ

の対外債務の状況について自身のツイッターで投稿し

た。 

 

ペレス氏によると、「世界銀行（BM）」は２０２０年時

点のベネズエラの対外債務総額について１，８７０億ド

ルと認識しており、うち８５０億ドルはデフォルト状態

にあるとした。 

 

また、「国際通貨基金（IMF）」は２０２１年のベネズエ

ラの GDP について４２０億ドルと指摘。一方、元中央

銀行役員によると５２０億ドルという。 

 

つまり、（仮にベネズエラの GDP を５２０億ドルと仮

定すると）デフォルト中の対外債務は対 GDP 比１６

３％。対外債務総額は対 GDP 比３５９％ということに

なる。 

 

 

「２２年の外貨収入は前年比９０億ドル増？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.738」で紹介した通り、

クレディスイスは２０２２年のベネズエラの GDP 成長

率について前年比２０％増と予想している。 

 

本件について、ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・

ロドリゲス氏は、「前年比２桁台の GDP 成長をするこ

とは十分に可能である」との見解を示した。 

 

ロドリゲス氏によると、原油価格の高騰によりベネズエ

ラは前年より少なくとも９０億ドルは外貨収入が増え

ると指摘。外貨収入増により輸入が増えるとした。 

 

また、歴史的に言えば、ベネズエラは原油価格が前年比

４％上がる毎に経済成長率が１％上昇すると指摘。 

 

原油価格の下落と米国の経済制裁により石油収入が急

激に減少したが、それでもベネズエラは引き続き原油依

存国であり、国内生産を再興させるためにも石油産業の

回復が不可欠との見解を示した。 

 

ただし、「重要なことは原油収入をどのように使用する

かである」と補足。政府が原油収入を適切に使用し、ベ

ネズエラ国内の問題の解決に当たる必要があるとした。 

 

「Farmatodo 従業員 賃金改定求めストライキ」         

 

ベネズエラで全国展開しているコロンビア系ドラッグ

ストア「Farmatodo」の労働者が賃金改定を求めてスト

ライキを起こしている。報道によると、複数の店舗で店

が閉まっているという。 

 

抗議行動に参加した「Farmatodo」労働者によると、２

０２１年１０月から賃金は５％程度しか増えておらず、

いくつかの福利厚生も減らされたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3242b49fa1bf7cc96b515e23f99ae169.pdf
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（写真）@JesusPrn 

 

社 会                       

「セマナサンタ 治安維持のため軍・警察動員                 

    ～ロスロケスの移動費・滞在費は？～」            

 

４月１４日、１５日は「セマナサンタ（聖週間）」でベ

ネズエラでは国民の祝日となっている。 

 

ただし、実際はそれより前にセマナサンタは始まってお

り、４月９日からセマナサンタに突入している。 

 

レミヒオ・セバジョ内務司法相は、セマナサンタの治安

対策として全国に１５万人の警察・軍人を配備させたと

発表。秩序維持に努めるとしている。 

 

また、この時期はベネズエラのリゾート地「ロスロケス」

「マルガリータ」への観光客が増える。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、現在ラグ

アイラ港からロスロケスまで船で移動する場合は往復

で１２０ドル（ロスロケスの住民は片道３０ドル）。

Covid-１９のワクチン接種が義務付けられている。 

 

２日の宿泊にかかるであろう費用は１人当たり１７０

～５００ドル程度。旅行代理店などで予約すると６００

～７００ドルほどかかるという。 

 

「０２年４月 クーデターから１０年が経過」         

 

２００２年４月１１日はベネズエラの現代史にとって

極めて重要な日で、２２年４月１１日は、その日から１

０年が経過することになる。 

 

２００２年４月１１日 チャベス大統領（当時）の政権

運営に不満を持つグループが抗議行動を実施。 

大統領府に向かって行進を始め、チャベス支持者らと衝

突した。 

 

武力混乱の末、離反した一部軍人がチャベス大統領を拘

束し、ベネズエラに大統領がいなくなる事件が起きた。 

 

これを受けて、経済界・野党政治家ら（Fedecamaras と

現在の野党政治家グループ）は即座に暫定政権を発足。 

 

全国州知事・市長・議員・政府閣僚など、チャベス政権

下の政治家を全て一掃すると発表した。 

 

この決定に反対したチャベス支持者らが抗議行動を起

こし、親チャベス軍人らの反撃を受け、チャベス大統領

が奪還され、暫定政権が２日で終了する事件が起きた。 

 

左派のチャベス大統領は、元々経済界と折り合いは良く

なかったが、このクーデターをきっかけに経済界・野党

との関係は著しく悪化した。 

 

また、チャベス大統領は一連のクーデターは米国の仕業

と確信しており、米国との対立も急激に悪化した。 

 

２００２年４月１１日にこのクーデターが起きなけれ

ば、ベネズエラの現在は大きく変わっていたのかもしれ

ない。 

 

以上 


