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（写真）Jhosua Goodman “野党政治家・経済界 米国政府に経済制裁の緩和求める書簡を送る” 

 

 

２０２２年４月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「Covid-１９ 新規感染確認者は９６人、死者１人 

～Covid-１９収束ムード高まる～」 

「VP 党幹部交代のため全国大会を計画」 

「与党 クーデター失敗を記念し政治集会を実施」 

「レケセンス氏裁判 今月中にも決着か」 

経 済                     

「２３年８月に日量１００万バレル可能」 

社 会                     

「カラカス 市旗・市章・市歌の変更を決定」 

「米国 ベネズエラ GOLD 密売者に有罪判決」 

２０２２年４月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「独立野党 FV 全国規模の政党に」 

「国連 El Nacional 差し押さえの説明求める」 

「労働の日に購買力回復の政策を実施」 

経 済                    

「野党関係者ら バイデン政権に制裁緩和を要請 

～制裁を支持しているのは国民の１０％～」 

「９割の国民 生活水準は改善していない」 

社 会                    

「グアコ ５月よりベネズエラで全国ツアー」 

「Saime パスポート受け取りの遅延に罰金」 
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２０２２年４月１３日（水曜）             

政 治                       

「Covid-１９ 新規感染確認者は９６人、死者１人     

       ～Covid-１９収束ムード高まる～」       

 

４月１３日 フレディ・ニュネス情報通信相は、４月１

３日の Covid-１９新規感染確認者数について全国９６

名、Covid-１９を理由とする死者数は１名だったと発表

した。 

 

１２日は７２名の新規感染者を確認、死者は１名とベネ

ズエラの Covid-１９感染はかなり落ち着いているよう

に見える。 

 

もちろんマドゥロ政権が PCR 検査を十分に行っていな

い可能性もあるが、医療関係団体・野党からの指摘も確

認できなくなっており、実際にかなり抑制されている印

象を受けている。 

 

なお、４月１２日の数字になるが、州別の感染者数は以

下の通り。 

 

 

（写真）情報通信省 

 

 

ララ州・ミランダ州での感染確認が１７名、アラグア州

が１６名、アプレ州が６名、カラカスが４名。首都（カ

ラカス）に感染者が集中しているという雰囲気はない。 

 

なお、Covid-１９初感染が確認されてから７５９日が経

過した４月１３日時点の感染者の状況は以下の通り。 

 

これまでの合計感染者数は５２万１，７１４名。 

うち５１万４，４１３名は回復している。 

Covid-１９を理由とする死者は５，６９８名。 

 

現在も感染している患者のうち 

「目立った症状がない」が３５１名。 

「呼吸器に軽微な問題がある」が７７３名。 

「呼吸器に問題がある」が３６６名。 

「深刻な問題があり、集中治療室にいる」が１１３名 

となっている。 

 

政治的にも以前ほど Covid-１９が話題に上がらなくな

っており、国民の Covid-１９への警戒感もかなり薄れ

ている印象だ。 

 

 

（写真）情報通信省 
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「VP 党幹部交代のため全国大会を計画」         

 

ここ最近、グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」

から１４０名以上の党員が離党している。 

 

野党系メディア「Cronica Uno」は、VP のフレディ・ス

ペルラノ氏、ハビエル・マルトゥッシ氏から得た情報と

して、「この状況に対応するため VP は党の更新作業を

行う」と報じた。 

 

党の更新作業は来週から始まり、５月に各州で党会議が

行われ、６月に全国党大会が行われる予定だという。 

 

そして、６月の全国党大会で今後の VP 幹部が決定する

という。 

 

「与党 クーデター失敗を記念し政治集会を実施」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.740」で紹介した通り、

４月１３日に与党は、２００２年４月１３日に起きたク

ーデター失敗を記念する政治集会を実施した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

 

写真を見る限り、聴衆はたくさん集まっているが、こう

いった政治イベントでは公務員・軍人らが参加を義務付

けられるため、聴衆の多くは自分の意思で参加したわけ

ではないと思われる。 

 

また、外国による侵略に抵抗する意思を示すため、大規

模な軍事パレードなども行われた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「レケセンス氏裁判 今月中にも決着か」                  

 

「第一正義党（PJ）」に所属するファン・レケセンス氏

は２０１８年８月にマドゥロ政権に逮捕され、２０年８

月に政治合意を経て、自宅軟禁措置を受けている。 

 

このレケセンス氏の状況について、彼の父親がインタビ

ュー番組で「早ければ今月末にでも自宅軟禁措置を解か

れる」と説明した。 

 

レケセンス氏の父親は「２０２２年に入り、検察庁は裁

判を精力的に進めている。検察は有罪とするための証拠

の提出を減らしており、すぐにこの問題が終わることを

期待している」と述べた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.pdf
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マドゥロ政権がレケセンス氏を拘束した理由は、テロ攻

撃に加担したため。 

 

２０１８年８月、マドゥロ大統領が演説中にドローンが

会場内に飛んできて、マドゥロ大統領の上空で爆破する

事件が起きた（「ベネズエラ・トゥデイ No.172」）。 

この事件は「Felix Operation」と呼ばれている。 

 

野党はマドゥロ政権の自作自演を主張するが、マドゥロ

大統領はコロンビアに潜伏するテロリストによる攻撃

と断定。この攻撃には米国トランプ政権、コロンビアの

ドゥケ政権、野党が関与していると主張した。 

 

その後、ベネズエラ人記者パトリシア・ポレオ氏（米国

へ亡命したジャーナリスト）は、「Soldados de Franelas」

という離反軍人グループの声明を読み上げ、離反軍人ら

による攻撃であることが判明している。 

 

この事件から３日後、マドゥロ政権は PJ のファン・レ

ケセンス氏が離反軍人の越境（コロンビア→ベネズエラ）

を支援したと発表。テロ支援の罪でレケセンス氏を拘束

した。 

 

なお、逮捕後レケセンス氏の証言映像が公開されており、

「自分は、フリオ・ボルヘス PJ 幹事長（当時）の指示

で、指定された人物の越境を手伝っただけであり、越境

した人物の目的や素性は知らなかった」 

と主張している。 

 

この主張が自白を強要されたものなのか、あるいは事実

なのかはいまだにはっきりしていない。 

 

なお、ボルヘス PJ 幹事長（当時）は、２０１７年に国

会議長を務めていた。 

 

 

 

 

その際、米国トランプ政権に経済制裁を科すよう求めた

ことで、マドゥロ政権から犯罪者として扱われており、

現在はコロンビアに亡命している。 

 

マドゥロ政権が存続する限り、ボルヘス幹事長がベネズ

エラを訪問することは出来ないだろう。 

 

経 済                        

「２３年８月に日量１００万バレル可能」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.740」で紹介した通り、

OPEC が公表した２２年３月のベネズエラ産油量は日

量６９．７万バレルだった。 

 

今後の産油量の動向について、ベネズエラ人経済学者ネ

ルソン・エルナンデス氏は、「暫くは現在の産油量が続

く」との見通しを示し、「安定的に日量１００万バレル

を産出できるようになるのは２０２３年８月頃になる

と考えている」との見解を示した。 

 

「産油量が回復し始めたのは２０２０年６月から。増減

を繰り返しつつも徐々に産油量は増えている。 

２０年３月～２２年３月までに日量３６万バレル、平均

の産油量は増加した。 

 

単純計算すると、毎月１．７万バレルずつ増えているこ

とになり、今の産油回復速度が続くのであれば、２０２

３年８月頃に日量１００万バレルになる。」 

と指摘した。 

 

ただし、米国の経済制裁により外国の企業がベネズエラ

での採掘活動に参加できないこと、制裁で融資を得るこ

とが出来ないことなど、産油量増加の障害になる点が多

く、これらの問題を解決することが重要と指摘した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e4e80511a7500460b3e075020a1dad3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.pdf
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社 会                        

「カラカス 市旗・市章・市歌の変更を決定」           

 

４月１３日 カラカス市議会は、カラカスの市旗・市章・

市歌の変更を決定した。 

 

新たな市旗・市章は以下の通り。 

市歌は先住民をモチーフにした歌になる。 

 

 
（写真）カラカス市議会 

 

「米国 ベネズエラ GOLD 密売者に有罪判決」                  

 

４月１２日 米国フロリダ州裁判所は、フロリダ州で防

弾車関連のサービスを提供していた会社「Transvalue」

の元役員ヘスス・ガブリレラ・ロドリゲス氏に有罪判決

を宣告。 

 

報道によると、自身の会社を通じてベネズエラの

GOLD をクラサオ経由で米国に運び、１．４億ドル相

当のマネーロンダリングを行ったという。 

 

米国政府は、制裁でベネズエラの GOLD 取引を禁止し

ており、米国内にベネズエラの GOLD を持ち込み販売

することは法律違反になる。 

 

ロドリゲス氏は、何らかの司法取引を行ったと思われ、

「拘束２年間の条件付きの自由」という比較的軽微な判

決だったようだ。 

 

２０２２年４月１４日（木曜）              

政 治                       

「独立野党 FV 全国規模の政党に？」         

 

４月１０日 独立野党「隣人の力（FV）」は、記者会見

を実施。FV は拡大しており、全国規模の政党になって

いると主張した。 

 

FV は独立野党に位置づけられている新興の野党政党。

党首はチャカオ市の市長を務めるグスタボ・ドゥケ市長。 

 

主要野党（マドゥロ政権と敵対的）とも穏健野党（マド

ゥロ政権に理解的）とも異なるスタンス（マドゥロ政権

とは一線を画すが、協力的にも敵対的にもならない）を

示している。 
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独立野党はベネズエラ国内の野党グループの中では最

も勢いのあるグループだが、FV の勢力圏はカラカス、

ミランダ州、ヌエバエスパルタ州など一部地域に留まっ

ている。 

 

この点について、FV は全国の市議・州議など政治関係

者を取り込んでおり、全国規模の政党になっていると主

張した。 

 

ここ最近「大衆意思党（VP）」から離党者が続出してい

る。この状況について、VP のヒルベル・ガロ元議員は

「FV が党員を引き抜いている」と非難していた。 

 

恐らくガロ元議員の指摘は事実で、FV は規模を大きく

するために VP の党員を引き抜いていると思われる。 

 

なお、FV は野党の大統領選統一候補を決めるための予

備選挙を行うよう要請している。 

 

FV は新興政党のため組織力の面で劣っているが、主要

野党の協力があれば、２０２４年の大統領選に FV から

候補者が出来る可能性はゼロではないだろう。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

 

 

 

「国連 El Nacional 差し押さえの説明求める」           

 

国連で人権・表現の自由調査員を務めている Lrene 

Khan 氏は、マドゥロ政権に対して野党系メディア「El 

Nacional」本社を与党ナンバー２ディオスダード・カベ

ジョ PSUV 副党首（国家議員）に引き渡した理由につい

て説明するよう求めた。 

 

「El Nacional」は、ベネズエラ国内では最も知名度の高

い野党系メディアだった。 

 

しかし経済低迷と同時に業績が悪化。紙媒体での新聞発

行を停止し、現在はデジタル媒体として情報配信を続け

ている。 

 

以前「El Nacional」はスペイン系メディア「ABC」通信

の記事を引用し、カベジョ PSUV 副党首が麻薬密売に

関与しているとの記事を報じた。 

 

本件について、カベジョ副党首は「El Nacional」を名誉

棄損で訴え、「El Nacional」側が敗訴。 

２３．７万ペトロ（約１，３５０万ドル）の賠償金支払

いを命じられた。 

 

しかし、「El Nacional」は同支払いを拒否。 

賠償金の支払い不履行を理由に、２２年２月にカラカス

にある「El Nacional」本社が差し押さえられた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.713」）。 

 

カベジョ副党首は、「El Nacional」本社をメディア学校

として使用すると表明しており、これまでに何度か「El 

Nacional」で与党系メディア関係者を対象としたイベン

トを行っている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
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「労働の日に購買力回復の政策を実施」           

 

マドゥロ大統領は、５月１日の「労働の日」について 

「私は５月１日に労働者と年金受給者の購買力を回復

するための計画の準備を進めている。我々は断続的に給

料や集団労働条件を改善していく必要がある。既にその

一歩を踏み出している。」と発言。 

 

ベネズエラでは例年５月１日に最低賃金が改定される。 

 

今回は３月に最低賃金が改定されているため、再び最低

賃金が上昇するかは不透明。 

 

マドゥロ政権が登録を求めている「祖国カード」の保有

者に対する、現金支給などの可能性もありそうだ。 

 

経 済                       

「野党関係者ら バイデン政権に制裁緩和を要請    

  ～制裁を支持しているのは国民の１０％～」            

 

４月１４日 ベネズエラの野党政治家・財界・学術界関

係者からなる２５名の関係者が、米国のバイデン大統領

およびブリンケン国務長官あてに経済制裁緩和（特に石

油分野）を求める書簡を送った。 

 

同書簡にサインしている２５名のうち、主だった人物は、

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のホルヘ・ボッテ

ィ元代表、リカルド・クサノ元代表、 

世論調査会社「Datanalisis」のホセ・ビセンテ・レオン

社長、 

経済学者のフランシスコ・ロドリゲス氏、タマラ・エレ

ラ氏、ルイス・オリベロス氏、ビクトル・アルバレス氏、

ラファエル・キロス氏、マイケル・ペンフォード氏、 

野党政治家（第一正義党）のホセ・ゲラ氏など。 

 

 

 

書簡では、「７５％のベネズエラ国民が制裁を明確に拒

絶しており、制裁を支持しているとのは１０％」と指摘。 

多くの国民が制裁に拒否感を示しており、支持している

のは少数と指摘した。 

 

他、人道的な観点から早急にベネズエラの問題を解決す

る必要があると主張。早期の経済制裁緩和に向けて検討

をするよう求めた。 

 

米国の経済制裁は「ベネズエラ国民のため」という名目

があり、ベネズエラ経済界・経済学者らが「ベネズエラ

国民のためになっていない」というのであれば、制裁の

正当性は損なわれる。 

 

米国政府はベネズエラの経済制裁緩和（特に石油分野へ

の制裁）を検討しており、この書簡自体バイデン政権が

仕向けたものの可能性は高そうだ。 

 

特に大きなニュースなどなければ次号の「ウィークリー

レポート」でどのような内容が書かれているのかを紹介

したい。 

 

（写真）Joshua Goodman 記者 
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「９割の国民 生活水準は改善していない」            

 

経済学者のオーランド・オチョア氏は、ベネズエラの状

況について、 

「ベネズエラ国内に住む２，８５０万人のうち１％、つ

まり、２８．５万人の高所得者だけがレストランやコン

サートなどを楽しんでいる」と指摘。 

 

ベネズエラ国民、特に公務員の給料は月額４０ドル前後

で、生活水準は改善していないとした。 

 

なお、「ベネズエラ金融観測所（OVF）」によると、民間

企業の給料は管理職クラスで月額２３４．７ドル、専門

職で同１５２．７ドル、作業員などで同１００ドル程度

となっている。 

 

社 会                       

「グアコ ５月よりベネズエラで全国ツアー」                

 

ベネズエラ出身の有名な音楽グループは複数存在して

おり、「Guaco（グアコ）」というバンドもベネズエラで

最も成功したグループの一つだ。 

 

「Guaco」はスリア州マラカイボの伝統音楽「ガイタ」

をベースとした音楽グループで世界的にも多くの賞を

獲得している。 

 

現在「Guaco」は米国を拠点に活動しているが、同グル

ープが５月～６月にかけてベネズエラで全国ツアーを

行うとのことで話題になっている。 

 

コンサート入場料は、席によって異なり、最も安い席で

３３ドル。最も高い席で１，６５０ドルだという。 

 

 

 

 

「Guaco」の音楽は YouTube で聞ける。ガイタの雰囲

気が強い曲「Vivo」のリンクを紹介したい。 

 

 

（写真）Guaco 

 

「Saime パスポート受け取りの遅延に罰金」         

 

ベネズエラでパスポート発行を行っている「出入国管理

局（Saime）」は、パスポートの発行を依頼した人で、発

行通知を受けたにもかかわらず取りに来ない人に対し

て罰金を科すと発表した。 

 

Saime のグスタボ・ビスカラ局長によると、現在非常に

多くのパスポートが受け取り待ちで滞留しているとい

う。 

 

いくらの罰金を要求されるかは明らかにされなかった

が、受け取り遅延者は Saime 事務員の計算に従い罰金

を支払う必要があるとした。 

 

以上 

https://www.youtube.com/watch?v=BSQoW0hcA0M

