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（写真）国家通信センター（野党国会） “野党 罷免投票を模索せず、２０２４年の大統領選に焦点を絞る” 

 

 

２０２２年１月２４日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権の元担当官 Gedeon 作戦に言及 

～資金提供者が見つからず計画は終了？～」 

「与党国会 グアイド暫定政権の犯罪追及で合意 

～グアイド政権 国際社会に支援求める～」 

「PSUV 副党首 署名者リストの公表求める」 

経 済                     

「マラカイボ企業 ４７％が売り上げ増」 

社 会                     

「ベネズエラ労働者給料 １年で７１．５％増」 

「２月からスペイン路線を再開」 

２０２２年１月２５日（火曜） 

 

政 治                    

「主要野党 罷免投票は模索せず 

～２０２４年の大統領選に注力～」 

「国連人権理 マドゥロ政権の人権侵害を議論」 

「EU ベネズエラへの選挙監視団の派遣を評価」 

「罷免投票の署名集め 会場リストを公開」 

経 済                    

「Conindustria ５３．２万人の雇用を創出」 

社 会                    

「汚職国調査 ベネズエラ１８０カ国中１７７位」 

「ベネズエラ移民 ５カ国を移動し亡くなる」 
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２０２２年１月２４日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権の元担当官 Gedeon 作戦に言及   

  ～資金提供者が見つからず計画は終了？～」       

 

１月２４日 米国系メディア「Vice News」は、グアイ

ド暫定政権で戦略リスクマネジメントを務めていた J.J.

レンドン氏のインタビュー記事を投稿。 

 

２０２０年５月に起きた「Gedeon 作戦」について言及

した。 

 

「Gedeon 作戦」は、野党が計画したマドゥロ政権倒壊

作戦。２０年５月に実行されたがマドゥロ政権の内通者

がいたため計画は筒抜けで、失敗に終わったクーデター

未遂事件である（「ウィークリーレポート No.148」）。 

 

当時、グアイド暫定政権は関与を否定したがクーデター

を実行したゴドレウ氏がグアイド暫定政権との契約書

を公開。レンドン担当官の個人名義でゴドレウ氏に着手

金を支払っていたことも明らかになった。 

 

作戦との関係を否定できなくなり、グアイド政権下で戦

略リスクマネジメント担当を務めていた J.J レンドン担

当官と「大衆意思党（VP）」のセルヒオ・ベルガラ担当

官が辞任することで幕を引いた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.444」）。 

 

当時、グアイド暫定大統領の署名や音声も流出しており、

グアイド暫定大統領も「Gedeon 作戦」に関与していた

可能性は極めて高かったが、本件はうやむやにされたま

ま現在に至っている。 

 

本件について、レンドン担当官はグアイド暫定大統領も

「Gedeon 作戦」のことを認識していたと言及した。 

 

レンドン氏によると、「Gedeon 作戦」の計画を実行する

にはゴドレウ氏が資金提供者を見つけてくることが契

約条件となっていたという。 

 

しかし、ゴドレウ氏は資金提供者を見つけることが出来

ず、この時点でグアイド暫定政権は「Gedeon 作戦」か

ら降りたと主張。 

 

一方、ゴドレウ氏はコロンビアで「Gedeon 作戦」の計

画を進行させたと主張している。 

 

なお、ゴドレウ氏はコロンビアで計画を進めている間も

レンドン氏から支払いを待つよう何度も言われていた

と主張しており、両者の意見が食い違っている。 

 

「与党国会 グアイド暫定政権の犯罪追及で合意    

     ～野党国会 国際社会に支援求める～」        

 

与党国会は、ファン・グアイド氏の責任を明確にするよ

う検察庁に求めるプロジェクトに合意した。 

 

ペドロ・カレーニョ議員は、グアイド議長について「ベ

ネズエラ国民の生活の質を悪化させる違法行為を行う

犯罪者」と指摘。「国民はグアイド氏に責任を負うよう

求めている」と主張した。 

 

この求めについては与党国会で野党議員として活動し

ているアルフォンソ・カンポス議員（穏健野党 El 

Cambio の議員）も賛成。検察庁にグアイド氏が行って

きた汚職などの犯罪を明らかにするよう求めた。 

 

この状況を受けて、１月２４日 グアイド暫定政権率い

る野党国会は「グアイド暫定大統領がマドゥロ政権に逮

捕されそうになっている」と主張。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
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国際社会に対して、マドゥロ政権の圧力に対抗するため

の支援を求めた。 

 

グアイド議長を逮捕できるかは不明だが、このままマド

ゥロ政権が野党への圧力を強めれば、複数の野党議員が

拘束される可能性はあるだろう。 

 

「PSUV 副党首 署名者リストの公表求める」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.706」の通り、マドゥ

ロ大統領の解任を求める罷免投票を行うための署名集

めが１月２６日に行われる。 

 

１月２４日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

のディオスダード・カベジョ副党首は、記者会見を実施。 

 

罷免投票で署名した人のリストを公表するよう「選挙管

理委員会（CNE）」に要求すると宣言した。 

 

「我々は罷免投票に署名した人のリストを CNE に求め

るためあらゆる権利を行使する。ルールは簡単だ。もし

罷免投票を求めるのであれば、その意思を隠してはいけ

ない。」と述べた。 

 

罷免投票の署名者が公開されるのは投票の匿名性の侵

害であり、明らかに問題だが、ベネズエラでは２００４

年２月、故チャベス元大統領の罷免投票を求めた人のリ

ストが公表されたことがある。 

 

このリストは、リストを公開した与党議員ルイス・タス

コン氏の名前にちなみ「タスコン・リスト」と呼ばれた。 

 

事実かどうかは不明だが、このリストに載っている人々

は公的サービスを利用するにあたり、嫌がらせをうけた

と報じられており、ベネズエラの選挙の匿名性について

大きな疑念を生んだ事件として現在も尾を引いている。 

 

カベジョ PSUV 副党首が本当にリスト公開を求めるか

どうかは別として、罷免投票の署名を減らす効果がある

のは間違いないだろう。 

 

経 済                        

「マラカイボ企業 ４７％が売り上げ増」           

 

スリア州マラカイボ商工会議所は、２０２１年第４四半

期の企業アンケートを実施した。 

 

アンケートの結果、４７％の回答企業が「売り上げが増

加した」と回答。 

 

また、５７％の回答企業は「２０２１年第３四半期と第

４四半期で商品（財・サービス）の価格を変えていない」

と回答した。 

 

他、４７％の回答企業は「雇用している労働者の人数は

２１年第３四半期と変わらなかった」と回答した。 

 

４９％の回答企業は、２１年第４四半期の自社の業績に

ついて「好ましい」と回答。 

 

「投資を増やした」と回答した企業は４０％。 

投資した内容について、「在庫」は３４％、「人材」は２

８％、「設備」は１７％だった。 

 

２０２２年第１四半期の経済見通しについて、 

５１％の企業は「現状を維持する」と回答。 

５５％の企業は「金額は上昇する」と回答。 

７２％の企業は「雇用は現状を維持する」と回答。 

５５％の企業は「同じレベルの投資を維持する」と回答

した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47313025c383dd22a0fe48b80c7b6e19.pdf
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社 会                        

「ベネズエラ労働者給料 １年で７１．５％増」           

 

「ベネズエラ金融観測所（OVF）」は、２０２１年の労

働者給料額の推移に関する調査結果を公表した。 

 

この調査はカラカス首都区にある商業・サービス企業３

５４社を対象に行ったものだという。 

 

２０２１年末時点の「一般労働者」の平均給料は月８０．

２ドル。「専門職」の平均給料は１３５．３ドル、「管理

職」の平均給料は２１０．１ドル。 

 

現在の１カ月の基礎食糧費は４００ドルを超えている

と言われており、「管理職」の平均給料でも家族の食費

を賄うことは難しい。 

 

なお、この給料は２０２１年１月時点を１００とすると

ドル建てで１７１．５になったことを意味する。 

 

つまり、１年で労働者の給料がドル建てで７１．５％増

加したことを意味する。 

 

 

（写真）OVF 

 

 

「２月からスペイン路線を再開」                  

 

１月２４日 「民間航空監督局（INAC）」は、ベネズエ

ラ―スペイン間（カラカス―マドリッド）の国際線の運

航を再開すると発表した。 

 

運航を許可された航空会社は「Air Europa」と「Plus 

Ultra」のみ。 

 

「Air Europa」は２月１日から再開（火曜に週１便）。 

「Plus Ultra」は２月１０日から再開（木曜に週１便）

するという。 

 

「Air Europa」の運賃は往復８１８ドル。 

「Plus Ultra」の運賃は往復８０７ドルだという。 

 

２０２２年１月２５日（火曜）              

政 治                       

「主要野党 罷免投票の実施は模索しない      

      ～２０２４年の大統領選に注力～」        

 

主要野党を中心とした団体「統一プラットフォーム」の

ロベルト・ガルシア報道官は、「Union Radio」のインタ

ビュー番組に出演。 

 

１月２６日に予定されている罷免投票について「署名集

めは成功する可能性が一切ない罠だ」と指摘。署名集め

に参加しない意思を表明した。 

 

また、２０２４年の大統領選に焦点を当てて行動すると

の方針を示し、そのためにどのように団結をすることが

できるか、地域単位で相談を始めると説明した。 

 

本件のメディアの扱いは小さいが個人的には重要性は

かなり大きいと考えている。 
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２０２２年、ベネズエラで最も大きな政治イベントは

「罷免投票」だった。主要野党が罷免投票を放棄し、２

０２４年の大統領選に注力するスタンスを示したこと

で、２０２２年の政治イベントは実質的になくなったと

理解できる。 

 

「２０２４年の大統領選に注力する」ということは、２

０２４年までマドゥロ政権が存続することがほぼ確定

したと言える。 

 

つまり、主要野党は、「２０２３年もグアイド暫定政権

を存続させるのかどうか」「２０２２年、２３年の２年

でどのようにマドゥロ政権から選挙条件を勝ち取って

いくのか」を考えることになる。 

 

ガルシア報道官の発表は、主要野党の今後数年に影響す

る大きな決断だったと言えるだろう。 

 

また、ガルシア報道官は２月１２日に抗議行動を行うと

発表。支持者らの動員を呼びかけた。 

 

ただし、Covid-１９の新規感染者が拡大傾向にある中、

多数を動員するイベントを連続で行うのは困難だろう。 

 

２０１７年に起きたように抗議行動が拡大することは

ないのではないか。 

 

「国連人権理 マドゥロ政権の人権侵害を議論」           

 

１月２５日 国連人権理事会は、マドゥロ政権の人権侵

害について議論を行った。 

 

マドゥロ政権が「米国の経済制裁がベネズエラ国民の人

権に対して悪影響を与えている」と非難し、欧米がマド

ゥロ政権の人権侵害を非難するという代わり映えのな

い内容だった。 

 

その中で特筆に値するのはアルゼンチンのスタンスだ

ろう。 

 

アルゼンチンは、現在左派フェルナンデス政権であり、

マドゥロ政権に対してもやや同情的なスタンスを維持

している。 

 

しかし、アルゼンチン代表は「マドゥロ政権が人権侵害

を行っていたかどうかを確認するための包括的な調査

の実施を要請する」と主張。 

 

欧米側のスタンスを擁護する姿勢を示したことが注目

されている。 

 

「EU ベネズエラへの選挙監視団の派遣を評価」         

 

欧州連合は、２０２１年１１月にベネズエラで行われた

全国州知事・市長選に選挙監視団を派遣した。 

 

本件について、EU の外相ポジションにあたるボレル外

交委員長は「EU の選挙監視団派遣はベネズエラの民主

主義進展に良い影響を与えた」と評価した。 

 

EU の外交代表が、ベネズエラへの選挙監視団の派遣に

ついて肯定的に評価したのは一定の意味がある。 

 

仮にボレル外交委員長が「選挙監視団はベネズエラの民

主主義を進展させることに貢献できなかった」との見解

を示したとすれば、今後ベネズエラで行われる選挙に

EU から監視団が派遣されない可能性が高くなる。 

 

マドゥロ政権と欧州の政治関係が更に悪化し、欧州（ノ

ルウェー）が仲裁する与野党協議による問題解決が更に

困難になっただろう。 
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「罷免投票の署名集め 会場リストを公開」         

 

１月２５日 「選挙管理委員会（CNE）」は、１月２６

日に予定されているマドゥロ大統領の罷免投票の署名

集めを行う会場リストを発表した。 

 

署名集めを行う場所は全国１２００カ所に設置される

（実際のリストは「PUNTOS DE RECEPCION DE 

MANIFESTACION DE VOLUNTAD」参照）。 

 

ただし、現時点で会場設置が進んでいる様子はなく、予

定時刻の午前６時に署名集めが始まるかどうか懸念さ

れている。 

 

いずれにせよ、ほぼ全ての野党政党が署名集めを呼びか

けておらず、成立要件とされている「全国２３州・１首

都区で有権者の２０％を超える署名を獲得する」は不可

能だろう。 

 

経 済                       

「Conindustria ５３．２万人の雇用を創出」            

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のルイジ・ピ

セッラ代表は、「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

２０２２年に同国の工業界が支えている雇用は５３．２

万人と説明した。 

 

また、チャベス政権が発足する以前の１９９８年には、

工業界だけで１５０万人の雇用を支えており、労働者の

可処分所得は平均で月額３６０ドルだったとした。 

 

他、２０２１年は中央銀行が為替レートを安定化させる

ために大量のドルを両替市場に投入したため為替レー

トの動きは小幅なものにとどまったと説明。相対的にボ

リバルの価値が米ドルよりも上がったとした。 

 

社 会                       

「汚職国調査 ベネズエラ１８０カ国中１７７位」            

 

汚職など行政問題を扱う国際的な非営利団体

「Transparencia International」は、毎年更新している

「世界の汚職調査（２０２１）」を発表。 

 

ベネズエラは１００点満点中１４点で、調査対象となっ

た１８０カ国中１７７位となった。 

なお、最も評価が高かったのはデンマーク、フィンラン

ド、ニュージーランドで３カ国ともに８８点。 

 

南米で最も透明性が高いと評価されたのはウルグアイ

で１００点満点中７３点。日本と同率１８位だった。 

他、米国とチリは６７点、キューバは４６点、アルゼン

チンとブラジルは同率３８点、パナマ・ペルーは同率３

６点、メキシコは３１点だった。 

 

「ベネズエラ移民 ５カ国を移動し亡くなる」         

 

１月２５日 チリ政府は、ベネズエラから５カ国を渡り

歩いたベネズエラ人移民がチリ北部の国境で亡くなっ

たと発表した。 

 

亡くなったベネズエラ人は標高３，６００メートルに位

置するアンデス山脈の Pssiga Carpa 地区で亡くなった

ようで、同日の夜はひどい寒さだったという。報道によ

ると、亡くなった人は Pssiga Carpa 地区に着くまでに

５カ国を移動したという。 

 

先日もメキシコから米国に移住を試み国境を超える際

に川でおぼれて女児が亡くなった。ベネズエラ移民の増

加スピードは一時期よりも落ちついたが、今も続いてお

り、死者も増加している。 

 

以上 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2022/promocion_y_solicitud_de_referendo_revocatorio/documentos/puntos_rmv.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2022/promocion_y_solicitud_de_referendo_revocatorio/documentos/puntos_rmv.pdf

