
 VENEZUELA TODAY 
２０２２年４月６日～４月７日報道               No.７３８   ２０２２年４月８日（金曜） 

1 / 8 

（写真）検察庁 “サアブ検事総長が与党国会で演説、グアイド議長の違法行為を捜査中と説明” 

 

 

２０２２年４月６日（水曜） 

 

政 治                     

「マチャド VV 党首 CNE 運営の予備選を拒絶 

～マニュアル作業による集計を求める～」 

「与党国会 アレックス・サアブ氏は外交官」 

「マドゥロ大統領 人権団体・穏健野党と会合」 

経 済                     

「クレディスイス ２２年のベネズエラ経済予想 

～GDP２０％増、年間インフレ率７０％～」 

「中央銀行 ３月のインフレ率１．４％」 

「ドル決済の受け取り拒否には罰則？」 

「Chevron ライセンスは更新される見通し」 

２０２２年４月７日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 グアイド議長へ拘束圧力 

～２３の罪状で捜査、捜査はほぼ終了～」 

「OPS ベネズエラへワクチン供給を継続」 

経 済                    

「Fedecamaras 大規模金融取引税の改定を提案 

～税率１％、個人・食品・医薬品など免除～」 

「5 つの金融機関に８５％の預金が集中」 

「Tacoa 発電所 資材を鉄くずとして売却？」 

社 会                    

「２０２２年の農業栽培（冬季）は順調」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年４月６日～４月７日報道               No.７３８   ２０２２年４月８日（金曜） 

2 / 8 

 

２０２２年４月６日（水曜）             

政 治                       

「マチャド VV 党首 CNE 運営の予備選を拒絶     

   ～マニュアル作業による集計を求める～」       

 

野党は２０２４年の大統領選統一候補の検討を進めて

いる。野党の多くのグループが「投票を通じた統一候補

の決定」を求めており、投票で統一候補が決まることに

なりそうだ。 

 

本件について、４月６日 急進野党「ベネズエラ主導党

（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、自身のソ

ーシャルメディアにメッセージ動画を投稿。 

 

マドゥロ政権に資するような行為は、ベネズエラ国民の

飢餓と苦痛を続ける行為であり、完全に拒絶する必要が

あると指摘。 

 

マドゥロ政権に掌握された「選挙管理委員会（CNE）」

が運営する予備選挙を拒絶した。 

 

予備選挙に関するマチャド党首の提案は以下の通り。 

 

１．CNE の一切の関与を排除 

２．最高裁の一切の関与を排除 

３．国家計画（マドゥロ政権）の一切の関与を排除 

４．投票機は使用せず、マニュアル集計を行う 

５．国外のベネズエラ人も投票に参加できる 

 

筆者の懸念は CNE を巻き込むことなく投票を実施する

と、少数野党だけの意見が国民の総意であるかのように

認識されてしまうことだ。 

 

 

 

 

２０１７年７月、主要野党は「マドゥロ政権が実施する

制憲議会選挙の実施を認めるか？」を国民に問うマニュ

アル投票を行ったことがある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.007」）。 

 

外国に移住したベネズエラ人らの投票も受け入れ、約７

５０万人（有権者の約３５％）の投票を得た。 

 

投票率３５％はベネズエラでは低い数字だ。２０１７年

当時は野党の勢いが強く、投票に行った３５％は全員が

野党支持者だったと言える。 

 

仮に野党の支持が大きく低下した２０２２年に野党に

よる野党のための投票を実施した場合、投票率は２０％

前後で終わるだろう。 

 

野党支持者だけで決めた方針が野党の指針になる場合、

野党は国民の大多数が求める方向とは異なる方向に進

むことになるだろう。 

 

当然、筆者と同じ懸念を持つ野党政治家もおり、投票で

野党を統一することは出来ず、現状と変わらないだろう 

 

 

（写真）マチャド VV 党首 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170717No.7.pdf
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「与党国会 アレックス・サアブ氏は外交官」         

 

４月６日 与党国会は、米国で拘束されているアレック

ス・サアブ氏について、ベネズエラ外交官として外交官

に保障された条件を尊重するよう求める声明を全会一

致で決定した。 

 

ウィーン条約では、外交官の身柄を他国政府が拘束する

ことは原則できない。 

 

マドゥロ政権は、アレックス・サアブ氏がカボベルデで

拘束される以前から「外交官」として活動していたと主

張。 

カボベルデ拘束中に「アフリカ連合」のベネズエラ代表

大使に任命している。 

 

また、与野党協議ではサアブ氏を交渉テーブルに着ける

よう提案している。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、 

「カボベルデ政府はアレックス・サアブを貶めた行動に

対して、恥を感じなければいけない。カボベルデは米国

のように国家の権限をないがしろにした。 

 

アレックス・サアブはベネズエラ国民が受けている強烈

な迫害に対抗した。それが理由で米国の復讐を受けた。」 

と主張。 

 

米国政府に対して、サアブ氏の即時解放を求めた。 

 

なお、サアブ氏については米国「麻薬捜査局（DEA）」

や「連邦捜査局（FBI）」の内通者として活動していた履

歴があることも暴露されている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.717」）。 

 

 

 

「マドゥロ大統領 人権団体・穏健野党と会合」                  

 

４月５日 マドゥロ大統領は、大統領府（ミラフローレ

ス）で民間人権団体の関係者らと会合を行った。 

 

同会合にはホルヘ・ロドリゲス国会議長、シリア・フロ

ーレス大統領夫人らも同席した。 

 

会合に出席した人権団体は「Accion Solidaria（連帯行動）」

「Fetrasalud（保険連合）」「Monitor Salud（医療モニタ

ー）」「ベネズエラ選挙観測所（OEV）」。 

 

加えて、２０２１年まで「Fedecamaras（ベネズエラ経

団連）」の代表を務めていたリカルド・クサノ氏も同席

していた。 

 

人権団体の代表は「政治的な理由で我々の活動は制限さ

れており、政治的な障害を減らすためにこの会合に参加

した」と説明。建設的な合意を経てベネズエラを前進さ

せるようマドゥロ大統領に求めた。 

 

また、同日にマドゥロ大統領は穏健野党とも会合。 

 

マドゥロ大統領は、今後予定される与野党協議について、

「これまでより広範囲なグループが対話に参加するこ

とを望んでいる」と言及。 

 

次の与野党協議には穏健野党や恐らく上記の人権団体

などが加わる可能性があることを示唆した。 
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経 済                        

「クレディスイス ２２年のベネズエラ経済予想    

  ～GDP２０％増、年間インフレ率７０％～」           

 

「Credit Suisse」は、２０２２年のベネズエラの経済見

通しについて、外貨収入が前年比４０％増え、経常収支

について４０億ドルのプラスと予想。 

 

経済成長率は前年比２０％増、インフレ率について前年

比７０％増と予測した。 

 

なお、同行はこれまで２２年のベネズエラGDPは同４．

５％のプラスとしており、原油価格の高騰を受けて大き

く上方修正したことになる。 

 

クレディスイスは、ベネズエラが現在も石油経済国であ

ると主張。 

 

２０２１年のベネズエラ産油量は日量５５万バレルだ

ったと指摘。そこから日量１０～１５万バレル増加する

ことは、産油量が２０～２５％増えることを意味する。 

この数字を加味すると、GDP２０％増という数字が客

観的に算出されるとした。 

 

なお、米国がベネズエラの石油産業への制裁緩和を検討

している点について、 

「米国がロシア産原油の輸入を停止したことで日量７

０万バレル相当の不足が起きている」と指摘。 

「制裁が緩和されればベネズエラの産油量は増加し、ロ

シア分の穴を完全にふさぐことは出来ないが、不足を補

う助けになる」との見解を示した。 

 

２０２１年も多くの経済調査会社がベネズエラ経済に

ついて悲観的な見通しを示す中、クレディスイスは前年

比８．５％増と強気な予想をしていた。 

 

 

２０２１年のベネズエラ GDP について、マドゥロ政権

は公表していないが、５～７％程度のプラス成長と考え

られており、遠くない予想だったと言えそうだ。 

 

「中央銀行 ３月のインフレ率１．４％」                  

 

４月６日 中央銀行は、２２年３月のインフレ率を公表

した。 

 

中央銀行によると、３月のベネズエラのインフレ率は前

月比１．４％増。２１年９月から７カ月連続で１桁台の

インフレ率となった。 

 

なお、インフレ率同１．４％増は２０１２年８月以来の

最も低い水準となっている。 

 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 
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品目別では「教育サービス」が先月比１２．２％、「通

信」が同１１．１％と比較的高かったが、それ以外は５％

以下となっている。 

 

また、アルコール飲料・たばこは△１．３％と先月より

価格が下がったとしている。 

 

なお、野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は３月のインフレ率について１０．５％とし

ているが、品目別に見ると「家具」が１０５．９％増と

インフレ率を引き上げており、それ以外は先月より物価

が下がった品目も多い。 

 

「ドル決済の受け取り拒否には罰則？」         

 

３月２８日にベネズエラで大規模金融取引税法が改定

され、ドル建て・デジタル通貨建て（ペトロ除く）の取

引に一律３％の税が課されることになった。 

 

しかし、運用方法には不明な点が多く、罰則を恐れて店

側が外貨建ての決済を受け付けない事例が増えている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.737」）。 

 

４月６日 この状況を受けて、会計監査総長を務めるエ

ルビス・アモロソ氏は、「ベネズエラ経団連

（Fedecamaras）」「ベネズエラ商業サービス連合会

（consecomercio）」らに対して、「顧客に決済の仕方を

指示することは出来ない」と指摘。 

 

検察らを全国の小売店に派遣し、実情をチェックすると

説明した。 

 

また「受け取りを拒絶することはベネズエラに混乱をも

たらそうという企業界の金融攻撃」との見解を示し、ド

ル建て決済の受け取り拒絶について罰則を科す可能性

があるとした。 

 

なお、大規模金融取引税法を違反した場合、罰金刑・ひ

どい場合は禁錮刑を科される可能性がある（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.736」）。 

 

法律を順守するための仕組みが出来ていない状態で、違

反者を脅迫するのは問題だろう。 

 

「Chevron ライセンスは更新される見通し」         

 

ロイター通信は、グアイド暫定政権に任命された

PDVSA 役員（オラシオ・メディナ氏）からコメントを

入手。 

 

バイデン政権はシェブロンに与えている制裁ライセン

スを更新するだろうとの見解を示した。 

 

現在、バイデン政権は、トランプ政権時代にベネズエラ

で活動する米国エネルギー会社に与えたライセンスを

そのまま継続している。 

 

つまり、ベネズエラの原油調達の禁止、石油燃料販売の

禁止、ベネズエラでの採掘活動などの禁止。 

 

施設メンテナンスや警備員の配置など施設を維持する

ために必要最低限の活動のみをライセンスで許可して

いる。 

 

メディナ氏は、「更新されるライセンスはこれまでと全

く同じものになるだろう」との見解を示している。 

 

現在、シェブロンがベネズエラ国内で活動が再開すると

の観測が高まっているが、同ライセンスの内容を変える

ことなく更新された場合、シェブロンは今後もしばらく

ベネズエラで経済活動が出来ないことになるだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5ca3d3c21aa21512b5934a9a2fdecc66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b57284928d760267f84f9ea3ea1f6cc9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b57284928d760267f84f9ea3ea1f6cc9.pdf
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２０２２年４月７日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 グアイド議長へ拘束圧力       

   ～２３の罪状で捜査、捜査はほぼ終了～」        

 

４月７日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、与

党国会に出席。 

 

２０２１年の検察庁の活動について報告した。 

同報告の際、グアイド議長について「２３件の罪状で捜

査を行っている」と説明。 

 

具体的に指摘された罪状は 

「違法に CITGO 役員を任命したこと」 

「人道支援金の汚職」 

「違法に Monomeros 役員を任命したこと」 

「違法にガイアナ公社の役員を任命したこと」 

「英国銀行にある中央銀行の GOLD を奪おうとしてい

ること」など。 

 

またアモロソ会計監査総長も与党国会にて、１６年～２

０年にかけて野党国会の犯した罪について「ほぼ全ての

捜査が終わっている」と指摘。 

 

検察庁と共同で捜査を進め「グアイド議長を牢獄に入れ

るために出来ることを全てする」と宣言した。 

 

「OPS ベネズエラへワクチン供給を継続」           

 

「米州保険機構（OPS）」は、マドゥロ政権は現在１，

１００万ドルの支払いが遅れていると指摘。 

 

支払い遅延が起きているが、OPS はベネズエラへのワ

クチン供給を続けると説明した。 

 

 

OPS の Jarbas Barbosa 副代表は、「ベネズエラが債務を

履行するための協議を続けている。」と説明。「ただし、

債務があることはワクチン供給を妨げることにはなら

ない」と補足した。 

 

なお、この債務は４０年前から機能している「ワクチン

借り換え基金」を使用しており、ラテンアメリカ・カリ

ブ海各国がワクチンを必要とするときに政府の要請に

より使用できる仕組みだという。 

 

経 済                       

「Fedecamaras 大規模金融取引税の改定を提案    

 ～税率１％、個人・食品・医薬品など免除～」            

 

４月７日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカル

ロス・フェルナンデス代表は、「Union Radio」のインタ

ビュー番組に出演。 

 

マドゥロ政権に対して大規模金融取引税法を改定する

よう求めた。 

 

具体的な提案は、税率を現在の３％から１％に引き下げ

ること。１年間、暫定的に１％で課税を行い、経済情勢

などを踏まえながら税率の変更について評価するべき

との見解を示した。 

 

また、この種の税金はこれまで金融機関がシステム上で

行っており、企業側が対応していなかったと指摘。 

 

「全ての特別納税者が SEBIAT へ納税する支払い義務

を負っているが、現在ベネズエラ国内には多くの特別納

税者がおり、作業負担が大きくなっている」とし、少な

くとも「特別納税者」と認識されている個人は納税の義

務を免除されるべきとした。 
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他、大規模金融取引税は購入する商品に関わらず課され

ており、食料品や医薬品の場合も課税されると指摘。 

生活必需品に課税はするべきではないと訴えた。 

 

一律３％の大規模金融取引税はドル建ての取引に対し

て課している税金なので、ボリバル建てで支払えば免れ

る話ではあるが、ドル経済が深化した現在のベネズエラ

では取引通貨を再びボリバルに戻すのは容易ではない

のだろう。 

 

「5 つの金融機関に８５％の預金が集中」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、２２年２月の金融機

関の状況に関する資料を公表した。 

 

同資料によると、現在ベネズエラで最も資産規模が大き

な金融機関は国営金融機関「ベネズエラ銀行（BDV）」。 

約 BsD.３３．１億の資産を保有しており、ベネズエラ

金融機関が保有する総資産の６６．２％を占める。 

前年同期比１２３．７％増となる。 

 

次に多かったのは民間金融機関「Banco Provincial」で

BsD.３．４億。同６．８％を占める。なお、前年同期比

で１１７．１％増加している。 

 

続いて民間金融機関の「Banco Nacional de Credito」が

約 BsD.２．８億で同５．６％を占めている。前年同期

比２９２％増と大きく伸ばしている。 

 

４番目は国営金融機関「Banco del Tesoro」。 

資産額は約 BsD.１．８億で同３．５％を占めている。 

 

５番目は民間金融機関「Mercantil」。 

資産額は約 BsD.１．５億で同３．０％を占めている。 

 

これら上記５つの金融機関が８５％を占めていること

になる。 

 

 

 

 

 

 

（写真）銀行監督局（SUDEBAN） 
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「Tacoa 発電所 資材を鉄くずとして売却？」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.736」で、マドゥロ政権が

外貨を稼ぐための手段として鉄くずや廃材を輸出して

いるとの記事を紹介した。 

 

本件に関連して、ラグアイラ州（旧バルガス州）にある

タコア火力発電所の資材が鉄くずとして輸出されてい

る（可能性がある）との記事が報じられた。 

 

弁護士 Zair Mundaray 氏によると、「マドゥロとそのマ

フィアが秘密裏にタコア発電所を解体し、鉄くずとして

売却しようとしている」と警鐘を鳴らした。 

 

Mundaray氏は自身のソーシャルメディアのアカウント

にタコア製油所の写真を複数投稿。劣化している施設と

多くの鉄くずが写っている。 

 

 

 

（写真）@MundaraZair 

 

社 会                       

「２０２２年の農業栽培（冬季）は順調」             

 

「農業技術者団体」のサウル・ロペス代表は、２０２２

年５月に始まる冬季の農産品の栽培について 

「前年より２８．５７％ほど増え、１ヘクタール当たり

３．５トン～４．５トンになるだろう」 

との見解を示した。 

 

サウル代表は作物ごとの収穫見通しについて言及。 

 

「とうもろこしは今期２７万ヘクタールを作付けし、８

１万トンが収穫できる見通し」と説明。 

「米は４．５万ヘクタール栽培し、１５．２万トンが収

穫できる見通し」と説明した。 

なお、その他作物を含めて約５０ヘクタールで農産品が

栽培されるという。 

 

ただし、この目標を達成するためには肥料１５万８，４

１２トンが必要。ペキベンが肥料の生産量を増やしてい

るようだが、それでも４％ほど足りていないという。 

 

以上 


