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（写真）Lechuguinos “世論調査会社 Hinterlaces 野党政治家らの人気調査を公表” 

 

 

２０２２年１月１９日（水曜） 

 

政 治                     

「与党国会 最高裁組織法を改定 

～最高裁判事３２名から２０名に減員～」 

「罷免投票を申請した団体は主要野党と関係？」 

経 済                     

「PDVSA 経営陣 債務交渉のためクラサオ訪問」 

「CENDAS-FVM １２月の食費４３１．７ドル」 

「１２月の外貨預金総額 １１．４億ドル」 

「カラボボ州 化学品企業が火事」 

社 会                     

「メキシコから米国への越境で子供溺死」 

２０２２年１月２０日（木曜） 

 

政 治                    

「世論調査 野党の人気・不人気リーダー 

～政治家トップは急進野党リーダー～」 

「マドゥロ大統領 プーチン大統領と電話会談」 

経 済                    

「スターバックス商標権問題 原因が判明 

～マイアミでの商標使用が許可されていた～」 

「OFAC CITGO 制裁免除ライセンスを延長」 

社 会                    

「カラカス地下鉄が値上げ」 

「性認識差別を理由に検察庁へ訴え」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１月１９日～１月２０日報道            No.７０５   ２０２２年１月２１日（金曜） 

2 / 8 

 

２０２２年１月１９日（水曜）             

政 治                       

「与党国会 最高裁組織法を改定          

    ～最高裁判事３２名から２０名に減員～」       

 

１月１８日 与党国会は最高裁組織法の改定を承認し

た。 

 

昨年１２月２２日 マイケル・モレノ最高裁判長は、与

党国会に対して、最高裁判事の交代と減員を提案（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.695」）。 

 

この提案を受けて、与党国会で最高裁組織法の改定が議

論されていた。 

 

現在のところベネズエラに最高裁判事は３２名いるが、

今回の改定により２０名になる。 

 

最高裁には「憲法法廷」「選挙法廷」「政治管理法廷」「刑

事法廷」「民事法廷」の５つの法廷が存在する。 

 

各法廷にはこれまで７人の判事がいたが、今回の改定で

５人に減るという。 

 

５つの法廷に５人の判事が付くということは２５ポス

トがあることを意味する。 

 

つまり、２０名の判事のうち５名は別の法廷を兼務する

ことになりそうだ。 

 

これは筆者の想像に過ぎないが、最高裁の中でもマドゥ

ロ政権の方針に完全には従わない判事も多かった。 

 

この問題を解決するためマドゥロ政権の方針に異を唱

える判事を排除し、運営しやすくするために人数を減ら

したのではないだろうか。 

「Human Right Watch」のタマラ・タラチック氏は、今

回の改定について 

「ベネズエラは引き続き法の適切な執行に課題を抱え

ている。また、権力乱用も横行している。今回の最高裁

組織法の改定も誠実なものではない。」 

と非難した。 

 

なお、今回の判事減員に伴い、国会が最高裁判事の人事

を検討することになる。 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、新たな最高裁判事を検

討するための検討委員会を国会に設置した。 

 

「罷免投票を申請した団体は主要野党と関係？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.704」で紹介した通り、

３つの政治団体がマドゥロ大統領の罷免投票の実施を

「選挙管理委員会（CNE）」に申請した。 

 

罷免投票の実施を申請したのは、 

「Mover」というニックメル・エバンス氏が党首の離反

与党グループ。 

残りの２つの団体は、「罷免投票のための全員の団結

（Todos Unidos por el Referendo Revocatorio）」という

団体と「国家行政共同委員会（Comité Ejecutivo Nacional 

de Confedejunta）」という団体だという 

 

ニックメル・エバンス氏は離反与党としてよく知られた

人物で「Mover」の素性やスタンスは明らかだが、他の

２団体は全く知られていない。 

 

政治専門家エウヘニオ・マルティネス氏は、自身のツイ

ッターで「罷免投票のための全員の団結」の申請者は

Julio Cesar Scivioletto 氏と Gonzalo Antonio Contreras

氏と投稿。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6633fc2e6d5caf097d7667cc2f86d794.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a5e590b84a700351e07f4de59b1591eb.pdf
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両名共に無名の人物だが、ミランダ州ロステケスに住む

人物で、両者ともに主要野党と関係がある人物だという。 

 

もう１つの「国家行政共同委員会」については、現在も

素性が分かっていない。 

 

グアイド暫定大統領率いる主要野党は、グアイド議長が

自身を大統領と自認しているため、マドゥロ大統領の罷

免投票を申請することに大きな矛盾がある。 

 

その意味で、主要野党が前面に出て罷免投票を呼び掛け

ることは考えにくい。主要野党に近い第三者を動かすこ

とは十分に考えられるだろう。 

 

経 済                        

「PDVSA 経営陣 債務交渉のためクラサオ訪問」           

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、PDVSA が

クラサオにミッション団を派遣する準備をしていると

報じた。 

 

ミッション団派遣の目的は、返済できていない債務につ

いてだという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.704」で２０２１年末

時点での PDVSA の金融債務は合計で３４８．９億ドル

との記事を紹介した。同記事によると、PDVSA はクラ

サオ国営企業「Crazao RdK」に２００万ドルの金融債務

を負っている。 

 

PDVSA 側の提案は、欧州に PDVSA が保有している資

産の引き渡しに関連しているという。 

 

２１年９月 オランダ裁判所は「Crazao RdK」に対し

て、オランダにある PDVSA 企業「Propernyn」の資産

没収を認めた。 

 

当時の報道では、PDVSA は５，２００万ドルの債務を

抱えているとしており、PDVSA の金融債務報告書で書

かれている２００万ドルと一致しない（金融債務報告書

には商業債務が含まれないため、商業債務を含めて５，

２００万ドルということなのかもしれない）。 

 

米国の経済制裁下でベネズエラの債務再編はほとんど

進んでいないが、２１年に PDVSA はドミニカ共和国に

対して負っていた債務を返済しており、交渉意思のある

組織とは資産売却などの手段で債務再編に応じている

印象だ。 

 

「CENDAS-FVM １２月の食費４３１．７ドル」                  

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、１２月の基礎食糧費が

ドル建てで月額４３１．７１ドルだったと発表した。 

 

１１月の食糧費は、月額３９６．１９ドルだったので、

４０ドル近く上がったことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は月額 BsD.２，０２４．

７１。先月比６．５％増となった。２１年の年間インフ

レ率は５２５．８％だった。 

 

ここ数カ月ボリバル建てのインフレ率は、比較的安定し

ているが、為替レートのボリバル通貨の価値が下がる勢

いが以前より緩やかになっているため、ドル建てで見る

とコストが上昇する傾向にある。 

 

なお、食料品の中でも特に物価上昇が激しかったのは 

・果物、野菜類で先月比１９．９％増 

・砂糖、塩が同８．９％増 

・食肉が同７．５％増 

・コーヒーが同７．４％増 

となっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a5e590b84a700351e07f4de59b1591eb.pdf
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（写真）CENDAS-FVM 

 

「１２月の外貨預金総額 １１．４億ドル」         

 

現地経済コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２１年１２月のベネズエラ外貨預金額を

報じた。 

 

Aristimuño Herrera & Asociados によると、２０２１年

１２月のベネズエラ国内の外貨預金額は１１億３，７０

０万ドル。 

 

この金額はベネズエラ国内の預金総額全体の５２．３

８％になるという。つまり、４７．６２％はボリバル建

ての預金ということになる。 

 

２０２０年１２月当時と比べると外貨預金額は３９％

増えたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「カラボボ州 化学品企業が火事」                  

 

１月１９日 カラボボ州グアカラ市 Naranjillos 工業地

域で化学品会社から火事が起きた。 

 

ソーシャルメディア上に投稿された火災映像を見る限

りかなり大きな火災だったことが想像される。なお、火

災が起きた化学品工場の名前は確認できなかった。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

社 会                        

「メキシコから米国への越境で子供溺死」           

 

１月１８日 メキシコから河（Rio Bravo）を渡り米国

に越境しようとした７歳の女児が溺死した事件が起き

た。親子でこの河を渡ろうとしていたようで、母親は救

われたが、娘は救出できなかったという。 

 

本件について、グアイド暫定政権のカルロス・ベッキオ

在米ベネズエラ代表大使やダビッド・スモランスキ米州

機構のベネズエラ移民担当官らがマドゥロ政権の圧政

による人道被害を訴え、メディアで注目を集めている。 
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ただ、移民増の原因は経済悪化であり、経済制裁は移民

増のかなりの原因と言って過言ではない。 

 

マドゥロ政権に責任があるのはもちろんとして、制裁を

科している米国も、制裁を求めた野党も同様に責任者で

あることは明らかで非難されるべきだろう。 

 

今回の事件について、グアイド暫定政権が正義を掲げる

ことに疑問を感じる。 

 

個人的な推測だが、グアイド暫定政権は、米国政府を守

るために今回の事件をマドゥロ政権の責任にするよう

世論を先導したのかもしれない。 

 

この事件は、米国が移民受け入れに消極的だったからこ

そ起きた悲劇でもあった。 

 

メディアの流れによっては、米国政府の移民受け入れ姿

勢への批判に傾いても不思議ではなかった。 

 

そうならないように野党が先手をとってマドゥロ政権

の責任と訴えメディアの方向を反らしたのではないだ

ろうか。 

 

 

（写真）Instituto Nacional de Migración- La Nación 

 

 

 

 

２０２２年１月２０日（木曜）              

政 治                       

「世論調査 野党の人気・不人気リーダー       

     ～政治家トップは急進野党リーダー～」        

 

１月２０日 与党系の民間世論調査会社「Hinterlaces」

は、野党政治家の人気調査の結果を公表した。 

 

調査は２１年１２月にベネズエラ人１，２００人を対象

に行ったもの。調査の結果は以下の通り。 

 

 

（写真）Hinterlaces 
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「Desfavorable」（赤色の数字）は「好ましくない」 

「Faborable」（真ん中の数字）は「好ましい」 

「NS/NR」（一番下の数字）は「不明／回答なし」 

 

個人的には今回の結果は妥当な印象だ。 

 

不人気順では、 

フリオ・ボルヘス PJ 前幹事長が最下位の８４％。 

次に、ラモス・アジュップ AD 幹事長とファン・グアイ

ド暫定大統領（VP）が共に８２％ 

次いで、レオポルド・ロペス VP 党首とエンリケ・カプ

リレス元ミランダ州知事（PJ）が８０％ 

かなり差を開けて 

急進野党のマリア・コリナ・マチャド VV 党首が５８％ 

企業家のロレンソ・メンドーサ POLAR 社長が３５％。 

 

人気順は逆になり 

ロレンソ・メンドーサ POLAR 社長が５０％、 

マリア・コリナ・マチャド VV 党首が３３％、 

エンリケ・カプリレス元ミランダ州知事が１６％ 

レオポルド・ロペス VV 党首が１５％ 

ファン・グアイド暫定大統領が１４％ 

フリオ・ボルヘス PJ 前幹事長が８％ 

ラモス・アジュップ AD 幹事長が７％ 

だった。 

 

メンドーサ社長は企業家であり、２０１８年５月の大統

領選でも主要野党がメンドーサ社長に出馬を求めてい

たが、メンドーサ社長は出馬を断っていた。 

 

政治家として人気が高いのはマリア・コリナ・マチャド

党首だが、彼女の方針は「マドゥロ政権下での選挙と対

話の拒絶、制裁強化と抗議行動の拡大」である。 

 

実際に彼女が野党のかじ取りを担った場合、ベネズエラ

の状況は今よりも一層悪化する懸念があり、リスクの高

い賭けと言えそうだ。 

 

余談だが、このタイミングで「Hinterlaces」が世論調査

を行ったことには一定の意味がある。 

 

２０２２年に仮にマドゥロ大統領の罷免投票が成立し、

マドゥロ大統領が解任された場合、３０日以内に大統領

選が行われる。 

 

その時に野党は候補者を擁立する必要がある。 

 

この結果を見る限り、マリア・コリナ・マチャド VV 党

首が最も支持を受けているが、（罷免投票を含めて）マ

ドゥロ政権下での選挙を強く非難してきた彼女が罷免

投票の成立を受けて、大統領選に出馬するのは漁夫の利

感が否めない。 

 

主要野党がマチャド VV 党首を推薦するのは考えにく

く、穏健野党も彼女を支持しないだろう。 

 

マチャド党首、主要野党の統一候補、穏健野党の候補が

乱立すれば、結果的に与党側が有利になることも考えら

れそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 プーチン大統領と電話会談」           

 

１月２０日 マドゥロ大統領はロシアのプーチン大統

領と電話会談を行った。 

 

外務省の発表によると、ベネズエラとロシア両国の商取

引は１２％増えたという。 

 

プーチン大統領は２１年１０月に行われた州知事選・市

長選の勝利に祝福を送り、マドゥロ大統領からはロシア

による Covid-１９ワクチン寄付や医療資材の供給など

同国への支援に感謝の意を表したという。 
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日本のメディアでも報じられたが、先日ロシアの副大臣

がベネズエラとキューバに軍隊を派遣することを示唆

するような記事が流れた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.702」）。 

 

外務省の発表では、軍事協力に関する内容は書かれてい

ないが、何らかの協議が行われた可能性はありそうだ。 

 

経 済                       

「スターバックス商標権問題 原因が判明         

 ～マイアミでの商標使用が許可されていた～」            

 

１２月 ベネズエラ・カラカスのラス・メルセデス地区

にある「YEET!」というスーパーマーケットの一角に

「We Proudly Serve」というコーヒーショップがオープ

ンした。 

 

この「We Proudly Serve」にはスターバックスのロゴが

入っており、店主はスターバックスと「Nestle」が、ス

ターバックスのライセンスと共に商品材料やレシピを

提供すると説明していた。 

 

このスターバックスのベネズエラ進出は驚きを持って

ベネズエラ国内で報じられたが、その後「Nestle de 

Venezuela」と「スターバックス」は共に「We Proudly 

Serve」との関係を否定。商標権違反として注目を集め

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.696」）。 

 

本件について、１カ月ほど経過し「YEET!」が経緯を発

表した。 

 

「YEET!」の説明によると、２０２１年１０月に有名な

コーヒーショップ代理店からスターバックス社が使用

している機械と商品（カップ、ナプキンなど）を購入し

たという。この時に「We Proudly Serve」として事業を

開始するライセンスも契約したという。 

 

従って、同社の使用している機械から資材まではほぼ全

てはスターバックス社が使用しているものと同じだが、

この商品は米国マイアミでのみ使用を許可されたもの

だったという。 

 

つまり、ベネズエラで「We Proudly Serve」としてサー

ビスを提供することは出来ないため、「YEET!」は「We 

Proudly Serve」としてサービス提供を停止するという。 

 

この説明が事実であれば、悪意のある商標権侵害ではな

く、認識の誤りによる結果的に商標権侵害ということに

なりそうだ。 

 

「OFAC CITGO 制裁免除ライセンスを延長」         

 

１月２０日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、

CITGO が通常営業をできるように制裁ライセンス５を

更新。２０２３年１月２０日まで延長すると発表した。 

 

CITGO の制裁ライセンスは６カ月毎の更新が続いてい

たが、今回は１年間と一気に延長したことになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/455a8b0c06cb4dc9d8cb3940a9b7f00c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/455a8b0c06cb4dc9d8cb3940a9b7f00c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9630207b6edcd71fc17dcfb1fa6c3444.pdf
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社 会                       

「カラカス地下鉄が値上げ」              

 

カラカス地下鉄の料金が正式に値上げした。 

 

乗車料金は一律 BsD.０．１となる。また、乗車時に使

用する電子カードの発行料金は BsD.５。 

 

電子カードへのチャージ料金は、最小チャージ金額は

BsD.１から（乗車１０回分）。最大で BsD.３０（乗車３

００回分）までチャージ可能になった。 

 

 

（写真）Metro de Caracas 

 

「性認識差別を理由に検察庁へ訴え」         

 

男性として生まれたが女性としてのアイデンティティ

を持ったベネズエラ人 Yohanyelis Rojas 氏は、性認識差

別を理由に学校への訴えを検察庁に提出した。 

 

Rojas 氏（２７歳）は、２０２０年に医療科学大学を卒

業。大学院で婦人科の医師を目指したという。 

 

 

 

 

そして、２０２１年に試験で合格し、大学院に通う予定

だったが、入学するにあたり、自身の外見・服装を変え

なければ入学させないと学長から指示を受けたという。 

 

この指示を受けて、Rojas 氏は検察庁で大学院を訴えた。 

 

Rojas 氏は、現地メディア「El Estimulo」に対して、 

「自身は性的マイノリティであることを事前に伝えて

おり、大学院の教授もそれを認識していた。試験を申請

する際にソーシャルメディアで写真なども送った。それ

にもかかわらず、入学後に拒絶した。」 

とコメントしている。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

以上 

 


