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（写真）ノルウェー大使館 “与野党協議はベネズエラで実施？（写真は昨年メキシコで行われた与野党協議）” 

 

 

２０２２年４月４日（月曜） 

 

政 治                     

「AD 幹部 米とマドゥロ政権の直接協議を支持」 

「チャカオ市長 野党について言及」 

「ペルー 高インフレなど理由に抗議行動」 

経 済                     

「商業店舗 大規模金融取引税の適用に苦慮 

～レジスター購入に１０００ドル～」 

「欧米 ロシアへの追加制裁検討で油価上昇」 

「アルゼンチン・ベネズエラ 国際線増便を検討」 

社 会                     

「アビラ山火災 消火に成功」 

２０２２年４月５日（火曜） 

 

政 治                     

「与党国会ロイ・ダサ議員 

～次の与野党協議はベネズエラ国内で実施～」 

「VP 党首・幹部 セバジョス氏を非難」 

経 済                     

「野党国会 ３月のインフレ率は１０．５％ 

～基礎食料費は月額３７０ドル～」 

「Cedice 基礎生活費は月額４９８ドル」 

「取引先 PDVSA に４０％ディスカウント要請」 

社 会                     

「西難民申請 ベネズエラとコロンビアが主」 
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２０２２年４月４日（月曜）             

政 治                       

「AD 幹部 米とマドゥロ政権の直接協議を支持」       

 

４月４日 「行動民主党（AD）」のエドガー・サンブラ

ーノ氏がバイデン政権とマドゥロ政権との直接協議に

ついて好意的な見方を示した。 

 

サンブラーノ氏は、主要野党の AD 内でアジュップ幹事

長に次ぐナンバー２の人物で、AD として米国との交渉

に好意的な感触を持っていると理解できる。 

 

「バイデンとマドゥロの一連の動きは完璧だ。 

 

マドゥロがバイデンを受け入れたことは現在のベネズ

エラが置かれている状況を踏まえれば合理的な判断だ。 

ベネズエラの石油産業は廃墟になっている。 

 

両者の接近はベネズエラの石油産業に外国企業が接近

することを促進する。」と言及。 

 

また、経済制裁について 

「制裁の唯一の被害者は国民だ。彼らはガソリンを給油

するために行列に並び、医薬品を購入するために行列に

並ぶ。」とコメントした。 

 

なお、グアイド議長が所属する「大衆意思党（VP）」は、

バイデン政権とマドゥロ政権との直接交渉を拒絶。 

 

特に石油産業への制裁緩和について、カルロス在米ベネ

ズエラ代表大使（VP 所属）は 

「米国の経済的な利害を理由にベネズエラの民主主義

を放棄してはならない」と拒絶の姿勢を示している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.734」）。 

 

 

このコメントからも主要野党内で「米国政府とマドゥロ

政権との交渉」、「石油産業への制裁緩和」について意見

が完全に割れていることが理解できる。 

 

なお、アジュップ幹事長率いる主要野党の AD から分裂

した穏健派 AD について、サンブラーノ氏は、穏健派

AD との関係修復について「現時点ではベルナベ・グテ

ィエレス（穏健派 AD のトップ）と合意する予定は一切

ない。」と指摘。 

 

ただし、これまでに AD は多くの間違いを犯し、その間

違いを認め、別の解決策を探る必要があるとの見解を示

した。 

 

「チャカオ市長 野党について言及」         

 

日本企業が多く事務所を構えるチャカオ市のグスタボ・

ドゥケ市長は、現在の野党の政治情勢についてコメント

をした。 

 

ドゥケ市長は、行政に注力する傾向があり、政治的なコ

メントをすることは珍しい。 

 

なお、ドゥケ市長は元々「第一正義党（PJ）」に所属し

ていたが、途中で「隣人の力（FV）」という独立野党を

立ち上げており、主要野党に所属していない。つまり、

ドゥケ市長が FV の党首を務めている。 

 

ドゥケ市長はインタビューで 

「ベネズエラの野党はリセットしなければいけない。 

野党は現在ベネズエラと自分たちが置かれている状況

を認識し、ページを変える必要がある。 
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主要野党はリーダーが争い合い、党員に影響を与えよう

としている。私は PJ から度々、嫌がらせや圧力を受け

てきた。 

 

これを理由に私は PJ から離党し、FV を立ち上げた。 

我々は他の政党の方針を尊重する。しかし、私の見方で

は、彼ら（主要野党）は必要な時期に必要な決断をしな

かった。それが現在のベネズエラを生み出している。 

 

本当の人権的な意思を持って、相手を尊重することでベ

ネズエラが再び立ち直ることを期待している。」 

との見解を示した。 

 

なお、ドゥケ市長が発足した「隣人の力（FV）」は PJ の

カプリレス元ミランダ州知事と関係が強いとされてい

る。 

 

「ペルー 高インフレなど理由に抗議行動」                  

 

ペルーで抗議行動が過激化している。 

 

抗議行動が激化した主な要因は物価上昇と報じられて

いる。ペルーの統計当局によると、ペルーの３月のイン

フレ率は前年比６．８２％増で、１９９８年８月以来、

最大のインフレとなっているという。 

 

カスティージョ政権は最低賃金を１０％増額し、燃料費

を引き下げるなどの措置を取ったが交通分野など一部

グループの不満を抑えることが出来ず、抗議行動に発展

したという。 

 

この状況を受けて、カスティージョ政権は抗議を抑える

ために治安部隊を投入。催涙弾などで抗議行動参加者を

抑えたという。 

 

 

 

また、４月５日 カスティージョ政権は、リマとその周

辺の港湾都市カジャオに外出禁止令を発動。現在は解除

されているようだが、予断を許さない状況が続いている。 

 

ベネズエラの感覚からするとインフレ率６．８％は前年

比ではなく、先月比。しかも先月比６．８％であれば「良

かった」と評価されるくらいだが、常識が違うというこ

とだろう。 

 

また、政治的な理由から抗議行動を拡大させようとして

いるグループもいると思われ、作為的な印象も受けてい

る。 

 

経 済                        

「商業店舗 大規模金融取引税の適用に苦慮      

    ～レジスター購入に１０００ドル～」           

 

３月２８日から大規模金融取引税法が施行された。 

 

施行されたはいいが、制度はほとんど周知されておらず、

税を徴収する仕組みも整っておらず、店側はどのように

対応して良いか分からず困惑が続いている。 

 

この状況を受けて、法律違反を避けるため外貨・デジタ

ル通貨建ての取引を拒絶する小売店やレストランが増

加しているという。 

 

「全国商業・サービス商工会（Consecomercio）」の

Tiziana Polesel 代表は、「Globovision」のインタビュー

番組に出演。 

 

「加盟企業にアンケートを実施したところ、回答者の７

５％は外貨建ての支払いを受けて、税金を支払うための

システム的な整備が完了していないと回答した」 

と発表。同法律の適用を一時延期するよう求めた。 
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加えて、Tiziana Polesel 代表は「店が外貨建ての税金を

受け取るためのレジスターを導入するためには１，００

０ドルかかる」と指摘。 

 

これらの出費は企業にとって大きな負担になると指摘

した。 

 

「欧米 ロシアへの追加制裁検討で油価上昇」         

 

４月４日 米国のジェイク・サリバン国家安全保障問題

担当補佐官は、「今週ロシアに対して新たな制裁を発動

する」と発表した。 

 

「エネルギー分野に関する内容」と示唆した一方で「欧

州はロシアにガス供給を依存しており、欧州にとっては

非常にデリケートなテーマだ」とガス関連の制裁につい

て慎重な見方を示した。 

 

その後の報道では、欧州委員会は「ロシアからの石炭の

輸入禁止」を検討しているという。 

 

ただし、Ursula Von der Leyen（ウルズラ・フォン・デ

ア・ライエン）欧州委員長は「我々が検討していること

はこれが全てではない。原油輸入に関する追加制裁につ

いても検討を進めている。」と指摘した。 

 

欧州もロシアの原油輸入を禁止することになった場合、

世界の原油供給が混乱し、結果的にベネズエラの石油産

業への制裁緩和の可能性は高まることと思われる。 

 

なお、２０１９年に米国政府が PDVSA に制裁した後も

「Eni」「Repsol」など欧州のエネルギー企業は PDVSA

との原油取引を続けていた。 

 

 

 

 

しかし、２０２０年に米国のトランプ政権（当時）が制

裁圧力を強化し、第三国のエネルギー会社に対しても

PDVSAとの取引を停止するよう働きかけたことで欧州

はベネズエラから原油を輸入しなくなっている。 

 

「アルゼンチン・ベネズエラ 国際線増便を検討」                  

 

「民間航空監督局（INAC）」高官は、アルゼンチンの航

空当局と会合。INAC の発表によると、両国の国際線を

増便することで合意したという。 

 

以前ベネズエラは「外貨管理制度」が存在しており、外

貨の出入りを中央銀行（正確には外貨管理委員会

（CADIVI））が管理していた。 

 

しかし、外貨不足により航空会社への外貨支払いが停止。

これを理由に多くの航空会社がベネズエラ便から撤退

した。 

 

 

（写真）INAC 
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現在は米国の経済制裁があるため、別の障害があるが、

少なくとも現在のベネズエラに外貨管理制度はなく、以

前のような問題はなくなっているだろう。 

 

社 会                        

「アビラ山火災 消火に成功」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.736」でアビラ山の火

災について紹介した。 

 

４月４日、レミヒオ・セバジョ市民平和保護次官は、国

営放送の電話取材に応じ、「アビラ山の火災を１００％

コントロールすることが出来た」と発表。消防隊の活動

を称えた。 

 

映像を見る限り鎮火しており、現在は問題なさそうだ。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

２０２２年４月５日（火曜）              

政 治                       

「与党国会ロイ・ダサ議員                

  ～次の与野党協議はベネズエラ国内で実施～」        

 

３月に米国政府高官がベネズエラを訪問し、マドゥロ大

統領らと協議を行った。 

 

この協議を受けて、与野党交渉が始まるとの観測が強ま

っているが、前述の協議から１カ月近く経ってもまだ始

まっていない。 

 

本件について、与党国会のロイ・ダサ議員（下写真の男

性）は、VTV のインタビュー番組に出演。 

「マドゥロ政権とベネズエラ野党との協議は、ベネズエ

ラ国内で再開する」と述べた。 

 

２０２１年の与野党協議はメキシコで行われたが、ダサ

議員の発言が事実であれば、今回はベネズエラで開催さ

れるようだ。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b57284928d760267f84f9ea3ea1f6cc9.pdf
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ベネズエラ国内で協議を行う理由について、ダサ議員は

「現在、野党は１つではない。野党を１つの勢力として

みることは出来ない。多くの野党がおり、彼らとの合意

がなければ基本的な問題の解決にはならない。」と説明。 

 

多くの関係者が協議に参加するため、会場はベネズエラ

国内になると説明した。 

 

なお、３月下旬には独立野党の「鉛筆同盟（AL）」のア

ントニオ・エカリ党首が与野党協議に招待されたと発表

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.732」）。 

 

主要野党以外の政治グループも協議に参加する可能性

は十分にありそうだ。 

 

「VP 党首・幹部 セバジョス氏を非難」           

 

ここ最近、「大衆意思党（VP）」の党員流出が続いてい

る。 

 

特に VP 発足時からの幹部でタチラ州の州都サンクリ

ストバル市の市長を務めたこともあり、２０１４年にロ

ペス党首と同時期にマドゥロ政権に拘束されたダニエ

ル・セバジョス氏の離党は大きく取り上げられている。 

 

４月４日 レオポルド・ロペス党首は自身のツイッター

に動画を投稿。 

 

VP のスタンスと考えが異なる党員は党を離れるよう要

請。 

「我々と同じ者だけが残る」と述べた。 

 

また「マドゥロが物事を解決できる。マドゥロと一緒に

政治が出来る。これは間違いだ。それは VP の考えでは

ない。マドゥロと共存したい奴はこの政党を去るべき

だ。」と指摘。 

 

セバジョス氏はインタビュー番組で「野党は“マドゥロ

が政権に就いている限り問題は何も解決しない“と主張

してきた。しかし、この主張は間違っている。ベネズエ

ラの大統領はニコラス・マドゥロだ。」と指摘。 

 

ロペス党首の発言は、前述のセバジョス氏の発言を意識

したものと思われる。 

 

他、２１年１１月の州知事選でバリナス州の野党統一候

補として出馬していたフレディ・スペルラノ氏（VP 所

属）は、セバジョス氏の発言について 

「彼の指摘は独裁者の利害を擁護している。彼らは大統

領府から彼を操っている。 

 

セバジョス氏が異なる考えを持つことは自由だ。しかし、

VP 党員としては適切ではない。私が許せないことは、

ベネズエラを実行支配してきたグループと共存できる

と発言したことだ。マドゥロと一緒に働くことが出来る

と述べたことが許せない。」 

と非難した。 

 

経 済                       

「野党国会 ３月のインフレ率は１０．５％           

      ～基礎食料費は月額３７０ドル～」            

 

４月５日 野党国会が発足した「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は、２２年３月のインフレ率が先月比１０．

５％増だったと発表した。 

 

なお、２月のインフレ率が同１．７％増だったので、３

月に大きくインフレが進行したことを意味する。 

 

なお、２０２１年４月～２２年３月までの１２か月分の

累計インフレ率は２５１％。２２年１月～３月までの累

計インフレ率は１７．８％となった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
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品目別でインフレが激しかったのは「家具」で先月比１

０５．９％増。サービス製品が同１５．９％増。 

 

この２品目のみが３月のインフレ率１０．５％を超えて

おり、特に家具が大きくインフレ率を引き上げたと思わ

れる。 

 

なお、OVF のホセ・ゲラ氏は大規模金融取引税が本格

的に施行されることで更にインフレが加速する可能性

があると警鐘を鳴らした。 

 

また５人家族が１カ月に最低限必要な食費（基礎食糧費）

は３７０ドルとした。 

 

２月は３５３ドルだったので、１７ドルほど増えたこと

になる。 

 

（写真）OVF 

 

 

 

 

 

「Cedice 基礎生活費は月額４９８ドル」         

 

物価の観測を行っている非政府系団体「Cedice」は、カ

ラカスで３人家族が生活するのに必要な支出について

発表した。 

 

この金額は食料費だけではなく、交通費・医療費・教育

費など食べ物以外の支出も含む。 

 

個人的には最低限の生活費というよりも（豪遊はしない

までも）それなりの生活をするために必要な支出という

印象だ。 

 

Cedice は２月１５日～３月１５日の生活費は４９８ド

ル（BsD.２，１８０．３５）と発表した。 

 

特に値段が大きく上がったのは「レストラン」で先月比

８．４％増。次に「食品」が同４．５％増、「娯楽」が同

４．３％増と続いた。 

 

 

（写真）Cedice 
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「取引先 PDVSA に４０％ディスカウント要請」         

 

経済調査会社「Ecoanalitica」は、２０２２年のベネズエ

ラの原油輸出収入を予想。 

 

原油輸出量は日量８３万バレル、原油価格は７１．５２

ドル／バレルと仮定すると、年間収入は１６２億ドルに

なるとの見通しを示した。 

 

また、PDVSA の取引相手は米国の経済制裁を受けてい

ることを理由に PDVSA に対してディスカウントを求

めており、２１年の割引率は約４０％だったと指摘。 

 

従って、潜在的に４０億ドルの資金を失ったとの見解を

示した。 

 

また、原油収入の６割近くはロシアの金融システムを通

じて現金化されており、米国がロシアに制裁を科したこ

とで新たなコストが発生すると警鐘を鳴らした。 

 

他方、仮に米国が石油産業への制裁を緩和した場合、ベ

ネズエラの原油輸出量は日量９８．４万バレル程度まで

回復し、輸出収入は２４０～２９０億ドル程度になるだ

ろうとした。 

 

社 会                       

「西難民申請 ベネズエラとコロンビアが主」            

 

４月５日 スペインの「難民支援委員会（CEAR）」は２

０２１年のスペインの難民申請状況について発表。 

 

２１年にスペインが難民申請を受けた件数は６５，４０

４件。国別で最も多いのはベネズエラで１５，９９５件、

次いでコロンビアが１１，５６７件だったとした。 

 

 

 

なお、２０２１年にCEARが下した判断は以下の通り。 

 

コロンビア人については１９，８３６件の申請を処理

（過去に溜まった申請があるため、２１年の申請数より

も多い）。 

うち１８，６１４件は拒絶。 

５３件は人道的理由で受け入れ。 

難民認定したのは１，１６９件だった。 

 

なお、ベネズエラについては他の国と比べて特殊だ。 

CEAR は１５，６３７件のベネズエラ人の難民申請を処

理したが、そのうち１２，８１７件は人道的理由での受

け入れとなっている。 

 

これは主に政治的な理由ではなく経済的な理由により

難民として認定したと理解されている。 

 

 

（出所）CEAR 

 

以上 


