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（写真）Maduradas “大規模金融取引税 施行されるが運用方法が分からず混乱” 

 

 

２０２２年３月２８日（月曜） 

 

政 治                     

「野党ベッキオ大使 バイデン政権を痛烈に非難」 

「通学形式の授業が再開 

～Covid-１９の新規感染確認者数 ３６人に～」 

経 済                     

「大規模金融取引税の施行開始？ 

～企業は運用が分からずドル支払い拒絶も～」 

「ベネズエラ ２６億ドルの現金が流通」 

「現在も民間企業は石油産業で活動している」 

社 会                     

「Nuevo Heraldo ラグアイラ港の汚職を告発」 

２０２２年３月２９日（火曜） 

 

政 治                    

「アジュップ氏 穏健 AD の投票に参加せず 

～AD の分裂回復にはまだ時間が必要～」 

「FV 統一候補を決めるための選挙実施を要請」 

「７５％の国民は野党に期待していない」 

「ORC 米制裁に関する世論調査を実施」 

経 済                    

「ロシア企業 制裁回避のため所有権を移転？」 

「化学品業界 輸入品との価格競争で苦戦」 

社 会                    

「国軍 コロンビア国境のテロ組織を解体」 
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２０２２年３月２８日（月曜）             

政 治                       

「野党ベッキオ大使 バイデン政権を痛烈に非難」       

 

３月２８日 グアイド暫定政権の在米ベネズエラ代表

大使を務めるカルロス・ベッキオ大使（大衆意思党（VP）

所属）は、バイデン政権を痛烈に非難した。 

 

ベッキオ大使は、バイデン政権とマドゥロ政権が石油産

業の制裁緩和について直接協議を行っている点につい

て、 

「米国企業の経済的な利害を優先し、ベネズエラ国民の

戦いを放棄し、マドゥロ政権に利益になる行為を明確に

拒絶しなければならない。」 

との見解を示した。 

 

また、米国が石油産業への制裁緩和を検討している点に

ついて４つの意見を述べた。 

 

１点目は、ベネズエラの経済が制裁により悪化したとい

う点が誤った認識であるということ。 

 

現在ベネズエラ経済は著しく経済規模が縮小したが、経

済のマイナス成長は２０１７年にトランプ政権が経済

制裁を科す以前から始まっていたと指摘。 

 

マドゥロ政権による非効率的な政権運営と汚職の蔓延

などで国内産業は衰退し、国民の９４％が貧困になり、

６００万人以上の難民を生み出したとの見解を示した。 

 

２点目は、米国政府によるロシアへの制裁とベネズエラ

の問題には何の関係もないこと。故チャベス政権時代か

らベネズエラとロシアは軍事協力関係があり、汚職が蔓

延する一因になっていたと指摘した。 

 

 

３点目は「経済利害は民主主義の優先事項ではない」と

いうこと。 

マドゥロ政権は野党を分裂させ、選挙結果を不正に操作

し、立法権と司法権を奪ったと非難。民主主義をベネズ

エラに取り戻すための試みを一時の経済利害で放棄し

てはいけないと主張した。 

 

４点目は、「ベネズエラの石油産業へ科している制裁を

緩和させても原油不足の問題は解決しない」という点。 

 

「経済制裁を緩和させた場合、ベネズエラの産油量は日

量１００万バレルになる程度であり、この量ではロシア

からの原油調達分の不足を補うことは出来ない」との認

識を示した。 

 

ここ最近、バイデン政権とVPとの関係は悪化しており、

今回のベッキオ大使の発言は既に敵対的な関係にまで

発展していることを伺わせるものだろう。 

 

なお、補足になるがベッキオ大使の指摘は正しくない。 

 

確かに故チャベス政権、マドゥロ政権の非効率な政権運

営と汚職が国内経済を悪化させる一因であったことは

事実だが、２０１４年からの経済低迷は急激な原油価格

の下落が要因。 

 

ベネズエラの産業構造を踏まえると、野党が政権に就い

ていたとしても大幅な経済低迷は免れなかっただろう。 

 

そして、２０１６年に原油価格が底を打ち、経済が回復

するとの見通しが大勢を占めていた際に、米国の経済制

裁が発動し、経済が更に悪化した。 

 

これが２０１４年から現在までのベネズエラの経済混

乱の理由と考えるのが妥当だろう。 
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「通学形式の授業が再開                

 ～Covid-１９の新規感染確認者数 ３６人に～」         

 

３月２８日 ベネズエラで全学年の通学形式の授業が

再開した。 

 

これまでは１２歳以上の子供を対象に通学形式の授業

を再開していたが、同日から１２歳未満の学童も通学形

式で授業を行うことになる。 

 

現地メディア「Efecto Cocuyo」は、学校再開について報

道。マドゥロ政権は、感染予防に必要な備品を学校に配

らなかったと報じた。 

 

ただし、ここ最近ベネズエラの Covid-１９感染者数は

減少している。 

 

３月２６日の新規感染確認者数は全国で９５人（うちカ

ラカスが１０人）、翌２７日の新規感染確認者数は全国

で３６人（うちカラカスが１１人）と２桁台まで減少し

ている。 

 

マドゥロ政権は PCR 検査を十分に行っておらず、実際

の感染者はもっと多いと思われるが、それでも報道を見

る限り Covid-１９への警戒感はかなり和らいでいる印

象を受けている。 

 

なお、マドゥロ政権は給料問題で教員労組と合意を結ん

だと説明していたが、一部の教員は現在の待遇に不満を

述べており、学校に来ない先生もいたという。 

 

加えて、この２年の間に先生の多くは退職しており、授

業を行う先生の不足、残った先生への負担増加も問題に

なっているという。 

 

 

 

 

（写真）El Pitazo 

 

経 済                        

「大規模金融取引税の施行開始？           

 ～企業は運用が分からずドル支払い拒絶も～」           

 

３月２８日 「大規模金融取引税」の改定法が有効にな

り、同日からドル建て取引への課税が始まった。 

 

金融分野の専門家レオナルド・ブニャック氏は、インタ

ビュー番組に出演。大規模金融取引税の施行で混乱が生

じていると説明した。 

 

まず、店舗には外貨建ての取引の税金を算出できるレジ

スタがなく、新たな機械を導入するだけでも２，０００

～３，０００ドルかかるという。 

 

また、金融機関も大規模金融取引税の準備が出来ておら

ず、混乱しているという。 

 

「金融団体、商業団体の代表と意見交換したが、金融機

関自体も何をするのか理解できていない。 

 

現時点では法律の細則が公表されておらず、グレーゾー

ンが多すぎるため、どうしてよいか分からない。」と指

摘した。 
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一部店舗では法律の適用の仕方が分からないためドル

での支払いを拒否するケースも出ている。 

 

３月２８日 ベネズエラでは知名度が高いフライドチ

キン専門店「Arturo’s」は、同店舗での外貨建ての支払

い受け取りを一時停止すると発表した。 

 

なお、店舗での外貨建て決済は停止しているが、デリバ

リーでの注文ではドル払いが可能だという。 

 

 

（写真）Arturo’s 

“外貨建ての支払い受け取りの一時停止を発表” 

 

 

「ベネズエラ ２６億ドルの現金が流通」                  

 

経済学者アスドゥルバル・オリベロ氏は、現在のベネズ

エラの決済状況について、６０％は外貨建てで決済を行

っていると指摘。 

 

その６０％のうち、６５％は現金外貨で決済が行われて

いると述べた。また、ベネズエラ国内に流通している現

金外貨は総額２６億ドルと予想した。 

 

 

外貨建て取引に課税する「大規模金融取引税」について、

同法律が施行されることで「今まで以上に非正規セクタ

ーでの取引が増える」と指摘。 

 

非正規セクターが拡大することで国の経済分野での統

制機能がぜい弱になるとの懸念を表明した。 

 

「現在も民間企業は石油産業で活動している」         

 

与党国会のアンヘル・ロドリゲス議員（石油エネルギー

委員会の委員長）は、民間企業が石油産業で活動を再開

しようとしていると述べた。 

 

ロドリゲス氏は「現在も民間企業は石油産業で活動して

おり、採掘、機材の補修、製油所のメンテナンスなど技

術的なサポートを続けている。」と述べた。 

 

また、バイデン政権が石油産業への制裁緩和を検討して

いる点について、 

「石油産業への制裁が緩和すれば今まで以上に多くの

民間企業がベネズエラで活動できるようになる。産油量

は増加し、ベネズエラ経済にプラスの影響を与える。 

 

ベネズエラが日量２００万バレルを達成するためには

民間企業の力が必要だ。」との見解を示した。 

 

また、現在のガソリン精製量については日量１３万バレ

ル、産油量については日量９５万～１００万バレルと説

明している。 
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社 会                        

「Nuevo Heraldo ラグアイラ港の汚職を告発」           

 

米国紙「Nuevo Heraldo」は、ラグアイラ港のメンテナ

ンスに関する公共事業に絡む汚職記事を報じた。 

 

「Nuevo Heraldo」によると、汚職にはポルトゥゲサ州

の企業家でララ州のバスケットボールチームの代表を

務めている Teixeira Duarte 氏が関与している可能性が

あるという。 

 

「Nuevo Heraldo」が入手したベネズエラ検察庁の内部

資料によると、検察庁は Teixeira Duarte 氏が公共工事

を受注する見返りとして Duarte 氏が得る収入の６％を

政府関係者に賄賂として支払う約束をしていたとみて

捜査を行っているようだ。 

 

２０２２年３月２９日（火曜）              

政 治                       

「アジュップ氏 穏健 AD の投票に参加せず      

    ～AD の分裂回復にはまだ時間が必要～」        

 

現在、主要野党の一角「行動民主党（AD）」は、２つに

分裂している。 

 

分裂したうちの２０２０年１２月に行われた国会議員

選に参加した穏健野党に属する AD の代表ベルナベ・グ

ティエレス幹事長は、２２年２月に AD のトップを投票

で決めると発表。 

 

ラモス・アジュップ氏が率いるもう１つの AD（主要野

党に属する）の党員も選挙に出馬することが可能との見

解を示していた。 

 

 

 

発表の前日にはアジュップ幹事長とグティエレス幹事

長が協議を行っていたと報じられており、分裂解消の可

能性が指摘されていたが、結局分裂解消には至らないと

みられる。 

 

３月２８日夜、アジュップ幹事長率いる AD は、 

「AD の内部選挙を実施できるのは AD の党員に限る。

AD を奪ったものに内部選挙を実施することは出来な

い。彼らは AD から除名された裏切り者だ。」と宣言。 

 

穏健派 AD が行う内部選挙を拒絶する趣旨の声明文を

発表した。 

 

なお、マドゥロ政権側の選挙当局は２０２０年１２月の

国会議員選に出馬した方の穏健派 AD を正当な AD と

認識しており、アジュップ幹事長率いる AD は選挙に出

馬することは制度上出来なくなっている。 

 

 

（写真）AD 
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「FV 統一候補を決めるための選挙実施を要請」         

 

３月２９日 独立野党「隣人の力（FV）」は、記者会見

を実施。 

 

２０２４年に予定されている大統領選の統一候補を決

めるための予備選挙を実施するべきだとの見解を示し

た。 

 

また、この予備選挙は可能な限り広範囲な政治代表者を

含めたものであるべきと主張。選挙への出馬を希望する

全ての人が出馬できるようにするべきと主張した。 

 

グアイド議長も２０２４年の大統領選に向けて予備選

挙を行う必要性を認識している。 

 

ただし、グアイド議長の発言を聞く限り、この予備選挙

の実施に向けた協議に独立野党と穏健野党は現在のと

ころ含まれていない。 

 

もし野党が本気で政権交代を目指すのであれば独立野

党・穏健野党を含めた予備選挙を実施する必要があるが、

人気が著しく低迷した主要野党の候補が敗北する可能

性もあり、予備選の実施に二の足を踏んでいるのかもし

れない。 

 

「７５％の国民は野党に期待していない」           

 

与党系世論調査会社「Hinterlaces」は、世論調査の結果

を公表した（２２年３月に１７歳以上のベネズエラ人１

２００人を対象）。 

 

 

 

 

 

 

質問は 

「経済状況は１年前と比べてどうなったか？」 

「マドゥロ政権は経済を改善できると思うか？」 

「暫定政権（野党）は経済問題を解決できると思うか？」 

「与党・野党どちらが問題を解決するべきか？」 

というもの。 

 

「経済状況は１年前と比べてどうなったか？」について 

４９％が「改善した」と回答。 

２％は「変わらず良い」と回答した。 

（悪化した／不明などの回答は書かれていない） 

 

「マドゥロ政権は経済を改善できると思うか？」につい

て、５７％が「期待している」と回答。 

 

「暫定政権（野党）は経済問題を解決できると思うか？」 

について、７５％は「期待していない」と回答。 

 

「与党・野党どちらが問題を解決するべきか？」につい

て６２％が「マドゥロ政権が解決することを望む」と回

答。 

「暫定政権が解決することを望む」と回答したのは３

０％だったという。 

 

 

（写真）Hinterlaces 
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「ORC 米制裁に関する世論調査を実施」         

 

もう１つ世論調査会社「ORC Consultores」（やや野党寄

り）の世論調査結果を紹介したい。 

 

制裁に関する世論調査で 

「米国が石油産業に制裁を科していることを知ってい

るか？」との質問について、 

 

６６．７％が「知っている」と回答。 

２７．１％は「ほとんど知らない」と回答。 

５．５％は「全く知らない」と回答。 

０．７％は「無回答」だったという。 

 

また「マドゥロ政権に対する制裁に賛成か？反対か？」 

という質問について、賛成２４％、反対４６％という結

果が出た。 

 

他「マドゥロ政権関係者への個人制裁」については、 

４２％が賛成、３６％は反対という結果だった。 

 

他「石油産業への制裁」について、１６％が賛成、５２％

が反対という結果が出ている。 

 

また、与野党協議について 

６．４％は「強く支持」 

３６．４％は「支持」 

１４．７％は「どちらでもない」 

１９．０％は「反対」 

１５．４７％は「強く反対」 

７．９％は「不明／無回答」 

との結果だった。 

 

 

 

 

 

経 済                       

「ロシア企業 制裁回避のため所有権を移転？」            

 

３月２９日 「ロイター通信」は、ロシア系の企業がウ

クライナ侵攻により科された欧米の制裁を回避する目

的で所有権を変えて事業活動を継続していると報じた。 

 

２０２０年、「Rosneft」がベネズエラから完全に撤退し

た後「Roszarubezhneft」という企業が事業を引き継いで

いた。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、同社

は日量１２．５万バレルを算出しておりベネズエラ国内

の産油量全体の１５％に当たるという。 

 

この「Roszarubezhneft」は、関係会社に対して、「今回

の欧米の制裁を受けて、Roszarubezhneft は別の会社に

所有権を移転する必要がある」との通知を送ったという。 

 

ただし、現在のところ誰に対して、いつ所有権を移転す

るのかは明らかになっていない。 

 

他、「Roszarubezhneft」はこれまで従業員に対してドル

建てで給料を支払っていたようだが、米国の制裁を受け

てドル取引が禁止されたため、ルーブル建てあるいはボ

リバル建ての給料支払いを提示している。 

 

なお、ボリバル建てで駐在員が家賃を支払う場合、実質

的なコストは３０％ほど増えると報じられている。 

 

また、従業員だけではなく、委託業者への支払いも遅延

しておりドルが使用できなくなったことで事業の運営

に大きな障害が起きているようだ。 
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「化学品業界 輸入品との価格競争で苦戦」         

 

昔からベネズエラの国内産業は基盤が弱いとされてい

るが、塗料、マニキュア、洗剤、工業化学品などベネズ

エラの化学品業界は比較的高品質で競争力の高い商品

を生産していたという。 

 

しかし、ここ数年、価格競争で外国産の商品に押されて

おり劣勢に立たされているという。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、国内の化

学品メーカーが苦戦している主な理由は、２０１８年８

月から施行されている輸入品の輸入付加価値税の免税

措置。 

 

「石油化学品連合（ASOQUIM）」が加盟企業を対象に

行ったアンケート調査（２１年第４四半期分）によると、

７４％の回答企業の工場稼働率は４０％以下だという。 

 

ASOQUIM の Gillermo Wallis 代表は、 

「現在、国内の化学品メーカーが生産している以上の需

要はあるが、外国産の製品との競争が激しく生産を抑え

ている。収入が少なくなるため、労働者への給料支払い

も少なくなる。 

 

もし生産が増えれば設備投資が行われ、生産が増え、労

働者の給料も増加する」と指摘。 

 

マドゥロ政権に対して、生産拡大の障害となっている輸

入品への付加価値税免除を止めるよう求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「国軍 コロンビア国境のテロ組織を解体」            

 

３月２９日 ベネズエラ国軍は、アプレ州に点在してい

たコロンビア系麻薬密売組織を解体したと発表した。 

 

同組織のキャンプには大量の武器があり、全てコロンビ

ア製だったと指摘。 

 

犯罪はコロンビアからベネズエラに流れ込んでおり、メ

ディアの誤った情報を信じてはいけないと主張。 

 

ベネズエラ国軍は麻薬組織と対峙していると訴えた。 

 

なお、人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は、

ベネズエラ国軍とコロンビア系ゲリラとの関係を指摘

する調査レポートを公表している（「ウィークリーレポ

ート No.245」）。 

 

 

（写真）エルナンデス・ラレス CoFANB 総司令官 

“ベネズエラ国軍が壊滅させたとされる麻薬密売組織の

キャンプ施設” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/149ac705f73d2377bd079c1719292abc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/149ac705f73d2377bd079c1719292abc.pdf

