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（写真）ベネズエラ中央銀行 “１０ボリバルの偽札が出回る（上写真は本物の１０ボリバル札）” 

 

 

２０２２年１月３１日（月曜） 

 

政 治                     

「El Nacional 社長 野党を非難し同調コメント」 

「グアイド議長 マドゥロ政権脱却の計画」 

「WOLA 人道危機の責任は制裁ではなく政府」 

経 済                     

「ドル・仮想通貨取引に対して付加価値税か」 

「米国議会 ベネズエラ政府資産について議論」 

「CONAPRI 代表 Ron Santa Teresa 社長が続投」 

社 会                     

「カラカスの食料品店で火災発生、全焼」 

「アルゼンチンからベネズエラへの帰国者増える」 

２０２２年２月１日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 鉄拳オペレーション継続」 

経 済                    

「イランから希釈剤が到着 ２０２２年初 

～ガソリン精製量は国内需要を満たせる～」 

「ボリバルの偽札が流通」 

「国内産業相 民営化の可能性を否定」 

「Finagro パーム油の投資募集 利回り１％／月」 

社 会                    

「米国マイアミ 企業家 GOLD 違法取引で有罪」 

「教員団体 ４年間で抗議行動１０００回超」 
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２０２２年１月３１日（月曜）             

政 治                       

「El Nacional 社長 野党を非難し同調コメント」       

 

１月３０日 現地メディア「El Nacional」のミゲル・エ

ンリケ・オテロ社長が自身のツイッターでグアイド政権

を批判する趣旨のコメントを投稿し、フォロワーからの

同調コメントが殺到した。 

 

オテロ社長は罷免投票が失敗したことを受けて 

「ベネズエラ野党は２０５１年のマドゥロ大統領の罷

免投票に向けた準備をしている」と投稿した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.708」で紹介した通り、２

０２２年の罷免投票は CNE の定めた要件（実質的には

不可能）を達成することが出来ず不成立に終わった。 

 

野党は罷免投票を模索することをやめ、２０２４年の大

統領選に注力する方針を示したが、政権交代の具体的な

道筋が見えない。 

 

オテロ社長の投稿は、このような野党の状況を皮肉るコ

メントだった。 

 

この投稿に対して 

「共犯者たちが誘導している道には乗らず、ベネズエラ

国民は団結し、進もう」 

 

「チャビスタが長い間、政権に留まっているのは１０

０％野党の責任だ。２００５年から原油で稼いだ収入は

国民の意思を買うために使われてきた。 

ベネズエラの恐竜（“時代遅れの人々“という意味、主要

野党のこと）たちのしてきたことは、この世界で最もベ

ネズエラに被害を与えた。」 

等のコメントがされている。 

 

「El Nacional」と言えば、ベネズエラで有名な野党系メ

ディア。 

 

チャベス政権・マドゥロ政権を批判するスタンスはこれ

まで通りだが、グアイド政権への否定的なコメントをす

るようになったのは特筆に値する。 

 

「グアイド議長 マドゥロ政権脱却の計画」         

 

１月３１日 グアイド議長は、ツイッターでビデオメッ

セージを投稿。 

 

「我々の目的は自由で公平な選挙をベネズエラに取り

戻すことだ。この目的のために戦い続ける」と主張。 

 

「マドゥロ政権から脱却するための計画」を発表した。 

 

「独裁者から脱却する戦略は、団結・行動・多数派によ

る実行、国際的な圧力、そして現実的な解決策の提示だ。 

 

包括的な合意を結ぶため、メキシコでの与野党協議を再

開することを国際社会に約束する。 

 

段階的な制裁解除は合意に応じて実行される。我々は目

的を達成する準備が出来ている。」 

と訴えた。 

 

この戦略は２０２０年から掲げられており、何も変わっ

ていない。 

 

失敗している戦略を新しい戦略のように発表し続ける

ことが国民にフラストレーションを与えていることを

よく理解するべきだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d440aa7badece779a5b5a4db4f9f6dca.pdf
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「WOLA 人道危機の責任は制裁ではなく政府」                  

 

米国シンクタンク「ラテンアメリカ・ワシントン事務所

（WOLA）」のカロリーナ・ヒメネス代表は、現地メデ

ィア「Tal Cual」のインタビュー番組に出演。 

 

「制裁はベネズエラの人道危機を悪化させているが、マ

ドゥロ政権が現在の危機や人権侵害を正当化するため

の理由に使ってはいけない」と主張した。 

 

「マドゥロ政権は、国内演説や国際会議など様々な場面

で、ベネズエラは諸外国が科している経済制裁の被害者

だと訴えている。 

 

しかし、制裁は危機を引き起こしていない。あるいは複

雑な人権侵害の原因ではない。マドゥロ政権が自分たち

を被害者のように見せることはできない。同様に制裁が

人権侵害を引き起こしているように見せることは出来

ない。」との見解を示した。 

 

経 済                        

「ドル・仮想通貨取引に対して付加価値税か」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.708」で、一定金額を超え

るドルや仮想通貨の送金に対して、２．５％の税金を課

す法律を検討しているとの記事を紹介した。 

 

この法律は「大規模取引税」と呼ばれるものだが、送金

だけはなく、ドル建て・仮想通貨建ての商品の売買にも

税金が課せられる方向で検討が進んでいるようだ。 

 

現在ベネズエラではドル取引が普及しているが、取引の

多くは現金ドルで行われており、付加価値税（日本でい

う消費税）が適切に徴収できていない。 

 

 

 

石油収入が減り、歳出が抑えられているベネズエラ政府

にとって徴税額の増加は急務の課題と言える。 

 

法律はまだ公布されていないため詳細は分からないが、

付加価値税は金額か内容に応じて税率が異なるようで、

最小２％、最大２０％の税率が適用されるという。 

 

いつ施行されるか分からないが、「大規模取引税」は既

に国会の第１セッションを終了しており、近いうちに第

２セッションも承認される見通しだという。 

 

国会で第２セッションの承認が終わった後は、マドゥロ

大統領が署名し、官報で公布されることで正式な法律に

なる。 

 

早ければ２月中にドル・デジタル通貨への課税が始まり

そうだ。 

 

「米国議会 ベネズエラ政府資産について議論」                  

 

「El Nuevo Heraldo」は、フロリダ州選出 Charlie Crist

議員が、近日中に米国で差し押さえられているベネズエ

ラ政府資産の保護に関する法律を米国議会に提出する

と報じた。 

 

同法律は、マドゥロ政権に対して米国にあるベネズエラ

政府資産が戻ることを阻止することを目的としている

という。 

 

Crist 議員は 

「チャベス・マドゥロ汚職政権の下で、ベネズエラ国民

の数百万ドルの資産が奪われた。フロリダ州に住んでい

る４０万人のベネズエラ人や全てのベネズエラ人の未

来を保証するため、この法律を提案する」と述べた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d440aa7badece779a5b5a4db4f9f6dca.pdf
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「CONAPRI 代表 Ron Santa Teresa 社長が続投」                  

 

ベネズエラには「CONAPRI」という投資促進機関があ

る。半官半民の組織で、日本で言うジェトロと似た団体。 

 

主に外国企業によるベネズエラ国内への投資を支援す

る活動を行っており、制度情報などの提供も行っている。 

 

１月３１日 CONAPRI の代表任期満了につき、次期代

表（２０２２年～２０２４年）を決める総会が開催され、

現在 CONAPRI の代表を務めている「Ron Santa Teresa」

の Alberto Vollmer 社長の再任が決まった。 

 

「Ron Santa Teresa」はベネズエラで最も有名なラム酒

メーカー。日本へもラム酒を輸出している。 

 

マドゥロ政権の輸出促進委員会のメンバーも務めてお

り、政府が主催する国際見本市にもたびたび参加。 

政府とも良好な関係を維持している人物だ。 

 

なお、副代表は「Polar」のファン・シモン・メンドーサ

副社長が選ばれた。 

 

他役員には Shell Venezuela の Alfredo Urdaneta 氏、

Turismo Maso の Esteban Torbar 氏、VIKUA (Advantel 

Consultores)の Juan José Pocaterra 氏、VIP Venezuela 

Investment の Rodrigo Naranjo 氏が選ばれた。 

 

社 会                        

「カラカスの食料品店で火災発生、全焼」           

 

１月３１日 カラカスのベジョモンテ通りにある食料

品店「Cine Citta」で火災が発生。全焼した。 

 

報道によると死者は出ていないが、負傷者が多数出た模

様。 

 

消防隊が駆け付け鎮火に成功したが、この火事で両脇に

あった美容院、スーパーも被害を受けた。 

 

 

（写真）@JonathanQuantip 

 

「アルゼンチンからベネズエラへの帰国者増える」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.697」で年末にベネズエラ

の国営航空会社「Conviasa」が運行を停止し、ベネズエ

ラへ帰国する人々の移動に影響を与えたとの記事を紹

介した。 

 

当時、アルゼンチンからベネズエラに里帰りしようとし

ていた人は２００人ほどおり、彼らは帰国できないまま

４日間アルゼンチンに留まったという。 

 

この時にアルゼンチンメディア「Clarin」は、Conviasa

運航停止の影響を受けた７０名のベネズエラ人にイン

タビューを行ったところ、７０名中３０名は一時帰国で

はなく、本帰国をすると回答したという。 

 

彼らの多くは経済危機の中でより良い生活を求めてア

ルゼンチンに移住したが、アルゼンチンで満足できる環

境を整えることが出来ず、ベネズエラに帰国するという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29771cba581541dff5596d2dc24424b3.pdf
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Fernando 氏と Luisanny 氏（両者とも２４歳）は、３年

前にブエノスアイレスに移住したが、アルゼンチンでの

生活を諦めてベネズエラに帰国するという。 

 

彼らは「Clarin」のインタビューに対して 

「我々はできることを全てした。２人とも１日１１時間

働いた。商品を売ったり、衣類店の店員をしたり、配達

員になったり、ベネズエラ料理店もしてみた。 

 

しかし、家賃を支払うまで収入を安定させることが出来

なかった。インフレが我々の帰国を早めた。アルゼンチ

ンでの生活がこれほど難しいとは思わなかった。」 

とコメントしたという。 

 

「Clarin」の調べによると、２０２１年１１月から１カ

月当たり約１０００人のベネズエラ人移住者がアルゼ

ンチンからベネズエラに本帰国しているという。 

 

２０２２年２月１日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 鉄拳オペレーション継続」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.708」で、マドゥロ政

権が与党政治家、軍人などを含めた汚職取り締まりを行

っているとの記事を紹介した。 

 

大物は逮捕されていないが、その後も与党・政府関係者

の逮捕は続いている。 

 

報道では、デルタ・アマクロ州の元検事がガソリン密売

の違法取引に関与した容疑で逮捕された。 

 

サアブ検事総長によると、２０１７年から現在まで２９

０人の検事が逮捕されたと発表している。 

 

 

 

ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首も、「チャビス

タの振りをしている犯罪者は処罰される」と与党関係者

でも犯罪に関与した者は拘束する方針を支持している。 

 

ただし、報道ではカベジョ PUSV 副党首自身が麻薬取

引に関与しているとの報道もある。 

 

なお、グアイド議長は「独裁者は国際社会の目を気にし

て共犯者の拘束をしている。この逮捕を免罪符に新たな

罪を犯そうとしている。」と訴えている。 

 

経 済                       

「イランから希釈剤が到着 ２０２２年初       

  ～ガソリン精製量は国内需要を満たせる～」            

 

タンカーの動きをトレースしている調査会社「Tanker 

Trackers」は、コンデンセート（希釈剤）２１０万バレ

ル（推定）を積んだイランのタンカーがベネズエラに到

着したと報じた。 

 

イランのコンデンセートがベネズエラに到着したのは

２０２２年になって初めてとなる。 

 

２０２１年中頃から PDVSA とイラン国営石油公社

NIOC はベネズエラ原油（Merey１６）とコンデンセー

トの物々交換取引を行っている。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」によると、２０

２１年は米国の制裁下で４８２万バレルのコンデンセ

ートがベネズエラに輸出され、ベネズエラから５５５万

バレルの原油が輸出されたようだ。 

 

これらの取引はイランの船舶（NITC=National Iranian 

Tanker Company）で行われているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d440aa7badece779a5b5a4db4f9f6dca.pdf
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イランはコンデンセートをベネズエラに輸出するだけ

ではなく、ベネズエラ国内製油所の補修などを請け負っ

ている。 

 

イランの支援を受けてベネズエラ国内製油所の精製量

は回復しており、ロイター通信によると、現在は日量約

１６万バレルのガソリンを精製しており、ディーゼル燃

料は日量約３．８万バレルを精製しているという。 

 

この精製量を維持した場合、ベネズエラ国内のガソリン

需要を満たすだけの量になる。ガソリン流通の汚職が減

れば、ガソリン不足感は今後改善していくことが予想さ

れる。 

 

「ボリバルの偽札が流通」                

 

現在、ベネズエラで１０ボリバル札の偽札が出回ってお

り警鐘を呼びかける投稿がソーシャルメディアで拡散

されている。 

 

実物は右の写真の通り。 

「本物（Verdadero）」の１０ボリバル札は、カラボボの

戦いをモチーフにした絵が描かれているが、「偽物

（Falso）」は、シモンボリバルの霊廟の絵が描かれてい

る。なお、前から見るとその違いを判別するのは困難だ

という。 

 

これまでベネズエラはハイパーインフレによりボリバ

ルの価値が急激に下落しており、偽札を作るインセンテ

ィブが働かず、ボリバル建ての偽札の話はほとんど聞か

なかった。 

 

しかし、この半年ほどはボリバル通貨の価値が比較的安

定しており、偽札を作るメリットが出てきてしまったの

かもしれない。 

 

 

 

（写真）Telegram” Eficiencia o Nada” 

 

「国内産業相 民営化の可能性を否定」         

 

José Gregorio Biomorgi 国内産業相は、制裁対策法のス

キームで民営化が進んでいるとの噂を否定した。 

 

「民営化が進んでいるというフェイクニュースが拡散

されている。これは悪意ある報道で、この報道を裏付け

るような根拠は一切ない。 

 

制裁対策法は、民間セクターと協力することを可能にす

るものだ。しかし、この協力は契約に基づくものであり、

所有権の移転は起きない。契約は商業・工業・融資・投

資などあらゆる分野で締結されている。 

 

この契約の詳細については明らかにできない。なぜなら

至る所に敵がいるからだ。」と述べた。 
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「Finagro パーム油の投資募集 利回り１％／月」         

 

「Finagro」は、農業に特化した投資会社。 

農畜産業で利益を出すことを目的に証券を発行。その売

り上げで投資家に還元するスキームを作っている。 

 

「Finagro」は、近日中に新たな投資を呼びかけると発

表した。 

 

今回の商品はパーム油。 

食用油、マーガリン、バターなど国内生産用に販売する

という。 

 

実際にパーム油を栽培するのは「PGM, CA」という会

社。７年間パーム油を栽培している会社だという。 

 

投資は２０ドルから始めることが出来、利回りは９０日

で３％。３０日毎に１％の利息を支払うという。 

 

投資をした人には、投資額に応じた「投資証明（VSCI）」

が提供されるという。 

 

 

社 会                       

「米国マイアミ 企業家 GOLD 違法取引で有罪」            

 

米国マイアミの企業家が GOLD の密輸で有罪判決を受

けた。検事によると、密輸しようとした GOLD は総額

１．４億ドル相当だという。 

 

密輸に関与したのは Jesús Gabriel Rodríguez 氏（４５

歳）。「Transvalue」という会社の役員を務めており、

GOLD の密輸を隠すため、虚偽の輸入書類を税関に提

出したという。GOLD の輸入元はクラサオ。 

 

 

 

クラサオはベネズエラに近いオランダ自治領。 

GOLD の違法取引の拠点として有名で、その GOLD の

多くはベネズエラから流れているとされている。 

 

判決は密売により彼が得るはずだった利益２６万７，８

１７ドルを放棄するよう命じ、懲役４８カ月を命じた。 

 

「教員団体 ４年間で抗議行動１０００回超」         

 

「労働組合調査団体」によると、２０１８年から過去４

年間で最も抗議行動を多く行ったのは教育業界（全体の

２０％）で、その数は１０００回超としている。 

 

教員は私立の学校ではない限り、公務員のため給料はと

ても少ない。「労働組合調査団体」によると、教員の給

料は月額２～１０ドル程度だという。 

 

教員の大多数は高学歴で教育レベルは高い。 

学歴に対する給料の支払いが最も悪い分野の１つだと

いう。 

 

なお、教育に次いで抗議行動が多いのは医療業界だとい

う。医療業界は Covid-１９の影響で抗議をする余裕も

ないのかもしれず、潜在的な不満はもっと大きいのかも

しれない。 

 

また、学歴に対する給料支払いが低い点で似ていると言

えそうだ。 

 

以上 

 


