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（写真）Mir Payment System “ベネズエラ ロシアのクレジットカード Mir の使用を検討” 

 

 

２０２２年３月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「カベジョ PSUV 副党首 VP 告訴を求める」 

「米政府 マドゥロ政権に汚職削減求める」 

「軍人の政界入りで不正が蔓延」 

経 済                     

「ロドリゲス副大統領 ２１年の年次報告 

～制裁により原油価格の２５％を支払い販売～」 

「露・ベネズエラ Mir 決済システムの使用検討」 

「米石油会社 制裁緩和を止めるためロビー活動」 

社 会                     

「軍人 アマゾナス州先住民４名を殺害」 

２０２２年３月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「新最高裁判長 グティエレス氏就任の噂 

～急進野党 判事任命プロレスを非難～」 

「独立野党 与野党協議に招待されたと発表」 

経 済                    

「Chevron 役員４名がベネズエラを訪問」 

「CIADI １６億ドル超の接収賠償支払いを命令」 

「Fedecamaras 電力投資の CAF 融資求める」 

「Fundatun 代表 ムール貝養殖業の再興を提案」 

社 会                    

「全教育施設の活動を再開」 
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２０２２年３月２３日（水曜）             

政 治                       

「カベジョ PSUV 副党首 VP 告訴を求める」       

 

「ウィークリーレポート No.244」で紹介した通り、マ

ドゥロ政権はグアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」が麻薬密売に関与していると訴えている。 

 

３月２３日 与党ナンバー２と言われるディオスダー

ド・カベジョ PSUV 副党首は記者会見を実施。VP は麻

薬密売による収入を活動資金にしているとして裁判に

かけるよう求めた。 

 

また、カベジョ副党首は「VP 党員が麻薬取引に関与し

ている証拠映像がある」と発言。 

 

マドゥロ政権の虚偽の訴えだと主張するグアイド政権

に対して「野党には人間に備わっているはずの倫理観が

ない」と非難した。 

 

他、VP について「社会秩序を混乱させるために、カラ

カスのマフィア組織に資金を払っている」と指摘し、「麻

薬密売をするテロリスト集団」と訴えた。 

 

マドゥロ政権は、VP のヒルベル・ガロ氏がカラカスの

マフィアグループ幹部と一緒にいる写真を公表。 

 

マフィアグループと VP との関係を根拠に、ヒルベル・

ガロ氏を拘束していた。 

 

「米政府 マドゥロ政権に汚職削減求める」         

 

ロシアのウクライナ侵攻を受けて欧米はロシアへの制

裁を強化。世界的なエネルギー不安が拡大する中、米国

政府はベネズエラに科している制裁の緩和を検討して

いる。 

現在のところ、マドゥロ政権の政権交代を念頭にした議

論は行われておらず、２０２４年の大統領選に向けて選

挙制度を公平なものにするよう求めているようだ。 

 

また米国政府は、米国エネルギー会社のベネズエラでの

活動再開、ベネズエラ原油の米国への輸出を保証するよ

うマドゥロ政権に働きかけていると報じられている。 

 

また、外国企業が活動しやすい環境を作ることも求めて

おり、汚職撲滅も議論になっているようだ。 

 

米国国務省の Jon Piechowski 秘書官は、ラテンアメリ

カの汚職問題について言及し、マドゥロ政権に対して改

善を求めた。 

 

「ラテンアメリカ・カリブ海の全ての政治リーダーに対

して要請をする。米国政府は汚職と戦うためにあらゆる

手段を講じる意思がある。汚職を撲滅することは、より

安全な未来を保証することであり、更なる繁栄を保証す

ることだ。またより強固な統治システムを作ることにつ

ながる。」と指摘。 

 

「（汚職問題への制裁について）米国政府はニコラス・

マドゥロ違法政権の高官に対して、様々な制約を科して

きた。 

 

違法政権下で最高裁判長を務めているマイケル・モレノ

氏とその妻にも制裁を科している。 

 

マドゥロは民主主義を毀損するエージェントであり、同

国に対して汚職問題の解決を求める。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/032cb38ab540f57dbb485a9f8fbef1c3.pdf
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「軍人の政界入りで不正が蔓延」                  

 

３月２３日 非政府系団体「Control Ciudadano（市民

コントロール）」は、「政治に軍が入るようになったこと

で、この２０年間ベネズエラの政治は壊滅的なものにな

った」と訴えた。 

 

「この２０年間のベネズエラの歴史を通じて、軍部が政

治に介入することが国を壊滅させることを証明した。」 

と指摘。 

 

ベネズエラの政権移行における重要な要素は、「軍部を

どのように扱うか」との見解を示し、軍部を医療・食料・

教育など軍以外のセクターに配置することの危険性に

ついて警鐘を鳴らした。 

 

軍部の権限を制限する必要性を指摘する一方で、現在の

ベネズエラの問題を平和的に解決するためには軍部の

協力が必要と補足。 

 

しかし、マドゥロ政権が政治的な理由で拘束している１

３０名の軍人の存在は軍部の分断を生み、問題の解決を

困難にしているとの見解を示した。 

 

経 済                        

「ロドリゲス副大統領 ２１年の年次報告       

 ～制裁により原油価格の２５％を支払い販売～」           

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、与党国会で２０２１

年の年次報告を実施した。 

 

年次報告は既に２２年１月にマドゥロ大統領が実施し

ているが、当時はほとんど固まった数字は発表されてお

らず、改めて３月にロドリゲス副大統領が説明したもの

と思われる。 

 

 

２０２１年はハイパーインフレを克服した年と成果を

強調。また、国民への現金給付システム「祖国システム」

を通じて１，３００万人のベネズエラ国民に現金を給付

したと説明。 

 

他、電力システムは前年と比べて２２％改善し、水シス

テムは１８％改善したと説明した（この数字が具体的に

どのような改善を意味しているのかは不明）。 

 

安価な食料品を販売する「CLAP」を通じて食料品販売

は、４４％増加したと発表（いつと比べて４４％増加し

たのかは不明）。 

 

２０１７年当時、ベネズエラの食料自給率は２０％だっ

たが、２０２１年には８９％に増加したと主張した（２

０１７年以降、食料品の輸入が急激に減少したため、相

対的に国内の食料販売の割合が増えただけであり、国内

の食料生産が大きく増えたわけではないと思われる）。 

 

ロドリゲス副大統領によると、ベネズエラは５０２種類

の経済制裁を受けているという。 

 

具体的な制裁事例として、ベネズエラ中央銀行が英国銀

行に保有する３１トンの GOLD が凍結されていること。

この資金を現金化できないことで国民生活に悪影響が

及んでいると訴えた。 

 

また、米国の経済制裁を回避するためにベネズエラは原

油価格の２５％を制裁回避のために支出しなければな

らなくなっていると主張。ベネズエラと PDVSA の運営、

国民生活に甚大な悪影響を与えていると指摘した。 

 

特に多くのコストがかかっている項目は、米国の金融シ

ステムを介さない決済を行うためにかかる経費のよう

で、原油販売価格の２０％を使用し、決済を行っている

と説明した。 
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「露・ベネズエラ Mir 決済システムの使用検討」         

 

Sergey Melik-Bagdasarov 在ベネズエラ・ロシア大使は、

「TASS」のインタビュー番組に出演。 

 

ロシアは「Mir」という決済システムを使用し、ベネズ

エラ国内でのロシア金融機関のクレジットカード決済

を行うと説明した。 

 

「Mir の決済システムをベネズエラで使用できるよう

にすることで、ベネズエラ渡航時にクレジットカードが

使用できるため観光産業に良い影響を与える。 

 

両国の政府は Mir システムがベネズエラ国内で使用で

きるよう準備を進めている段階だが、いつから使用でき

るようになるのか具体的な日程を発表するのは現段階

では早すぎる」と説明。 

 

Mir が使用できるようになるには一定の時間がかかる

とした。 

 

ロシアが Mir の使用を進めている理由は米国の金融制

裁。 

 

米国政府がロシアへ経済制裁を行ったことで３月１０

日から Visa と Mastercard の使用が制限されるようにな

った。 

 

報道によると、これまでにロシア国内の金融機関が発行

した Visa や Mastercard クレジットカードは有効期限ま

でロシア国内では使用できるという（外国では使用不

可）。 

 

今後、金融取引を制限する制裁が強化される可能性は高

くロシアとしては急いで代替の決済システムを構築す

る必要がありそうだ。 

 

「米石油会社 制裁緩和を止めるためロビー活動」                  

 

バイデン政権がベネズエラ石油産業への制裁を緩和す

ることを検討していると報じられている。 

 

ポカランダ氏によると、今週に入りバイデン政権とマド

ゥロ政権の２回目の協議が行われたようで、欧米企業が

ベネズエラ石油産業で活動を再開する可能性が高まっ

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.731」）。 

 

バイデン政権がベネズエラの制裁緩和を検討している

理由は、米国内の原油価格の高騰を抑えるためだが、そ

れを快く思わないグループも多い。 

 

その中の１つは、米国内で活動する原油生産会社だ。 

米国内で産油活動をする企業にとって、ベネズエラの原

油を輸入することは国内の競合が増えることになり、同

社の活動を制限することを意味する。 

 

この状況を受けて、ベネズエラの経済系メディア

「Bancaynegocios」は、米国で産油活動を行っている企

業が「環境配慮」の面から制裁緩和を止めるようバイデ

ン政権に働きかけていると報じた。 

 

「Argus Media」は、米国内で産油活動をしている「Hunt 

Consolidated」のハンター・ハント氏にインタビューを

実施。 

 

ハント氏は「米国で活動する企業は環境に対してより多

くの配慮をしている。ロシアの原油不足分をイランやベ

ネズエラなど他の国から入ってくる原油で補うよりも

米国内で補う方が国民の懸念を解消できる。」との見解

を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
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社 会                        

「軍人 アマゾナス州先住民４名を殺害」           

 

３月２２日、アマゾナス州で４名の先住民（yanomami

族）が軍人に殺害される事件が起きた。 

 

先住民らが殺害された理由は、軍人らが Wifi を使用し

たいと彼らに頼んだが、先住民がそれを拒絶。口論にな

り、最終的に先住民らが射殺されたという。 

 

ベネズエラの先住民は国会議員の先住民枠があり、先住

民族の領土があるなど、一定の政治力を持っており、彼

らの生活を保障するため制度的に特別な配慮がされて

いる。 

 

先住民を殺害することは一般人の殺害よりも大きな問

題になることが多い。 

 

この事件を受けて yanomami 族は同地域に駐屯してい

る軍人の拠点を包囲しているようで、緊張が高まってい

る。 

 

またグアイド政権はこの事件をマドゥロ政権による先

住民への人権侵害として「米州機構（OAS）」など国際

社会に訴えており、メディアでの報道が大きくなってい

る。 

 

この流れを受けて、３月２３日 タレク・ウィリアム・

サアブ検事総長は、アマゾナス州アルトオリノコ地域で

起きた yanomami 族殺害について捜査を行うと発表。 

 

検察庁の調査委員会をアマゾナス州へ派遣し、問題を解

明するとした。 

 

 

 

 

２０２２年３月２４日（木曜）                

政 治                        

「新最高裁判長 グティエレス氏就任の噂       

   ～急進野党 判事任命プロレスを非難～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.731」でも紹介したが、

与党国会は最高裁判所の判事任命プロセスを進めてお

り、そのプロセスが大詰めに入っている。 

 

３月２４日 調査系メディア「Alberto News」は、与党

国会は新たな最高裁判長をグラディス・グティエレス氏

にしようとしていると報じた。 

 

グラディス・グティエレス氏は、マドゥロ大統領が大統

領に就任した２０１３年～１７年２月まで最高裁判長

を務めた人物。つまり、マイケル・モレノ現最高裁判長

の前任者。２０２０年からは「選挙管理委員会（CNE）」

の役員を務めている。 

 

故チャベス政権下で在スペイン・ベネズエラ大使を務め

たことのある人物で、マドゥロ大統領の妻シリア・フロ

ーレス氏と懇意の関係にあると言われている。中立性は

なく、与党系の人物である。 

 

 
（写真）国営報道局 

“グラディス・グティエレス元最高裁判長（当時の写真）” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
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この報道が流れる前日、急進野党のリーダーを務める

「ベネズエラ主導党」のマリア・コリナ・マチャド党首

は、最高裁判事の任命プロセスについて「マドゥロ政権

がイメージを洗浄しようとしている」と指摘。新たな最

高裁判事を認めてはいけないと訴えている。 

 

なお、主要野党「第一正義党（PJ）」のファン・グアニ

パ元議員（グアイド暫定政権の国会第１副議長）は、 

「マドゥロ政権から最高裁判事の複数のイスを渡すこ

とを条件に判事任命を容認するよう求められた」 

と告発している。 

 

なお、今回の最高裁判事任命プロセスにより２０名の判

事が選ばれる予定となっている。 

 

「独立野党 与野党協議に招待されたと発表」           

 

３月２４日 独立野党に分類される「鉛筆同盟（AL）」

のアントニオ・エカリ党首は記者会見を実施。与野党協

議の招待を受けたと発表した。 

 

これまでの与野党協議では、常にマドゥロ政権と主要野

党が協議を行っていたが、今回の協議では他の野党も参

加する可能性が出てきた。 

 

エカリ党首は、「飾りになるために協議に参加するわけ

ではない」と宣言。 

 

緊急に対応しなければいけない１０の案件を解決する

ために協議に参加すると主張した。エカリ党首が掲げる

１０の案件は以下の通り。 

 

１．国営病院、診療施設、「Barrio Adentro（マドゥロ政

権が行う医療プロジェクト）」により多くの医療設

備を提供すること。 

 

 

２．経済を完全にドル化すること。企業立ち上げのため

の融資基金を設けること。 

３．児童の飢餓を無くすること。 

４．電力・水の社会インフラを復旧させること。外国企

業を含めた公共事業の入札を行うこと。 

５．外国企業の投資を促進するための法改正を行うこ

と 

６．接収した企業を民間セクターの元に返すこと 

７．大統領の再選可能回数に限度を設けること 

８．選挙出馬を禁止された政治家を再び出馬できるよ

うにすること 

９．政治思想に関係なく、全ての汚職を撲滅すること 

１０． 排他的な政治のやり方を止めること 

 

経 済                       

「Chevron 役員４名がベネズエラを訪問」            

 

「La Politica Online」は、米国エネルギー会社「Chevron」

の役員ら４名が今週ベネズエラを訪問していたと報じ

た。目的は、米国の経済制裁緩和後の事業再開について

検討するためだという。 

 

「ワシントンポスト」によると、シェブロンは数カ月内

にベネズエラでの産油量を８０万バレル増やす手段を

検討しているという。 

 

仮にこれが実現すれば、米国がロシア産原油の輸入を禁

止したことで生じる不足分（７０万バレル）を埋めるこ

とが可能となり、原油価格は落ち着くとしている。 

 

また、バイデン政権は次の中間選挙を前にガソリン価格

を下げる必要性を感じていると報じた。 
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「CIADI １６億ドル超の接収賠償支払いを命令」         

 

３月２３日 「国際紛争解決センター（CIADI）」は、ベ

ネ ズ エ ラ 政 府 に 対 し て 、 ス ペ イ ン 企 業 「 Grupo 

Agroinsumos Ibero-Americanos」に行った接収の賠償金

１６億２，９００万ドルを支払うよう命じた。 

 

また、訴訟を行うにあたり「Grupo Agroinsumos Ibero-

Americanos」が負担した１１０万ドルも支払うよう命

じた。 

 

「Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos」は、ベネズエ

ラで「Agroisleña C.A.,」、「Insecticidas Internacionales 

C.A.」「Proyefa C.A.」、「Venezolana de Riego C.A.」な

どの農業系会社を持っていたが、２０１０年に故チャベ

ス政権からの接収を受けた。 

 

その後、「Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos」は、

接収に対してベネズエラ政府から適切な支払いを受け

ていないとの理由で、２０１６年７月にベネズエラ政府

を CIADI に提訴していた。 

 

ベネズエラ政府は、故チャベス政権下で大量の接収を行

っており、多くの訴訟を抱えている。これらの接収賠償

金が総額いくらになるのかは定かではないが、数百億ド

ルに上るとされている。 

 

「Fedecamaras 電力投資の CAF 融資求める」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」メリダ支部のマル

コ・デルガード代表は、電力インフラを復旧させるため

に融資が必要だと主張。 

 

「アンデス開発公社（CAF）」に対してベネズエラへの

融資実行を求めた。 

 

 

デルガード代表によると、現在メリダ州の停電は１日当

たり１２時間～１４時間だという。田舎の電気事情は特

にひどいという。この停電で冷蔵庫が使えなくなり、牛

乳など食料品が腐ってしまうと訴えた。 

 

この状況を緩和するため、政治的な合意を経て６０００

万ドルの融資を行うよう CAF に要請した。 

 

現在、CAF は「ベネズエラ政府がマドゥロ政権なのか、

グアイド暫定政権なのか」という議論でベネズエラ政府

への融資を停止している。もちろんベネズエラがデフォ

ルト状態になっていることが融資を止める理由でもあ

る。 

 

仮に CAF が融資を行う場合、債務を負う相手はもちろ

んマドゥロ政権になるため、CAF としてマドゥロ政権

をベネズエラ政府と認めたことを暗に示すことになる。 

 

「Fedecamaras」は当然これを理解しているため、

Fedecamaras が CAF に融資を求めることは、CAF に対

してマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識するよう

求めているということも意味している。 

 

数日前、故チャベス政権下で接収したカラカス・カンデ

ラリア地区の大型ショッピングセンター「Sambil」が元

のオーナーの元に返還された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.730」）。 

 

与党国会は、「Fedecamaras とマドゥロ政権との協議の

成果」と説明しており、Fedecamaras からもマドゥロ政

権への一定の譲歩をしたのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年３月２３日～３月２４日報道            No.７３２   ２０２２年３月２５日（金曜） 

8 / 8 

 

「Fundatun 代表 ムール貝養殖業の再興を提案」         

 

マグロ漁業団体「FUNDATUN」のカルロス・ヒメネス

代表は、「Caricuao 沖は元々良質なムール貝の産地で、

Caricuao のムール貝養殖を再び振興させるべきだ」と

の見解を示した。 

 

また、ベネズエラでのマグロ漁業について、２００４年

は１５万トンのマグロをカリブ海、太平洋地域に販売し

ていたが、現在のマグロ漁獲量は少なくなったと説明。 

 

漁獲量が減少した理由について、「Covid-１９で人の移

動が制限されたことも理由の１つだが、ベネズエラは科

学的な安全証明の問題があり、外国港に入国することが

困難になっている。」と説明した。 

 

社 会                       

「全教育施設の活動を再開」            

 

３月２４日 マドゥロ大統領は３月２８日から全国で

全ての教育機関の活動を再開させると発表した。 

 

２１年１０月２５日 マドゥロ政権は１２歳以上の通

学形式の学校再開を許可した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.670」）。 

 

実際のところ１２歳未満の児童も一部では学校に通っ

ていたようだが、３月２８日をもって正式に全ての年齢

で通学形式の学校が再開する。 

 

また、マドゥロ大統領は最低賃金の改定を受けて教育労

働組合と合意を結んだと説明。学童は質の良い教育サー

ビスを受けることが出来ると述べた。 

 

 

 

 

マドゥロ政権の発表が事実ならば、現在ベネズエラの

Covid-１９感染はかなり落ち着いている。ここ１週間は

１日当たりの新規感染者数は１００～２００人台で推

移している。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1798a610f38308ee0824831e3e4a83d3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1798a610f38308ee0824831e3e4a83d3.pdf

