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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド暫定政権 ２月１２日「青年の日」に抗議行動を実施” 

 

 

２０２２年２月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「英シンクタンク 与野党協議の進展に懐疑的 

～選挙が近くなければ協議する目標がない～」 

「新保健相は大統領夫人の親戚」 

経 済                     

「大規模金融取引税 施行前に法改定を検討」 

「OPEC １月の産油量は日量６６．８万バレル」 

「ウクライナの政治緊張で原油価格が上昇」 

社 会                     

「２０２１年 国内でコカイン５１トンを押収」 

「検察庁 ロライマ山破壊の容疑で関係者を召喚」 

22 年 2 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド政権 青年の日に抗議行動 

～グアイド議長 “リーダーを更新する？”～」 

「マドゥロ政権も全国で政治集会を開催」 

経 済                    

「民間参入でスリア州地域の産油量は４倍？」 

「米国 ベネに制裁し、インドへ原油輸出」 

「デジタル通貨への課税手段は不明確」 

社 会                    

「ベネズエラのバレンタインデー事情」 

「カラカスを中心に停電、ネット断絶」 
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２０２２年２月１１日（金曜）             

政 治                       

「英シンクタンク 与野党協議の進展に懐疑的    

 ～選挙が近くなければ協議する目標がない～」       

 

英国の金融シンクタンク「EMFI」は、ベネズエラの与

野党協議について「２０２２年中に特筆するような合意

は交わされないだろう」との見解を示した。 

 

「EMFI」は、現在のベネズエラの政治情勢について 

「グアイド氏をリーダーとする野党連合にあらゆる面

でマイナスの環境にある」と指摘。 

「与野党協議で野党側がマドゥロ政権に提供できるこ

とはあまりない。」との見解を示した。 

 

２０２１年８月に与野党協議が始まったが、同年１０月

に米国政府がカボベルデで拘束されていたマドゥロ政

権のフィクサー“アレックス・サアブ氏”の身柄を引き受

けたことで、マドゥロ政権は与野党協議の停止を宣言。 

１０月以降、与野党協議は暗礁に乗り上げている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.666」）。 

 

野党は協議再開を望んでいるが、２０２１年１１月の全

国州知事・市長選で与党圧倒多数の状況を維持し、２０

２２年の大統領罷免投票を不成立にさせた現在、マドゥ

ロ政権が野党に望むことは少ない。 

 

EMFI は「重要な選挙イベントが目先にない以上、与野

党協議を再開したとして、そこで何について協議するの

か目標がない」と指摘。 

 

「マドゥロ政権は国際的な政権の認識と制裁緩和を求

めている。しかし、米国が制裁を緩和するだけの大きな

譲歩をマドゥロ政権がするインセンティブがない。従っ

て、特筆するような合意が結ばれるとは思えない」 

との見解を示した。 

また、バイデン政権の発足、南米諸国の左傾化が強まっ

たことでマドゥロ政権への国際的な圧力はかなり弱ま

ったと分析。 

 

経済面でもマドゥロ政権側はハイパーインフレを抑え

ることに成功、２０２１年の同国経済はプラス成長とな

った。 

 

現在、原油価格は１バレル９０ドルを超え、今後も高止

まりが予見されており、マドゥロ政権に対する経済的な

圧力は弱まっている。 

 

「総合的に考えると、マドゥロ政権は２０２２年中に与

野党協議を再開しない可能性もある」と指摘した。 

 

また、２１年１２月には主要野党の一角「第一正義党

（PJ）」がグアイド暫定政権に反旗を翻し、グアイド暫

定政権の解体を提案。 

 

最終的にグアイド暫定政権は２０２２年も存続するこ

とが決まったが、野党内の分裂は更に広がっている。 

 

この状況について EMFI は 

「２０２２年にグアイド暫定政権が更新されたことで

暫定政権は４年目に突入する。これは“政権交代を目指

す“という野党の掲げた目標の破壊を意味している。 

 

マドゥロ政権が方針を変えない限り、２０２４年の大統

領選に向けて野党は交渉を待つのみになるだろう」 

と結論付けた。 

 

個人的には現状分析は妥当だと思うが、結論がおかしい

と考えている。マドゥロ政権は現状を変える必要性を感

じていないので、マドゥロ政権から方針を変えることは

ない。方針を変えるべきなのは米国政府と野党だという

指摘が妥当と思われる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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「新保健相は大統領夫人の親戚」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.714」でマドゥロ政権

が４名の閣僚交代を発表したとの記事を紹介した。 

 

そのうちの一人、マガリ・グティエレス・ビニャ保健相

は、マドゥロ大統領の妻、シリア・フローレス氏の姪だ

と報じられている。 

 

シリア・フローレス氏は、現在は大統領夫人として活動

しているが、元々国会議長を務めたこともある人物。 

 

与党重鎮の一人で、２０１２年に故チャベス元大統領が

マドゥロ大統領を次期大統領に推薦した理由は「フロー

レス氏が妻だったから」とも噂されている。 

 

シリア・フローレス夫人は、血縁者を多く政界に送り込

んでおり、甥のマルピカ・フローレス氏は国家歳入庁の

長官にもなっていた。 

 

２０１５年に米国に麻薬を密売する途中でハイチにて

逮捕されたエフライン・カンポ・フローレス氏、フラン

シスコ・フローレス・デ・フレイタ氏もフローレス婦人

の甥にあたる。 

 

フローレス夫人は裏取引に精通しているとの噂は多く、

マドゥロ政権が維持できているのは彼女のおかげと指

摘されている。 

 

経 済                        

「大規模金融取引税 施行前に法改定を検討」           

 

２月３日 与党国会は大規模金融取引税を承認。外貨・

デジタル通貨建ての取引に課税する法律を成立させた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.711」）。 

 

 

税率は２～２０％とされているが、適用税率の規則が定

まるまで一律３％の税を課すことになっている。 

 

また、今回の法改定は官報で公布されてから３０日後に

有効になる予定だが、現在も官報は公布されておらず、

いつ施行開始になるかは定かではない。 

 

同法律は影響の大きさから個人・法人などあらゆる分野

から不満の声が出ており、マドゥロ政権は沈静化に苦慮

している。 

 

この状況を受けて、与党国会は施行前に法律の改定を検

討していると報じられた。 

 

ルイス・エドゥアルド・マルティネス氏は現地メディア

「Diario ２００１」の取材に対して、 

「国会内でも今回の法改定について反対の意見が表明

されている。急激な課税は投資家の不信感を生むことに

なり、投資を減らすことを懸念している。」 

と説明。「国会で法律の修正を検討する可能性がある」

と述べた。 

 

特に変更を検討しているのは「税率を減らすことについ

て」だという。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」が与党国会の関係者

から入手した情報によると、「国会はこの法律を通過さ

せた当初、この法律の影響の大きさについてそこまで意

識できていなかった」という。 

 

「法律を変える可能性はあるが、現時点では決まったこ

とではない」と報じている。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46b1fc6672430c18d66fa9aacfd1d043.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8357bc173a21fd46f99ca9bc45ec4f.pdf
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「OPEC １月の産油量は日量６６．８万バレル」                  

 

OPEC は加盟国の２２年１月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、１月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量５．１万バレル減り、日

量６６．８万バレル。 

 

 

 

また、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した１月の産

油量は先月から１１．６万バレル減り、日量７５．５万

バレルだった。 

 

 

（出所）OPEC 

 

２０２１年１２月 ベネズエラはマドゥロ政権が掲げ

た目標「年内に産油量、日量１００万バレル」を達成す

るため、一時的に無理やりに産油量を増やした。 

 

そのため１２月が多くなっていたため、１月の減少は妥

当と言えそうだ。 

 

 

「ウクライナの政治緊張で原油価格が上昇」         

 

現在、WTI、ブレントともに１バレル９０ドルを超えて

おり、２０１４年以来の高値水準となっている。 

 

２月１１日 米国ホワイトハウスのジェイク・サリバン

報道官はウクライナ侵攻について 

「ロシア軍がウクライナの国境に軍備を増やしている

サインを引き続き確認している。我々は侵略がいつでも

始まると考えている。」 

と言及。 

 

また、「（プーチン大統領は）ロシア経済に深刻な被害を

与える強い制裁が科せられることを認識しなければな

らなかった。同盟国は NATO の境界線を維持するため

の努力を続けなければいけない。」 

とコメントした。 

 

このコメントを受けて、原油価格は高騰。 

WTI の先物価格は１ドル９４．２１ドルまで上昇、ブ

レント原油は１バレル９５．１８ドルまで上昇した。 

 

社 会                        

「２０２１年 国内でコカイン５１トンを押収」           

 

国家麻薬対策庁のリチャード・ロペス長官は、２０２１

年のベネズエラの麻薬取り締まり当局による取り締ま

り実績を発表した。 

 

ロペス長官によると、２０２１年は年間で服用回数１億

４００万回分のコカインを押収したという。 

 

なお、９５００万回分は米国向けの密売、９００万回分

は欧州向けの密売だったという。 

 

これらの重量は５１トンに相当するとされる。 
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「検察庁 ロライマ山破壊の容疑で関係者を召喚」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.714」にて紹介した通

り、世界自然遺産の１つ「カナイマ国立公園」のテーブ

ルマウンテン（Kusari Tepuy）の山頂で富裕層らが誕生

日パーティーを行ったとして、環境保護団体を中心に抗

議の記事が報じられていた。 

 

抗議が拡大したことを受けて検察庁が調査を開始。 

 

誕生日パーティーの主役となったラファエル・オリベロ

ス氏が検察庁に召喚され、取り調べを受けた。 

 

なお、問題となっているオリベロス氏は、カナイマ国立

公園でキャンピングを斡旋する団体の代表で、マドゥロ

政権とカナイマ地域の観光促進で協力協定を締結して

いた。 

 

続報によると、パーティーの参加者の中には、山頂でタ

バコを吸っていた者もいたようだ。 

 

テーブルマウンテンの山頂は、人が侵入することが出来

る場所ではなく、このような人口化学品が加わることで

生態系に大きな影響を与えると指摘されている。 

 

２０２２年２月１２日～１３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド政権 青年の日に抗議行動            

 ～グアイド議長 “リーダーを更新する？”～」        

 

２月１２日 グアイド暫定政権は、カラカス・チャカオ

市のボリバル広場で抗議集会を実施した。動員状況は１

ページ目の写真の通り。 

元々大きな通りなので人の往来が多いが、写真を見る限

り本当の意味での参加者は少なかったと言えそうだ。 

 

また、参加者の多くは「オレンジ色（大衆意思党）」「緑

（Copei）」「黄色（第一正義党）」など政党シャツを着て

おり、一般市民ではなく、野党党員であることが想像で

きる。 

 

 

 

 

（写真）La Patilla 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/46b1fc6672430c18d66fa9aacfd1d043.pdf
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同日のグアイド議長の演説で特筆するべき内容は２点。 

 

「街頭での抗議行動を拡大する」との宣言と「民意をベ

ースとして野党のリーダーを更新する」との発言。 

 

個人的には、Covid-１９下であること、グアイド暫定政

権の支持率が低迷していることを踏まえて、抗議行動を

拡大させることは出来ないと考えている。 

 

「民意をベースとして野党のリーダーを更新する」との

発言は注目に値するが、具体的に何を意味しているのか、

どのように野党のリーダーを更新しようとしているの

か、そもそも「更新（Renovar）」とは何を意味している

のかなど不明確な部分が多い。 

 

また、同日には「大衆意思党（VP）」を中心とした野党

若者グループが「シモンボリバルの霊廟」まで移動し、

マドゥロ政権への抗議の意を示した。 

 

集まったのは２０名弱。２０１９年には数百万人を動員

する力がありながら、政権交代ができなかったのに現在

の勢いで政権交代をするのはほぼ不可能だろう。 

 

 

（写真）Reporta Ya 

 

 

 

 

 

「マドゥロ政権も政治集会を開催」           

 

野党が抗議行動を呼びかけたことを受けて、与党も２月

１２日に政治集会を実施すると発表していた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.713」）。 

 

２月１２日 与党も政治集会を実施。 

写真を見る限り、それなりに動員できているように見え

るが、加工されている可能性もある。 

 

 

（写真）PSUV 

 

今回、与党の政治集会はペタレ地区から国会議事堂まで

の行進で、移動途中で野党の拠点チャカオ市のアルタミ

ラ広場を横断した。 

 

アルタミラ広場は野党のシンボル的な広場であり、与党

支持者にアルタミラ広場を占領されたことは野党にと

って屈辱的な出来事と言えるだろう。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7f20beea1e1e66fa74bdd85729d0ab4.pdf
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経 済                       

「民間参入でスリア州地域の産油量は４倍？」            

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」スリア支部のダビッ

ド・パラ代表は、エネルギー情報誌「Petroguia」の取材

に応じた。 

 

過去に炭化水素法が改定され、石油産業が国営化された

ことで、スリア州マラカイボ湖で採掘活動に携わってい

た７４の民間企業が国営化されたと説明した。 

 

また、国営化の影響で同地域は開発が滞り、１９０億バ

レルの原油が埋蔵されているマラカイボ湖地域では現

在５０億バレル相当しか開発されていないと指摘した。 

 

パラ代表によると、現在のスリア州地域の原油産油量は

日量１５万バレル前後だという。 

 

仮に炭化水素法が改定され、民間企業による石油産業へ

の参入が可能になれば３６カ月で同地域の産油量を日

量５０万～６０万バレルまで増やすことが出来ると主

張した。 

 

「米国 ベネに制裁し、インドへ原油輸出」         

 

米国シンクタンク「Wilson Center」は、２０２１年１月

～１１月までの米国統計を分析し、米国の主要な原油輸

出先がインドになったと発表した。 

 

「Wilson Center」によると、２０２１年１月～１１月に

かけて、米国がインドに向けて輸出した原油の輸出額は

約８１億ドル。 

 

２番目が韓国で７７．６億ドル、３位がカナダで６８．

９億ドルとした。 

 

 

「Wilson Center」によると、米国がインドに原油を輸出

するようになったのは２０１５年から。 

 

２０２０年当時、米国のインド向け原油輸出額は国別で

５番目だったという。 

 

しかし、２１年に入り米国のインド向け輸出が急増した。 

 

「Wilson Center」は、米国がインド向け原油輸出を大き

く伸ばすことに成功した要因の１つとして、米国がベネ

ズエラに制裁を科したことで、PDVSA からの原油購入

を止めさせたことを挙げた。 

 

２０２０年  トランプ大統領がインドに訪問し、

「Reliance」に対して PDVSA との取引を停止するよう

要請。この要請を受けて２０年に PDVSA との取引を停

止。２０２１年は１バレルもベネズエラから原油を購入

していない。 

 

２０１９年当時、ベネズエラが最も多く原油を輸出して

いたのはインドであり、一番の輸出先を失ったベネズエ

ラ経済は大きく疲弊した。 

 

また、米国がインドへの原油輸出を増やした他の要因と

して、米国が政治的な理由から中国に対する原油輸出を

抑えるようになったこと、インドは中東からの原油調達

比率が高く、原油調達先の多角化を進めていることなど

を挙げた。 

 

「Wilson Center」は、「米国の対ベネズエラ制裁」、「米

国と中国の政治対立」、「インドの原油調達先の多角化」

の動きは短期的に変わる見通しはなく、２０２２年も米

国のインド向け原油輸出が増えるとの見通しを示した。 
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「デジタル通貨への課税手段は不明確」         

 

デジタル通貨について詳しいベネズエラ経済学者アー

ロン・オルモス氏は、野党国会が組織した「ベネズエラ

金融観測所」のセミナーで登壇。 

 

大規模金融取引税の改定で新たに設けられた「デジタル

通貨への課税」について、 

「大規模金融取引税はデジタル通貨に対する課税をし

ようとしているが、この税法を定めた議員たちはどのよ

うにデジタル通貨に課税をするのか方法が分かってい

ない。」との見解を示した。 

 

「デジタル通貨の取引は、ブロックチェーンを介し、デ

ジタルウォレット同士で行われており、銀行システムを

介していない」と指摘した。 

 

社 会                       

「ベネズエラのバレンタインデー事情」            

 

２月１４日はバレンタインデー。 

 

ベネズエラではバレンタインデーは「Dia de Amor y la 

Amistad（愛と友情の日）」と呼ばれており、必ずしも恋

人のための日というわけではない。 

 

また、日本では「女性から男性にチョコレートを渡す」

というのがバレンタインデーの定番だが、ベネズエラに

そのような決まりはなく、男性が女性にプレゼントする

ことも普通。チョコレートである必要もない。 

 

長年経済不況が続いていたベネズエラだが、２０２２年

は経済ドル化など景気の好転を見せており、バレンタイ

ンデーの贈り物を検討する人も増えているという。 

 

 

 

プレゼントとして人気の商品は香水、化粧品、時計、財

布、花束など。 

 

デコレーションがされたバラの花束セットは７．６ドル

から高いもので２０３ドルまでだという。 

 

「カラカスを中心に停電、ネット断絶」         

 

２月１３日午後１時３０分頃からカラカスを中心に全

国的に停電が起きた。 

 

停電が確認されたのはカラカス、ミランダ州、ラグアイ

ラ州、アラグア州、カラボボ州、スリア州、ポルトゥゲ

サ州、グアリコ州、タチラ州。 

 

「国営通信公社（CANTV）」のインターネットサービス

も断絶。 

 

CANTV は公式ツイッターで「インターネット通信の断

絶はファルコン州にあるファイバーが切断されたこと

が理由」と発表しており、停電の二次被害とは違うのか

もしれない。 

 

なお、マドゥロ政権からは一連の電気障害について特段

の説明はされていない。 

 

以上 

 


