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（写真）選挙管理委員会（CNE） “１月２６日 マドゥロ大統領の罷免投票を申請するための署名集めを実施” 

 

 

２０２２年１月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「CNE 罷免投票のための署名集めを実施 

～会場は与党関係者・コレクティーボが監視～」 

「集まった署名数は４．２万件（１．０１％）」 

「SEBIN 元長官 コロンビアへの攻撃計画を暴露」 

経 済                     

「大規模送金税 ドル・デジタル通貨にも適用か」 

「金融機関の純利益 上位５行７９％を占める」 

「１月のベネズエラ原油輸出 減少見通し」 

社 会                     

「墨→米のベネズエラ移民 ２，１７０％増」 

２０２２年１月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「離反与党 最高裁に署名集め取り消し要請」 

「大統領 最高裁にグアイド議長の逮捕を要請」 

経 済                    

「石油商工会 制裁で１バレル２２ドル損失」 

「Vepica １０万ドル（利回り１０％）手形発行」 

「食肉業界 トルコ・イランへの輸出を検討」 

社 会                    

「野党 オルテガ元検事総長の汚職証拠提示」 

「２０２１年 食費がドル建てで高騰 

～ボリバル建ての購入は実質的に値下げ～」 
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２０２２年１月２６日（水曜）             

政 治                       

「CNE 罷免投票のための署名集めを実施         

 ～会場は与党関係者・コレクティーボが監視～」       

 

１月２６日 マドゥロ大統領の罷免を求めるために必

要な署名集めが行われた。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.706」「No.707」の通り、罷

免投票が成立するための要件は極めて厳しく、事実上不

可能に近い。 

 

また、主要野党・穏健野党・独立野党のいずれも罷免投

票を申請しておらず、罷免投票を申請した３団体は離反

与党系の団体と素性がほとんど明らかになっていない

２団体のみとなっていた。 

 

罷免投票を成立させることができると考える国民はほ

とんどおらず、盛り上がりにかけたまま当日が終了した。 

 

会場は下写真の通り、複数の軍人が配備され数個の署名

用の机が置かれ、各机には署名の誘導をする担当者が座

る形式で行われた。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

（写真）FernadoTineo 記者 

 

罷免投票を申請した離反与党政党「Mover」のニックメ

ル・エバンス氏は、 

「罷免投票会場には州知事・市長・与党党員などがおり、

誰が署名に参加するか監視をしていた」と主張。 

匿名性が保証されていないと訴えた。 

 

仮に与党関係者に署名に参加した人が特定された場合、

その人物は CLAP の食料品（マドゥロ政権が行ってい

る安価な価格で基礎食料品セットを買うことが出来る

社会プロジェクト）の配給を受けられなくなるリスクが

ある。 

 

成功しない罷免投票に参加して CLAP の食料品購入が

出来なくなるリスクを負う人は少ない。 

 

「CNN Espanol」は罷免投票当日の様子について、カラ

カスのペタレ地区の署名集め会場の様子を取材したが、

彼が署名会場にとどまっていた２５分間で一人も署名

に来る人物はいなかったという。 

 

なお、CNN によると、ペタレの集会場には７人の軍人

が待機しており、与党 PSUV の党員と複数の「コレクテ

ィーボ（与党を支持する武装した集団）」がいたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/47313025c383dd22a0fe48b80c7b6e19.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f7fdbf108dfdb89982821ee5a836963d.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１月２６日～１月２７日報道            No.７０８   ２０２２年１月２８日（金曜） 

3 / 8 

 

「集まった署名数は４．２万件（１．０１％）」         

 

１月２６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、「罷免投票

の署名集めの結果は２月１３日に公表する」と発表した。 

 

しかし、翌１月２７日に CNE のタニア・デアメリア氏

は、当日の署名数が４２，４２１件だったと発表した。 

 

マドゥロ大統領の罷免投票の申請を成立させるために

は全国有権者（約２，１００万人）の２０％（約４２０

万人）の署名が必要だった。 

 

つまり、同日は罷免投票申請に必要な署名数の１．０

１％しか集まらなかったことになる。 

 

今後、CNE で署名が有効なものかを精査し、２月１３

日に正式に結果を発表するのかもしれないが、全ての署

名が有効だとしても罷免投票は成立しないことが決ま

ったことになる。 

 

「SEBIN 元長官 コロンビアへの攻撃計画を暴露」                  

 

２０１９年４月に行われた「自由オペレーション」の際

にマドゥロ政権に反旗を翻したクリストファー・フィゲ

ロア SEBIN 元長官は、マドゥロ政権の公安組織のトッ

プとして入手した情報の一部を暴露した。 

 

フィゲロア元長官によると、マドゥロ政権には戦略を決

めるための情報を集めるシンクタンクが存在しており、

そのシンクタンクは左派色の強い国際政治組織「サンパ

ウロ・フォーラム」や「国民グループ」の強い影響を受

けているという。 

 

しかし、実際のところ「サンパウロ・フォーラム」や「国

民グループ」のブレーンはロシア、中国、イラン、キュ

ーバだという。 

 

左派系国際グループの次の標的はコロンビアで、１３０

の人・場所が戦略的な標的になっているという。 

 

具体的な名前は挙げられていないが、１２人の政治家、

１４人の陸軍軍人、３８人の空軍軍人、３人の海軍軍人、

３３人の経済関係者、１３の空軍基地、４つの重要なイ

ンフラ施設などが挙げられているという。 

 

コロンビアは２０２２年５月２９日に大統領選が予定

されている。 

 

左派グループとしては米国に絶対的な忠誠を誓うドゥ

ケ政権を落としたいと考えており、このような戦略があ

っても不思議ではない印象だ。 

 

ここ最近、ペルー、ボリビア、チリなど南米はやや左傾

化の傾向がみられる。ブラジルも左派の代表格ルラ前大

統領が当選する可能性が高い。 

 

ロシアと米国の政治的な緊張が高まる中、コロンビアま

で左傾化が進むことは米国の安全保障の観点から避け

たいはずで、米国はコロンビアの現政権を強く支援する

だろう。 

 

コロンビアを巡る政治的な対立も水面下で動いている

ことと思われる。 

 

経 済                        

「大規模送金税 ドル・デジタル通貨にも適用か」           

 

現在、与党国会では「大規模送金税」の改定が議論され

ている。 

 

大規模送金税は、一定金額の送金を行った場合に課せら

れる税金。現在は２％が課税されている。 
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大規模送金税法をどのように改定しようとしているの

か、明らかにされていなかったが、与党国会で経済委員

会のメンバーを務めるラモン・ロボ議員は、「Union 

Radio」のインタビュー番組に出演し、大規模送金税法

の改定内容について一部を明らかにした。 

 

ロボ議員によると、現在のところ大規模送金税で２％の

税金が課せられているのはボリバル建ての取引だけで、

ドル建ての取引は課税対象になっていないという。 

 

（この法律を作った当時、ベネズエラ経済はドル化して

おらず、ドル建ての取引について考慮するベースがなか

った） 

 

政府はボリバルの信用を回復させ、ボリバル通貨の利用

を増やすことを目標にしており、現在の大規模送金税は

デスインセンティブになっていると指摘。 

 

ボリバル通貨の使用にメリットを与えるため、大規模送

金税法の改定を検討しているという。 

 

ただし、メリットを与えると言っても税金を無くすこと

は考えていないようで、ボリバル建ての税率は維持し、

ドル建て・デジタル通貨建ての取引に２．５％の税を課

すことを検討しているという。 

 

つまり、相対的にドル建て・デジタル通貨建ての送金（税

率２．５％）よりボリバル建ての送金（税率２．０％）

の方がメリットのある状態にしようとしているようだ。 

 

「金融機関の純利益 上位５行７９％を占める」         

 

経済メディア「Bancaynegocios」は、２０２１年の金融

セクターの総純利益は３．４億ボリバルだったと報じた。 

ドルで換算すると７，４００万ドルに相当する。 

 

 

ボリバル建てで見ると、前年比６６５．３％増。 

ドル建てで見ると、前年比８４．２％増になる。 

 

純利益増の要因は、ベネズエラ国内でドル使用が普及し

たためとしている。 

 

ベネズエラには３０の一般金融機関（銀行）が存在する

が、上記純利益の７９％は上位５つの銀行が占めている

という。 

 

なお、２０年時点では、上位５つの銀行の純利益が金融

セクター全体の純利益に占める割合は６３．４％だった。 

 

この２年でトップ銀行へ利益が集中している様子が見

られるという。 

 

経 済 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」によると、最も利益が多かったのは国営銀行

の「Banco de Venezuela」。 

 

以下の４行は民間銀行で順番に「BBVA Provincial 銀行」、

「Banesco」、「Banco Nacional de Credito（BNC）」、

「Banco Venezolano de Credito」と続く。 

 

「１月のベネズエラ原油輸出 減少見通し」                  

 

タンカーの動きをトレースする「Tanker Trackers」は、

２０２２年１月１～３週目のベネズエラの原油輸出量

について、日量４０．２万バレルと報じた。 

 

「Tanker Trackers」は、２０２１年１２月のベネズエラ

からの原油輸出を日量５３．７万バレルとしており、先

月から２５．１％減少したという。 

 

１月は原油価格が高騰しており、この時期に収入を得る

機会を逸したことになる。 
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「Tanker Trackers」によると、１月の原油輸出先の８

８％（日量３５．４万バレル）は中国向け、残りの１２％

（同４．８万バレル）はキューバ向けだという。 

 

なお、コロンビアに亡命した元 PDVSA 労働組合のイバ

ン・フレイテス氏によると、ベネズエラは２０２１年に

キューバに向けて合計５１５．６万バレル（４億ドル相

当）のガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料などを

送ったという。 

 

社 会                        

「墨→米のベネズエラ移民 ２，１７０％増」           

 

グアイド暫定政権下で在米ベネズエラ代表大使を務め

ているカルロス・ベッキオ大使は、２０２１年にメキシ

コから米国へ移住を試みたベネズエラ人は前年比２，１

７０％増えたと述べた。 

 

ベッキオ大使によると、２０２０年にメキシコから米国

への越境を試みたベネズエラ人は５０００人以下だっ

たという。しかし、２０２１年には１０．８万人に増え

たとしている。 

 

ベッキオ大使は、マドゥロ政権がロシアやイランなど同

盟国と関係を強めて現状維持を続けている状況につい

て、「ベネズエラの問題を解決することなく、問題を深

刻化させている」と指摘。 

 

「ロシアはベネズエラの社会を不安定にしている」と非

難した。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年１月２７日（木曜）              

政 治                       

「離反与党 最高裁に署名集めの取り消し要請」        

 

１月２７日 罷免投票を申請した離反与党政党「Mover」

のニックメル・エバンス氏は、最高裁判所に対して１月

２６日に行われた罷免投票の署名集めを取り消すよう

要請した。 

 

前述の通り、マドゥロ大統領の罷免投票を求めるための

署名集めは４．２万件（約１％）しか集まらず、成立要

件として求められていた２０％に全く届かなかった。 

 

エバンス氏は、同日の署名集めについて「成立させるこ

とは絶対不可能で、憲法に定められた権利を保証してお

らず、国民の意思を聞いていることにならない。」と主

張。同日の署名集めの無効を求めた。 

 

個人的な見解だが、主要野党は罷免投票を通じた政権交

代を諦めている。離反与党がどんなに努力しても、２

０％の署名集めはほぼ不可能だろう。 

 

「大統領 最高裁にグアイド議長の逮捕を要請」           

 

２０２２年に入ってから与党は常にグアイド議長や野

党政治家の拘束を求めている。 

 

１月２７日 マドゥロ大統領は、グアイド議長について

「正当な裁きを受けていない」と主張。最高裁に対して

グアイド議長を裁くよう求めた。 

 

先日、与党国会も検察庁に対して、グアイド議長と野党

政治家らがベネズエラに与えた経済的被害、汚職を捜査

し、公表し、罰を与えるよう求めていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.707」）。 
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野党（米国）に対する圧力とも考えられるが、そろそろ

本当にグアイド議長が拘束されても不思議ではない状

況になっている印象だ。 

 

現在、グアイド暫定政権を支持するベネズエラ国民はほ

とんどいない。 

 

大半の国民は、「マドゥロ政権を支持しているわけでは

ないが、わざわざグアイド暫定政権を擁護するような意

思はない。」という人が多そうだ。 

 

仮にマドゥロ政権がグアイド議長を拘束したとしても

ベネズエラ国内側で大きな抗議行動には発展しない印

象がある。 

 

グアイド議長を拘束した場合、米国が強い反応を示すこ

とが予想されるが、米国がこれ以上、自国の権限だけで

マドゥロ政権への圧力を強化するのには限界がある。 

 

グアイド議長を拘束した結果、制裁解除が遠のく可能性

はあるが、現状維持でも制裁は解除されない。 

 

「どうせこのままでも制裁が解除されないならグアイ

ド議長を拘束した方がマドゥロ政権にとって良い」 

という判断はあり得るのかもしれない。 

 

また、個人的な見解だが、グアイド議長を拘束しグアイ

ド暫定政権を解体させた方が制裁緩和が近づく可能性

もある。 

 

筆者の理解としては、現在ベネズエラ国民・産業界で米

国の制裁を支持するグループは少数。 

 

グアイド暫定政権が米国の制裁を支持しているから何

となく正当性を維持できている印象がある。 

 

 

 

制裁がベネズエラ経済を悪化させる原因となっている

ことは事実だ。 

 

制裁を擁護するグアイド政権を解体した場合、制裁を続

ける米国のイメージが悪化し、制裁解除圧力が強まる可

能性も考えられる。 

 

経 済                       

「石油商工会 制裁で１バレル２２ドル損失」            

 

ベネズエラ石油商工会のレイナルド・キンテロ代表は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

米国の経済制裁がベネズエラの石油産業に与える影響

について「甚大」と非難した。 

 

キンテロ代表によると、ベネズエラの石油産業は元々、

米国市場のために設計されており、米国市場を失うこと

は死活問題との見解を示した。 

 

また、制裁により原油の質が落ち、制裁回避のための物

流コストが余計にかかることで、ベネズエラの原油は１

バレル当たり２２ドル損失を出していると指摘。１日当

たり１，８００万ドルを失っていることになると訴えた。 

 

「Vepica １０万ドル（利回り１０％）手形発行」         

 

１月２７日 カラカス証券取引所は、同証券取引所に上

場している資源系エンジニアリング会社「Vepica」が１

０万ドルの手形発行に成功したと発表した。 

 

同手形は１２月２１日に公募が行われた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.694」）。 

 

同手形の発行を担当した「Rendivalores」によると、募

集した全ての手形が額面通り売れたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98d1793f11f1df9ad940bd4c81d1b1d1.pdf
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同手形は１年後に返済。年利１０％、年４回に分けて利

息を支払う予定だという。 

 

 
（写真）Rendivalores “全手形の売却完了を発表” 

 

「食肉業界 トルコ・イランへの輸出を検討」         

 

「タチラ州畜産業団体（ASOGATA）」のエドガー・メ

ディナ代表によると、２０２１年第４四半期のベネズエ

ラ人の食肉消費量が２倍に増えたという。 

 

メディナ代表によると、第３四半期、ベネズエラの食肉

消費量は１人当たり３～４キロだったが、第４四半期は

７～８キロまで増えたという。 

 

しかし、ベネズエラの景気が良かった頃は、１人当たり

２３キロが消費されていたと補足。 

 

現在は全く良い状況ではなく、畜産業界の潜在的な生産

余力は大きいと指摘した。 

 

また、ここ最近はガソリン不足の問題もやや緩和されて

おり、今後は国内消費で余った食肉のトルコやイランな

ど中東への輸出を検討しているとした。 

 

社 会                       

「野党 オルテガ元検事総長の汚職証拠提示」            

 

１月２７日 グアイド暫定政権で国家安全保障問題を

担当していたイバン・シモノビス氏（現在は辞任してい

る）は、２０１７年にマドゥロ政権を離反したルイサ・

オルテガ元検事総長と、彼女の夫ヘルマン・フェレール

氏の汚職の証拠をスペインに提出した。 

 

ルイサ・オルテガ元検事総長は、２０１７年にマドゥロ

政権を離反してコロンビアに亡命して以降、事実上グア

イド暫定政権の検事総長として活動してきた。 

 

しかし、２０２２年に入り、検事総長の任期を満了した

として検事総長の職を降りることを発表した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.698」）。 

公式な発表ではないが、オルテガ元検事総長は今後スペ

インに移住すると報じられている。 

 

オルテガ元検事総長は、２０１７年から４年ほどグアイ

ド暫定政権側に属していたが、マドゥロ政権側に属して

いた当時は、野党を取り締まる側だった。 

 

現在も野党はオルテガ元検事総長と対立する存在で、シ

モノビス氏自身は彼女に牢獄に入れられている。 

 

オルテガ元検事総長は、与党からも野党からも追われる

身になっている。 
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「２０２１年 食費がドル建てで高騰        

  ～ボリバル建ての購入は実質的に値下げ～」         

 

食料費の調査を行っている民間団体「CENDA」は、２

０２１年はドル建ての生活費が上昇していると発表し

た。 

 

CENDA の調査によると、２０２１年にボリバル建ての

食費は前年比４４６．２％増えたという。 

 

一方、ドルに換算した食糧費は前年比５５．９％増えた

という。 

 

額面で見ると、ボリバル建ての方が値段の上昇が激しい

が、ボリバル通貨の価値下落を考慮に入れるとむしろ実

質的にボリバル建ての食費は安くなっているという。 

 

中央銀行は、２０２１年のインフレ率を６８６．４％と

している。また、野党国会は、２０２１年のインフレ率

を６６０％としている。 

 

インフレ率６８６％に対して、ボリバル建てで食費が４

４６％上がったので、実質的にボリバル建てで食費が安

くなったことを意味する。 

 

ドルについては純粋に食費が前年比５５．９％増えたこ

とになる。中央銀行は為替レートを維持するため、この

１年間両替市場に外貨を投入していた。これにより、ボ

リバル価値が無理に高められていると考えられる。 

 

つまり、この１年間、ドル建てで買った商品は高くなっ

たことを意味する。 

 

以上 


