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（写真）Shutterstock “４月２日から補助金付きガソリンの支払いは「祖国システム」のデジタルウォレット” 

 

 

２０２２年３月２５日（金曜） 

 

政 治                     

「与党国会 最高裁判事の決定を当日に延期 

～最高裁判事の任命検討委員会は２４年まで～」 

「ファルコン AP 党首 AP 離党と新党発足を宣言」 

「VP 党員 独立野党による党員引き抜きを非難」 

経 済                     

「乳製品会社ロスアンデス 工場が稼働再開」 

「中銀 為替安定のために２２億ドルを使用」 

社 会                     

「メレンデス市長 親族をカラカス警察トップに」 

「電力テロ発生？ ５州で計画停電を発表」 

22 年 3 月 26～27 日（土・日） 

 

政 治                    

「補助金付きガソリン 現金での支払い不可に 

～政府開発ウォレット通じた支払い義務化～」 

「学校教員 労働条件に対して不満」 

経 済                    

「大規模金融取引税 ３月２８日から施行？ 

～金融機関の準備が完了しているか不明～」 

「中銀 流通通貨吸収のためボリ建債を発行」 

社 会                    

「外国生まれベネズエラ人 Visa 無しで入国可」 

「人権団体 HRW ELN と軍の関係を非難」 
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２０２２年３月２５日（金曜）             

政 治                       

「与党国会 最高裁判事の決定を当日に延期      

 ～最高裁判事の任命検討委員会は２４年まで～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.732」で紹介した通り、

与党国会は新たな最高裁判事の任命を検討しており、新

判事選考のためのプロセスが最終段階に入っている。 

 

３月２５日 与党国会が開催された。 

 

当日の議題は「最高裁判事の決定」と書かれていたが、

２５日の議会当日に最高裁判事の決定は延期された。 

 

 

（写真）与党国会 “３月２５日の議題” 

 

ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、 

「最高裁判事を数時間で決定することは困難」と指摘。

「もう少し時間をかけ様々なセクターの意見を聞き、再

び判事任命を検討する。最高裁判事の任期は１２年間だ。

判事の任命はベネズエラの未来にポジティブにもネガ

ティブにもなり得る」 

との見解を示した。 

 

また、ロドリゲス議長は「最高裁判事任命委員会は２０

２４年まで維持する」とコメント。 

 

この発言（２４年まで最高裁判事任命委員会を維持する

こと）が判事任命を２０２４年まで伸ばすことを意味し

ているのか、それとも最高裁判事任命後も変更される可

能性があることを示唆しているのか真意は不明だ。 

 

最高裁判長は５権（行政・立法・司法・選挙・民衆）の

うち司法のトップの役職。 

 

誰が最高裁判長になるかによって今後の政治シナリオ

は大きく変わるため、重要なイベントと言える。 

 

当然、最高裁判事の任命は与野党協議にも影響を与える

ため様子見をしているものと思われる。 

 

一方、与党国会内では強硬派も多く（強硬派はディオス

ダード・カベジョ PSUV 副党首グループに属する軍人

出身者が多い）、マドゥロ政権にも任命圧力がある。 

 

３月２４日 フランシスコ・アメリアッチ議員は、「最

高裁と行政に独立性はあるべきではない」と指摘。 

 

「公権力が独立するべきとの考え方は米国が拡散して

いる洗脳であり、ベネズエラを混乱に陥れるための罠。 

 

そもそもチャベス政権前の親米政権には公権力の独立

性がなかった。彼らはエリート階級に有利な仕組みを作

り国民を苦しめた。彼らが公権力の独立性を訴えるのは

欺瞞」と言及。 

 

「国民生活を保護する意思を持つ行政の活動を速やか

に実行に移すためには司法と行政は協力し合う関係が

必要」との見解を示した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
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「ファルコン AP 党首 AP 離党と新党発足を宣言」         

 

３月２５日 ララ州の元知事で、穏健野党の中で最も知

名度が高いとされる「発展進歩党（AP）」のヘンリー・

ファルコン党首は、自身が２０１２年に発足した AP を

離党すると発表した。 

 

２月、ファルコン党首は現在の AP 執行役員に対して、

党を抜本的に更新するための党内選挙を行う必要があ

ると宣言。 

 

党内選挙は「選挙管理委員会（CNE）」の選挙システム

を用いるため、ファルコン党首は CNE に対して AP の

党内選挙を実施するよう求めていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.719」）。 

 

しかし、ロメロ副党首率いる党役員の多くがファルコン

党首の方針に異議を唱え、最終的に「選挙管理委員会

（CNE）」はファルコン党首の要求を棄却した。 

 

なお、CNE には５名の役員がいるが、３名は与党系の

役員、２名は野党系の役員となっている。今回、ファル

コン党首の要請を棄却したのは与党系役員３名と報じ

られている。 

 

この状況を受けて 

「いつまでも党内のジレンマに拘束されているつもり

はない。もし、あなた方（ロメロ副党首などの AP 執行

役員）が本当に野党であれば、どうして与党系の CNE

役員があなた達の主張を支持したのか。私は疑わしく感

じているため、AP から去る。」と宣言。 

 

また、「数週間以内にベネズエラの新たな道を示すため

の代替組織を立ち上げる。」とした。 

 

 

 

「VP 党員 独立野党による党員引き抜きを非難」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.731」で紹介したが、約１

カ月の間に VP の党員が大量に離党している。 

 

３月２５日 この状況について、「大衆意思党（VP）」の

ヒルベル・ガロ元議員はソーシャルメディアを通じて独

立野党「隣人の力（FV）」が役職を与えることで VP の

党員を引き抜いていると非難した。 

 

「グスタボ・ドゥケ、エリアス・サジェス、ダビッド・

ウスカテギ、ダーウィン・ゴンサレスなど FV の党員た

ちに告ぐ。 

 

我々VP 党員に対して役職と賄賂を渡すことを辞めろ。

VP は自由と民主主義のために戦う政党だ。民意を前提

としたリーダーを擁立している。我々は良心を買うよう

なことはしない。」と投稿した。 

 

筆者の理解では FV と VP は政治スタンスがかなり違う。 

VP は主要野党４党の中で最も過激な政党。そして、FV

はどの主要野党４党よりも穏健な政党である。 

 

仮にガロ元議員の指摘が事実で、離党した VP の党員が

FV に流れているとして、元 VP 党員が大きく政治スタ

ンスを変えなければ FV 内で亀裂が生じることになるだ

ろう。 

 

経 済                        

「乳製品会社ロスアンデス 工場の稼働再開準備」           

 

３月２４日 現地メディア「El Periodiquito」は、ララ

州にある乳製品などを製造する飲料メーカー「Lacteos 

Los Andes」が稼働を再開させる準備を進めていると報

じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e75cad2007f67c10940c376dba8a8c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3e75cad2007f67c10940c376dba8a8c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aaa9a8045b2140120830e63dd55d3e88.pdf
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「Lacteos Los Andes」関係者から得た情報によると、同

社は１．８L と４００ML の乳製品・ジュースの生産準

備に入っているという。 

 

「Lacteos Los Andes」は、ベネズエラではよく知られた

会社でスーパーでは同社の商品が多く並んでいた。 

 

 

（写真）El Periodiquito 

 

「中銀 為替安定のために２２億ドルを使用」                  

 

ベネズエラの為替レートは公定レート、並行レートとも

に２０２１年１０月からほとんど変わっていない。 

 

ベネズエラでここまで為替レートが安定していたこと

は筆者の経験上（２０１２年以降）ではない。 

 

中央銀行は為替レートの高騰を抑えるため両替市場に

ドルを投入している。 

 

金融コンサルタント会社の「Aristimuño Herrera & 

Asociados」は、２０２１年１０月～２２年２月までの５

か月間で中央銀行は為替レートを安定させるために少

なくとも２２億ドルを両替市場に投入したとの見解を

示した。 

 

 

なお、２１年１０月～１２月までの３カ月で１５億ドル、

２２年１月～２月の２カ月間で７億ドルを投入したと

している。 

 

「ドル需要よりも多くのドルを供給することで為替レ

ートを抑えている」と指摘した。 

 

他、為替レートの安定は良いことばかりではないと補足。 

 

「為替レートが安定したことで、物価上昇は抑えられた

が、それでも物価は先月比１桁台で上がり続けている。 

 

これはドル建ての生活費が挙がっていることを意味し、

国民の購買力が改善していないことを意味する。」とネ

ガティブな側面についても言及した。 

 

社 会                        

「メレンデス市長 親族をカラカス警察トップに」           

 

３月２５日 カラカス・リベルタドール市のカルメン・

メレンデス市長は、カラカス警察トップにフランクリ

ン・メレンデス大佐を任命した。 

 

苗字が同じなので「もしかしたら」と思ったが、フラン

クリン・メレンデス大佐はメレンデス市長の兄弟だとい

う。 

 

ベネズエラは法治国家というより人治国家。人間関係で

何でも物事を進める傾向にある。政治でも同様で、政府

高官になると親族や知人を引き連れてくる傾向にある。 

 

特に軍人にその傾向が強く、汚職を引き起こす原因と指

摘されている。 

 

なお、カルメン・メレンデス市長も軍人出身で、故チャ

ベス大統領（元軍人）の知人だった。 
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（写真）Maduradas 

“メレンデス市長（左の女性）、メレンデス大佐（右の

男性）をカラカス警察トップに任命” 

 

「電力テロ発生？ ５州で計画停電を発表」                  

 

３月２５日 ネストル・リベロール電気エネルギー相は、

スリア州ラファエル・ウルダネタの火力発電施設で電力

テロを受けたと発表した。 

 

リベロール大臣の説明によると、作業員が同施設のメン

テナンスを行っていたところ、武器を持ったグループが

施設を破壊。 

 

警備員が発見し、適切な行動をとったおかげで彼らの妨

害行為を防ぐことに成功したという。 

 

恐らく、これは政治的なテロではなく、発電施設の資材

を盗み、売却する一般犯罪ではないだろうか。 

 

ベネズエラでは公共施設の備品を盗み転売する犯罪が

横行しており、石油・電力・鉄道など公共工事では頻繁

に盗みが起きる。 

 

銅を売るために道路のマンホールを盗むなどの報道も

時々散見される。 

 

このテロ攻撃とは直接関係ないと思われるが、リベロー

ル大臣はタチラ州、メリダ州、トゥルヒージョ州、バリ

ナス州、アルトアプレ地区の計画停電を発表。 

 

計画停電の理由は、水力発電施設のダム水位の低下。 

サン・アガトン市の「Leonardo Ruiz Pineda 水力発電施

設」に水を供給しているタチラ州のダムの水位が低下し

ており、電力発電が十分にできない状況だという。 

 

２０２２年３月２６日～２７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「補助金付きガソリン 現金での支払い不可に     

 ～政府開発ウォレット通じた支払い義務化～」        

 

３月２６日 マドゥロ政権は、補助金付きガソリンの支

払い方法について変更を発表した。 

 

最初に現在のベネズエラのガソリン販売の規則を説明

すると、ベネズエラでは補助金付きガソリンは１リット

ル BsD.０．１１（約３円）で販売されている。 

 

補助金付きガソリンの場合、給油できる量は毎月制限さ

れている。また、補助金付きガソリンを給油できるガソ

リンスタンドは減少傾向にあるものの、非常に安い価格

で給油することが可能になっている。 

 

なお、補助金なしのガソリンの価格は１リットル０．５

ドルで、国際的に見れば十分に安い水準となっている。 

 

この補助金付きガソリンの支払いについて、これまでは

現金での支払いが可能だったが、４月２日から現金での

支払いが出来なくなる。 

 

補助金付きガソリンを利用するためには、マドゥロ政権

が使用を勧めている「祖国システム」の「BioPagoPDV」

を利用する必要がある。 
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これは簡単に言うとデジタルウォレットで、「祖国シス

テム」のウォレットにお金を事前に入れておかなければ

補助金付きガソリンを利用することが出来なくなると

いう。 

 

補助金付きガソリンを利用するハードルが更に上がる

ことになり、「徐々に使用を減らそうとするマドゥロ政

権の作戦」と報じられている。 

 

「学校教員 労働条件に対して不満」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.732」で紹介した通り、３

月２８日から全学年の通学形式の授業が再開する。 

 

この発表をした当時、マドゥロ大統領は「教育労働組合

と合意を結んだ」と説明していたが、一部の教員は現在

の労働条件に満足しておらず、抗議行動が起きている。 

 

「ベネズエラ教員連合」の Rene Zapata 書記官は、現在

の労働条件を拒絶しており、通学形式の授業再開を拒絶

していると発表。 

 

３月１５日に最低賃金が月額３０ドルに改定されたが、

この改定では生活するのに不十分と主張。３０ドルでは

学校への移動費さえも賄えていないと訴えた。 

 

Zapata 書記官は、今後も労働条件の改善を求めるため、

街頭での抗議行動を続けると宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「大規模金融取引税 ３月２８日から施行？      

   ～金融機関の準備が完了しているか不明～」            

 

ロシアのウクライナ侵攻、バイデン政権とマドゥロ政権

の協議で制裁緩和観測の高まりなどを受けて注目が下

がっていたが、「大規模金融取引税」が３月２８日から

施行される。 

 

２月２５日付官報で「大規模金融取引税」の改定法が公

布された（「ベネズエラ・トゥデイ No.723」）。 

 

同法律には「官報発効から３０日後に有効になる」と定

められており、３月２８日から施行される予定。 

 

「大規模金融取引税」は２月上旬に公布されたが、ドル

取引に２～２０％の税金を課す（細則が決まるまでは一

律３％を課税）という国民生活に大きな影響を与える法

律だったため、一般市民・経済界から強い非難を受け、

一時撤回された。 

 

その後、２月２５日付官報で改めて「大規模金融取引税」

の改定法が公布されたが、改定された法律はほとんど変

更されておらず、税率も対象範囲も重要な部分は変わっ

ていない。 

 

前述の通り、この前後でロシアがウクライナに侵攻し、

バイデン政権がマドゥロ政権と協議するなどメディア

の関心が「大規模金融取引税」以外に向いていたため、

本件がどのような状況なのかはほとんど報じられてい

ない。 

 

ドル課税には金融機関のシステム変更が必要になると

思われるが、金融機関のシステム変更が完了しているの

かも不明。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f8edab072cb26804987e5fd5b5b244.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27de726546cb8786880618ff6250af23.pdf
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システム準備が出来ていない状態でとりあえず始まる

可能性もあるが、場合によっては２８日当日に運用が見

送られる可能性もある。 

 

「中銀 流通通貨吸収のためボリ建債を発行」         

 

ベネズエラ中央銀行は、ボリバル通貨の流通量を減らす

ため３月２８日にボリバル建ての国債を発行すると発

表した。 

 

また、国債の購入を希望する個人・法人は口座を保有す

る銀行で購入手続きを行うよう求めた。 

 

なお、国債の購入は BsD.５万（約１．２万ドル）から。

その後、BsD.５，０００（約１，２００ドル）ずつ増や

すことが出来る。満期は２８日、５６日の２種類がある

ようだ。 

 

また、同国債の利回りは中央銀行が公表する「公共投資

指数」という数字が参照されるようで、報道によると「公

共投資指数」は、為替レートと連動しているという。 

 

本稿「中銀 為替安定のために２２億ドルを使用」で紹

介した通り、中央銀行は為替レートの安定に注力してい

る。しかし、ボリバル建ての通貨供給量が増加しており、

レートを維持するのが困難になっている。 

 

そのため、国債を発行することにより市中のボリバル通

貨を吸収するのが狙いと報じられている。 

 

社 会                       

「外国生まれベネズエラ人 Visa 無しで入国可」            

 

３月２６日 「出入国管理局（Saime）」のグスタボ・ビ

スカイノ局長はインタビュー番組に出演。 

 

 

「親の国籍がベネズエラで、外国にて子供が生まれた場

合、その子供にベネズエラ国籍を与えるためにベネズエ

ラへ入国する際には、子供に対してパスポートおよびビ

ザの提出を求めない。」と述べた。 

 

ただし、当該国にあるベネズエラ領事館に行きベネズエ

ラ国籍を取得するためにベネズエラへ渡航することを

事前に申請し、承認を受けなければいけないという。 

 

現在、外国には多くのベネズエラ移民がおり、彼らの子

供がベネズエラ国籍を取得するための措置と思われる。 

 

「人権団体 HRW ELN と軍の関係を非難」         

 

３月２７日 人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ

（HRW）」は、３月２８日にベネズエラ国軍とコロンビ

ア系ゲリラ組織「国民解放軍（ELN）」の関係を暴露す

る調査レポートを公表すると発表した。 

 

また、同レポートでは、国軍と ELN がコロンビアとベ

ネズエラの国境でどのような職権乱用や犯罪行為を行

っているのかを告発するとした。 

 

この調査では、コロンビア Vichada 県、Arauca 県など

を訪問し、１００人以上の人から証言を得たとしている。 

 

同発表の通り、３月２８日にレポートが公開されるので

あれば（緊急のニュースが出ない限り）次号の「ウィー

クリーレポート」で内容を紹介したい。 

 

以上 


