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（写真）大統領府 “預金準備率を８５％から７３％に引き下げ、ドル建て融資は預金額の１０％” 

 

 

２０２２年２月２日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 コロンビアにベネ不法移民を送還 

～コロンビア政府は移民送還に否定的～」 

「GOLD 違法採掘用の水銀密売で軍人らを逮捕」 

経 済                     

「マドゥロ政権 預金準備率７３％に引き下げ 

～預金額１０％相当のドル融資も許可～」 

「潜在的な融資増は１．２億ドル程度？」 

「ロイター １月原油輸出は日量４２万バレル弱」 

社 会                     

「イタリア病院 カラカスにオープン」 

２０２２年２月３日（木曜） 

 

政 治                    

「野党交渉団代表 与野党協議について語る 

～国連・バチカンが協議メンバーを調整中～」 

「スリア州知事（野党系）が Covid-１９に感染」 

経 済                    

「与党国会 大規模取引税を承認 

～ドル取引課税は非正規取引を増やす～」 

「マドゥロ大統領 債務再編について言及」 

社 会                    

「９歳のベネ YouTuber 暗号通貨を教える」 

「ベネズエラ 毎日８２人が癌で亡くなっている」 
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２０２２年２月２日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 コロンビアにベネ不法移民を送還       

   ～コロンビア政府は移民送還に否定的～」       

 

２月１日 米国ホワイトハウスのジェン・サキ報道官は、

米国に不法入国を試みたベネズエラ人をコロンビアに

送還したと発表した。 

 

サキ報道官は記者会見で 

「我々が行っていることは第三国（コロンビア）から来

たベネズエラ人を元の国に送還することだ。今後も非正

規の入国者には同様の対応をする。」 

と説明した。 

 

１月２７日 国家安全保障省は２名のベネズエラ移民

をコロンビアに送還したと発表していた。 

 

以前から米国政府は、コロンビアにベネズエラ不法移民

を送還しているとの噂はあったが、公式な発表がされた

のは今回が初めて。不法移民の送還は Covid-１９対策

のスキームで行われているという。 

 

不法移民送還の発表を受けて、ボブ・メネンデス外交委

員長（米国上院議会）は懸念を表明。 

「（バイデン政権は）トランプ政権下の最悪な移民政策

を続けている。現政権は我々の保護を最も必要とする移

民たちを裏切っている」と訴えた。 

 

なお、米国国務省は、今回のコロンビアへのベネズエラ

人不法移民送還についてコロンビア政府と協議をした

と説明している。 

 

一方、コロンビアのマルタ・ルシア副大統領は「米国と

不法移民送還について合意していない」と説明。 

 

「コロンビアはベネズエラ人移民に保護ステータスを

提供しているが、彼ら（ベネズエラ人移民）がコロンビ

アに留まることを望まないのであれば、彼らをコロンビ

アに送還する意味はない。我々は彼らに住むことを強制

することは出来ない」と述べた。 

 

また、在米・ベネズエラ代表大使（グアイド暫定政権）

のカルロス・ベッキオ大使は、 

「ベネズエラ政府はベネズエラ移民の強制送還を承認

していない。我々が承認したのは罪などを犯した特定の

ベネズエラ人の送還のみだ。」と本件との関与を否定。 

 

グアイド議長は「ベネズエラ人移民が亡命申請できるよ

うにしてほしい」と米国政府に要請した。 

 

「GOLD 違法採掘用の水銀密売で軍人らを逮捕」         

 

マドゥロ政権の汚職撲滅対策「鉄拳オペレーション」に

より、ボリバル州プエルト・オルダスでアルフォンソ・

ホセ・ドニス陸軍団長、フランクリン・ヒメネス大尉、

その他民間人が逮捕された。 

 

逮捕理由は水銀の違法販売だという。 

 

ボリバル州は GOLD が多く埋蔵されている地域。 

 

採取した金鉱石を水銀に溶かした後、加熱により水銀を

気化させて GOLD を抽出することが可能だが、この作

業は皮膚病など身体に悪影響を与えるため、禁止されて

いる。 

 

違法採掘では、この禁止された手段で GOLD を採掘し

ており、違法業者が水銀を購入していたという。 

普通に考えれば、密売業者が逮捕されたことで GOLD

の違法採掘者も逮捕されそうだが、現時点ではそのよう

な発表はない。 
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経 済                        

「マドゥロ政権 預金準備率７３％に引き下げ     

    ～預金額１０％相当のドル融資も許可～」           

 

２月２日 マドゥロ政権は、預金準備率を７３％に引き

下げると発表した。 

 

「預金準備率」とは、金融機関の預金残高のうち、中央

銀行への預け入れを義務付けられている比率。  

 

「預金準備率が高い」ということは、「金融機関は多く

のお金を中央銀行に預けなければならない」ことを意味

しており、その結果、融資のため企業や個人に貸す資金

が減ることを意味する。 

 

過熱し過ぎた金融市場を落ち着けるための金融政策の

１つとして多くの国で採用されている。 

 

２０２０年６月 マドゥロ政権は、インフレ抑制と為替

レート安定のため預金準備率を９３％に設定。 

２０２１年２月に８５％に引き下げた（マドゥロ政権の

金融政策については「ウィークリーレポート No.230」

で確認されたい）。 

 

それから１年近くが経過し、今回７３％（１２％分）に

引き下げられたことになる。 

 

また、金融機関が預かっている外貨預金の１０％相当を

融資に回すことも許可した。 

 

他、銀行口座開設時の手続きも簡素化すると発表した。 

 

１月末にロドリゲス副大統領らが民間金融機関代表ら

と協議を行っており、一定の合意に至ったということだ

ろう（「ベネズエラ・トゥデイ No.709」）。 

 

 

「潜在的な融資増は１．２億ドル程度？」         

 

現地金融コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」の César Aristimuño 社長は、今回の預金準

備率引き下げ（８５％→７３％）と外貨建て預金の１

０％融資の許可により、金融機関の融資が１．２億ドル

ほど増えるとの見解を示した。 

 

Aristimuño 社長によると、外貨建て融資枠により６０

００万ドル相当の融資が増え、預金準備率が引き下げら

れたことで５，８００～６，０００万ドル相当の融資が

増える可能性があるとしている。 

 

Aristimuño 社長は、今回の金融政策について「正しい判

断」と評価。 

 

「預金準備率７３％は世界的に見て異常に高い数字だ

が、ベネズエラの金融環境を踏まえれば理解できる。 

預金準備率は金融市場の動向を見ながら徐々に引き下

げなければいけない」との見解を示した。 

 

一方、経済学者のアルド・コントレラス氏は、インフレ

の再加熱を警戒。 

 

「融資が増えれば、ボリバルの一部がドル購入に流れる。 

 

今回の預金準備率の引き下げにより、ボリバルをドルに

換える取引が増え、為替レートのボリバル安が進行し、

物価上昇圧力がかかる」 

と指摘した。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5aabc7f9d716117837d8e723ce0ff16e.pdf
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「ロイター １月原油輸出は日量４２万バレル弱」                  

 

「ロイター通信」は、２２年１月の PDVSA の原油輸出

量は、タンカーの帰還や出航スケジュールの変更などに

より２１年９月以来の低い水準になったと報じた。 

 

ロイターが入手した情報によると、２２年１月のベネズ

エラの原油輸出量は先月比３４％減の日量４１万６，３

８７バレル。 

 

４分の３はアジア向け、キューバへは８万バレル（原油・

ジェット燃料・ガソリン等）が輸出されたという。 

 

現在、ベネズエラはイランから希釈剤の供給を受けてお

り、産油量は増加しているが、原油の品質と貯蔵タンク

の状態悪化が輸出の障害となっているという。 

 

１月２９日時点で、ベネズエラには８５０万バレルの希

釈原油が保管されている（船上保管含め）ようだが、う

ち４００万バレルは硫黄・水分など不純物が多いという。 

 

１月には９カ月ぶりに希釈原油の輸出が予定されてい

たが、実際には輸出されておらず、船舶は現在もベネズ

エラ海域でとどまっている。 

 

また、マレーシアに向かう予定だった大型タンカー

（VLCC）は今週ホセ・ターミナルに帰還した。理由は

購入者の資金的な問題だという。 

 

他、他国への輸出が予定されていた原油はスケジュール

が先延ばしになった結果、イラン用の輸出に宛てられた

という。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「イタリア病院 カラカスにオープン」           

 

１月３１日 「Hospital Italiano en Venezuela（ベネズ

エラ・イタリア病院）」がカラカスのサンタパウラ地区

にあるビル「Torre Grupo Médico Santa Paula」にオー

プンした。 

 

同病院は、「欧州ミラン主要研究所（Instituto Europeo de 

Oncología de Milán）」「イタリア赤十字（la Cruz Roja 

Italiana）」「がん対策ベネズエラ連盟（la Asociación 

Venezolana contra el Cáncer）」の共同医療センターだと

いう。 

 

イタリア病院の開所式には、在ベネズエラ・イタリア商

務官、イタリア領事などイタリア関連の政界・経済界関

係者が出席したという。 

 

同病院の開設プロジェクトは２０年１月に始まってい

たが、Covid-１９の影響により遅れて実現したという。 

 

同病院はイタリアコミュニティへの支援を主な目的に

作られたようだが、一般客の診察なども対応するとして

いる。 

 

（写真）@hospitalitanove 
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２０２２年２月３日（木曜）              

政 治                       

「野党交渉団代表 与野党協議について語る       

 ～国連・バチカンが協議メンバーを調整中～」        

 

２０２１年に行われた与野党協議で主要野党の代表を

務めたヘラルド・ブライ氏（独立野党、元バルータ市長）

は、YouTube 番組「Analitica」のインタビュー番組に出

演。 

 

与野党協議の現状について語った。 

 

ブライ氏によると、与野党協議の再開に向けて国連とバ

チカンが協議参加メンバーの調整をしているという。 

 

「与野党協議の再開に問題が起きている。 

その問題とは、参加枠を超える応募が来ていることだ。

私はこの事実に感銘を受けているが、問題でもある。 

 

我々は協議への参加を希望している国に対して、参加を

断ることは失礼にあたると考えており、断りにくい。 

しかし、与野党協議をオリンピックのようにはできない。 

 

我々の考えは、参加国を１０カ国に絞ること。そのため

に国連とバチカンが調整をしており、グループを結成す

るために動いている。グループが決まれば協議は再開す

ることだろう。」 

と説明した。 

 

また、「与野党協議は、ベネズエラに平和と将来的な繁

栄をもたらし、自国を離れざるを得なかった数百万のベ

ネズエラ人を帰国させることが出来る。」 

と合意の成立に意欲を示した。 

 

 

 

 

「スリア州知事（野党系）が Covid-１９に感染」         

 

２月３日 スリア州知事のマニュエル・ロサレス氏（６

９歳）が Covid-１９に感染したと報じられた。 

 

ロサレス知事の妻が Covid-１９感染について認めてお

り、現在は治療のため安静にしているという。 

２０２１年９月末にも１度 Covid-１９に感染しており、

今回で２度目の感染になる。 

 

ロサレス知事は昨年１１月に行われた全国州知事選で

スリア州知事に当選したばかり。 

 

主要野党「新時代党（UNT）」の創設者であり、２００

６年に行われた大統領選で野党の統一候補として故チ

ャベス元大統領と争った人物でもある。 

 

 

（写真）ロサレス知事 Twitter “スリア州知事就任式” 

 

経 済                       

「与党国会 大規模取引税を承認            

  ～ドル課税の適用は非正規取引を増やす～」         

 

２月３日 与党国会は大規模取引税法の改定案を承認

した。近日中に官報が公布され、官報発効から３０日後

に運用が始まるという。 
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前号「ベネズエラ・トゥデイ No.710」で紹介した通り、

この法令により外貨・デジタル通貨建ての取引にも２～

２０％の税が課されることになる。 

 

まだ法令は読んでいないが、報道によると、 

「” Pasivo Especial（一定額以上の取引を行う個人・法

人に適用される分類）”に該当する個人・法人で、ベネ

ズエラ政府が発行していない外貨・デジタル通貨の取引

を行う場合、２～２０％の税が課せれる」 

 

「（Pasivo Especial に該当しない）個人・法人で外貨・

デジタル通貨の取引を行う場合、２～８％の税が課され

る」 

 

また、「国内金融システムを介して、外貨・デジタル通

貨を送金する際には２．５％が課税される」という。 

 

外貨・デジタル通貨建ての取引にかかる税率は、最大で

２～２０％とかなり開きがあるが、税率の仕組みは確認

できていない。特にデジタル通貨に課税するのは現実的

にはかなり難しい印象だ。 

 

また、現在ベネズエラの国内銀行では外貨口座を開設す

ることが可能で多くの人が利用している。しかし、外国

の金融機関同士で送金をするケースもある。この場合も、

国内金融システムを利用していないので、課税は難しい

だろう。 

 

いずれにせよ、外貨取引に税が課せられるようになるこ

とで正規のルートで売られる商品の価格は上がる。 

 

経済学者のオスカル・トーレアルバ氏は、 

「現在、多くの人は税を支払うほどの経済的な余力がな

い。商品が少しでも安ければ安い方に流れる。 

消費者は税金の支払いを逃れるため、正規の商品を買わ

なくなる。大規模取引税法の改定はインフォーマルセク

ターを拡大させる。」と警鐘を鳴らした。 

 

「マドゥロ大統領 債務再編について言及」            

 

マドゥロ大統領は、演説で債務再編について言及。 

債権者と交渉する意思を改めて示した。 

 

「私は全世界に対して対話を呼びかけている。ベネズエ

ラとの対話を求める者は全て歓迎する。我々はベネズエ

ラに債権を持っている人々との対話も希望している。 

 

我々は国際社会に対して、債務を返済するための提案を

してきた。しかし、米国政府は世界の金融の支配的な地

位を乱用し、倫理観のない犯罪的なやり方でベネズエラ

の債務再編を阻害してきた。」 

と主張。 

 

債務を返済する意志があることを改めて示し、債務返済

を阻害する米国を非難した。 

 

また、債券保有者は米国の経済制裁の主要な被害者だと

指摘。 

 

もし米国がベネズエラに科した全ての金融制裁を解除

したのであれば、ベネズエラは数日内に債券保有者に対

して提案を行い、しっかりとした合意を締結するだろ

う。」と述べた。 

 

社 会                       

「９歳のベネ YouTuber 暗号通貨を教える」            

 

慢性的なインフレの影響もあり、ベネズエラでは他の国

よりもデジタル通貨の利用者が多い。 

 

その影響か、９歳のベネズエラ人（Alessandoro 君）が

暗号通貨について教える YouTube「Crypto Divertido

（楽しい暗号通貨）」チャンネルを開設したという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d39acfc2e808ef833330af69c390058.pdf
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筆者が確認したところ、同チャンネルは、「非代替トー

クン（NFT）」「お金を稼ぐことが出来るゲーム（P2E）」

「ビットコイン」など暗号資産関連の情報を提供するサ

イトのようだ。 

 

現在の登録者数は１３２０人。 

頻度は週１回程度で、半年ほどで１３２０人はかなり早

く登録者を伸ばしていると言えそうだ。 

 

 

（写真）Crypto Divertido より 

 

「ベネズエラ 毎日８２人が癌で亡くなっている」         

 

ベネズエラの「抗がん・ソサイエティ」によると、２０

１４年からベネズエラで癌による死者数が増加してい

る。 

 

最新の発表によると、ベネズエラでは毎日８２人（１時

間当たり３人）のがん患者が亡くなっており、今後も癌

で亡くなる人数は更に増える見通しだという。 

 

癌による死者数が最も多い州は、ラグアイラ州。次にカ

ラカス首都区。また、デルタアマクロ州で癌による死者

数が著しく伸びているという。 

 

 

 

 

「抗がん・ソサイエティ」は、男女別で癌の発症した部

位をまとめている。調査によると、女性で最も多いのは

乳がん、次いで子宮がん。男性で最も多いのは前立腺が

ん、肺がんだという。 

 

また、最も死亡率が高いのはすい臓がんだという。 

 

癌で亡くなる人の多くは７５歳以上。 

しかし、乳がんや前立腺がんでは比較的若い年齢で亡く

なる人もいるという。 

 

「抗がん・ソサイエティ」によると、カラカス市内であ

れば治療施設があるが、地方ではお金があっても設備が

整っていないため治療のためにカラカスまで移動しな

ければいけないという。 

 

また、カラカスであっても医者は不足しており、結果的

に１人の医者が見る患者数が増え、待ち時間が長くなる

という。 

 

以上 


