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（写真）大統領府 “エジプトの COP２７でマドゥロ大統領とペトロ大統領が再び会談” 

 

 

２０２２年１１月７日（月曜） 

 

政 治                     

「仏マクロン大統領 マドゥロ大統領と面談 

～平和フォーラムへの与党代表派遣を約束～」 

「米国検察 サアブ氏の外交ステータスを否定」 

「サアブ氏妻 イタリアで指名手配」 

経 済                     

「最高裁 ライセンスなくても収入あれば納税」 

「OVF １０月のインフレ率は先月比１４．５％増」 

「カラカス―ボゴタ便 ２年８か月ぶりに再開」 

社 会                     

「マドゥロ政権による表現の自由侵害 １０３件」 

２０２２年１１月８日（火曜） 

 

政 治                    

「ロドリゲス議長・ブライ氏 外国仲裁で協議？ 

～１１月１１日 パリで協議予定」 

「野党政治家の息子 カード偽造などで逮捕」 

経 済                    

「ENI PDVSA との取引再開が報じられる 

～原油１００万バレルをスペインへ輸出～」 

「アルナサ 労働者等に４００万ドルの未払金」 

「Petrozamora 投資家 PDVSA 相手取り裁判か」 

社 会                    

「Chyno 麻薬常習でカラカスの病院へ搬送」 
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２０２２年１１月７日（月曜）             

政 治                       

「仏マクロン大統領 マドゥロ大統領と面談     

  ～平和フォーラムへの与党代表派遣を約束～」       

 

１１月７日 マドゥロ大統領は、エジプトで開催された

気候変動会議 COP２７に出席。同会合でフランスのマ

クロン大統領と面談を行った。 

 

会話自体はあいさつ程度の短いものだったが、マクロン

大統領は「二国間の合意を交わす意思がある」と伝えた

という。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.828」「No.829」でも紹介し

たが、フランスで開催されるパリ平和フォーラムに与野

党協議団が出席する可能性があると報じられている。 

 

本件についての意見交換も行われたようで、マドゥロ大

統領は、同平和フォーラムに与党代表としてホルヘ・ロ

ドリゲス国会議長を派遣することを確約したという。 

 

なお、マドゥロ大統領は同会議でもコロンビアのペトロ

大統領と会談を行っており、二人の蜜月関係が演出され

ている。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 Twitter 

 

「米国検察 サアブ氏の外交ステータスを否定」         

 

１１月７日 米国検察が裁判所に対して、「アレックス・

サアブ氏がベネズエラの外交官である」とのマドゥロ政

権側の主張を否定する証拠を提示したと報じられてい

る。 

 

アレックス・サアブ氏は、コロンビア人企業家でマドゥ

ロ政権に協力し、制裁回避スキームなどを確立した人物。 

イランとベネズエラの関係強化を取り持ったのもサア

ブ氏と言われている。 

 

ベネズエラ系調査メディアの「Armando.info」のロベル

ト・デニス記者は自身のソーシャルメディアアカウント

に 

「米国検察は、アレックス・サアブが外交官という主張

を否定する証拠を提示した。その証拠によりマドゥロ政

権とサアブ氏の弁護士が米国裁判所に偽物の書類を提

出したことが判明した」と投稿した。 

 

具体的には「サアブ氏の弁護士が提出したサアブ氏がベ

ネズエラ政府の外交官であることを証明する書類は、２

０１８年４月２６日付特別官報６３７３号だが、確認し

た限り、そのような政令は公布されていなかった」とい

うもの。 

 

ベネズエラの官報は全てウェブ上で閲覧可能なので、ネ

ットで検索すれば確認は容易だ。 

 

他「サアブ氏がカボベルデで拘束された日に提示したパ

スポートは２０１９年３月の時点で外交ステータスが

切れていた」という。 

 

サアブ氏がカボベルデで逮捕されたのは２０２０年６

月１３日なので、少なくともこの時点では外交官ではな

かったという主張だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9432b04284d9101bd680e520283edbfe.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bfcfb2f32e7e1e312e2f2a0ba339372b.pdf
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「サアブ氏妻 イタリアで指名手配」                  

 

サアブ氏に関する報道が続くが、イタリア裁判所は、マ

ネーロンダリングに関与した容疑でアレックス・サアブ

氏の妻であるカミラ・ファブリ氏とファブリ氏の家族３

名を指名手配した。 

 

なお、ファブリ一家はイタリア人だが、彼らは全員ベネ

ズエラにいる。 

 

イタリアメディア「Corriere della」によると、マネーロ

ンダリングにはファブリ氏とファブリ氏の妹の夫であ

る Lorenzo Antonelli 氏（イタリア国外にいる）、ファブ

リ氏の叔母２人 Arianna Fiore 氏、Patrizia Fiore 氏が関

与している可能性があるという。 

 

マドゥロ政権は、与野党協議の再開の条件としてサアブ

氏の解放を求めている。このタイミングでサアブ氏への

囲い込みが激しくなっているのは偶然ではなく、政治的

な理由なのかもしれない。 

 

経 済                        

「最高裁 ライセンスなくても収入あれば納税」           

 

最高裁の政治管理法廷は、「経済活動を行うライセンス

を持っていない団体であっても収入が発生し、実質的な

経済活動を行っている場合は税金を支払う必要がある」

との決議を公表した。 

 

２００６年に最高裁は、「ベネズエラの全国にある市で

経済活動を行うためには、市からライセンスを得て、適

切な税を納める必要がある」との決議を公表していた。 

 

しかし、今回の決議を公表したことで、ライセンスを得

ていない場合でも生産・財・サービスの販売などで収益

を得ている団体は納税が必要になるという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.829」で、マンション

の共益費を管理するグループが納税（所得税・消費税）

の延滞を理由に罰金を科せられていた。 

 

共益費を管理するグループは、法人格を持たず納税対象

にはならないとの指摘があり話題になっているが、それ

を否定する趣旨の決議なのかもしれない。 

 

「OVF １０月のインフレ率は先月比１４．５％増」         

 

野党国会の経済委員会を前身とする「ベネズエラ金融観

測所（OVF）」は、２０２２年１０月のインフレ率を公

表した。 

 

OVF によると、２２年１０月のインフレ率は１４．５％。 

 

中央銀行は１０月のインフレ率について、６．２％と発

表していたため、中銀の公表値よりも高いインフレ率と

認識していることになる。 

 

OVF の公表値をベースにすると、２０２２年１月～１

０月の累積インフレ率は１４２．６％。２０２１年１１

月～２２年１０月の１２か月分のインフレ率は１７

３％だという。 

 

１０月のドル建ての基礎食糧費は月額３８３ドル。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bfcfb2f32e7e1e312e2f2a0ba339372b.pdf
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グラフの通り、ドル建ての生活費が徐々に上がっている

ことが見て取れる。 

 

「カラカス―ボゴタ便 ２年８か月ぶりに再開」                  

 

１１月７日 ２年８カ月の運航停止を経て、ベネズエラ

ーコロンビア便（カラカス―ボゴタ）が再開した。 

 

最初に両国を運航したのは、ベネズエラの航空会社

「Turpial Airline」。今後は月曜と土曜に週２便が運航す

る予定。 

 

料金は往復約５００ドル、所要時間は９０分となってい

る。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「マドゥロ政権による表現の自由侵害 １０３件」           

 

非政府系団体「Espacio Publico」は、ベネズエラの表現

の自由の侵害状況を報道。 

 

２０２２年１月～１０月の間に１０３件、「表現の自由

の侵害」と認識される事象が起きたと訴えた。 

 

 

 

「Espacio Publico」によると、ここ最近マドゥロ政権は

ラジオ局を閉鎖させており、「メディアへの攻撃」に分

類される事象が３７件起きたが、そのうちの３５件はラ

ジオ局の閉鎖だったという。 

 

他、「記者への攻撃」が９件、「市民への攻撃」が８件、

「非政府系団体への攻撃」が３件など確認されている。 

 

２０２２年１１月８日（火曜）              

政 治                       

「ロドリゲス議長・ブライ氏 外国仲裁で協議？     

      ～１１月１１日 パリで協議予定～」        

 

マドゥロ政権と野党の統一プラットフォームの協議団

が、１１月１１日にパリで協議すると報じられた。 

 

与野党代表はパリ平和フォーラムに出席し、協議を行う

という。 

 

情報の出所は、パリ平和フォーラムの内部予定スケジュ

ールが流出したようで、その中に１１月１１日の１８時

～１９時に「ベネズエラ交渉人による協議（プライベー

ト）」と書かれている項目がある。 

 

本号「仏マクロン大統領 マドゥロ大統領と面談」でも

紹介した通り、マドゥロ大統領は同フォーラムにホル

ヘ・ロドリゲス国会議長を派遣すると約束している。 

 

野党側の参加者は公表されていないが、これまでの協議

経緯について詳しいヘラルド・ブライ前野党協議団代表

が出席する可能性が高いと報じられている。 
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（写真）@amandasanchezc 

 

「野党政治家の息子 カード偽造などで逮捕」           

 

主要野党の一角「新時代党（UNT）」の William 

Barrientos 氏の息子が米国フロリダ州で逮捕された。 

 

Bariientos 氏は、２０１０年～２０年まで国会議員を務

めた人物。 

 

逮捕された当時の映像がソーシャルメディア上で流出。 

その後、関係者が報道が事実であることを認め、

Bariientos氏自身も息子の逮捕について声明を発表して

いる。 

 

 

報道によると、Bariientos氏の息子が逮捕された理由は、

クレジットカードの偽造、偽物の書類の使用、口座の第

三者への売却などだという。 

 

本件は汚職ではないので、政治的な話というよりゴシッ

プ的な意味合いで報じられている。 

 

経 済                       

「ENI PDVSA との取引再開が報じられる       

  ～原油１００万バレルをスペインへ輸出～」            

 

「ロイター通信」は、イタリアのエネルギー企業「Eni」

が PDVSA との取引を再開すると報じた。 

 

２０２２年 米国政府は、「Eni」「Repsol」に対して

PDVSA との取引再開を許可。これを受けて「Eni」は、

６月・７月に PDVSA から原油を輸入していた。 

 

ただし、ベネズエラ産原油が重質油で精製できないこと

を理由に、「Eni」は輸入した原油の多くを「Repsol」に

売却したという。 

 

ただし、米国が許可した取引は過去の債務を PDVSA が

支払うことを目的としたもので、PDVSA 側としては輸

出で資金が入ってこないことを理由に取引を停止。それ

から両国の原油取引は止まっていた。 

 

しかし、ロイター通信が確認した PDVSA の内部資料に

よると、１１月に１００万バレルの希釈油を「Eni」に

輸出するという。 

 

ロイターは、「債務返済のための原油輸出を再開した」

と報じているが、米国がライセンスの許可範囲を拡大し

た可能性もあるだろう。 
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「Eni」は「Africa」と「Gladiator」という 2 隻のスエズ

マックスのタンカーをベネズエラに向けて運航してお

り、「Africa」は月曜日にはベネズエラの海域に到着する

という。 

 

また、「Gladiator」は現在積んでいる貨物を米国で降ろ

した後に米国海域を出発し、ベネズエラに向かうという。 

 

２隻のタンカーはベネズエラで原油を積んだ後にスペ

インのビルバオを目指すという。 

 

「アルナサ 労働者等に４００万ドルの未払金」         

 

アルミラップなどアルミニウム製品を生産するベネズ

エラの国営会社「Alunasa」はコスタリカに工場があっ

た。 

 

しかし、米国の経済制裁を理由に事業の継続が困難にな

り、２０２１年１１月に工場を閉鎖した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.679」）。 

 

この「Alunasa」は、労働者に適切な退職金を支払うこ

とが出来ていないようで、報道によると１６０万ドル相

当の未払金があるという。 

 

他、コスタリカの社会保険庁にも支払いが出来ていない

ようで、社会保険庁への未払金は２１０万ドル。 

 

合計で約３７０万ドルが未払い状態だという。 

 

 

（写真）CVG Alunasa 

 

「Petrozamora 投資家 PDVSA 相手取り裁判か」         

 

ベネズエラのエネルギー専門メディア「Petroguia」は、

スリア州にある PDVSA 合弁会社「Petrozamora」のロ

シア投資家らが PDVSA を接収で訴える準備を進めて

いると報じた。 

 

訴えの準備を進めているのは「GPB Global Resources」

というロシア投資家とベネズエラ企業家などで設立し

た会社。 

 

報道によると、PDVSA が見返りなどなく「Petrozamora」

を占領し、契約違反をしているという。 

 

現在、「GPB Global Resources」は、少なくとも１０億

ドルの賠償金を求めて、パリの「国際商業会議所（ICC）」

に訴えを起こす準備を進めているという。 

 

PDVSA 側は、「GPB Global Resources」が必要な投資を

しないことを理由に施設が崩壊したと主張し、占拠をし

たという。 

 

社 会                       

「Chyno 麻薬常習でカラカスの病院へ搬送」            

 

ゴシップ的な話だが、ベネズエラでは非常に注目が高く、

多くのメディアに本件が取り上げられているため、関連

の記事の内容を紹介したい。 

 

ベネズエラ出身の世界的に有名なアーティストは何名

かいるが、若者を中心としたラテンポップミュージシャ

ンとして高い人気があったのは「Chyno y Nacho」とい

う二人組の音楽グループ。 

 

２００７年から注目を集め、グラミー賞など数々の賞を

受賞してきた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15b8dfa6fd960dd60098356bb8253239.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15b8dfa6fd960dd60098356bb8253239.pdf
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しかし、２０１７年音楽の方向性の違いを理由に解散を

発表。ただし、両者の間に仲たがいがあったことは明白

で、解散以降両者が顔を合わせることはほとんどなかっ

た。 

 

それでも個々で音楽活動を続けており、米国を活動拠点

として今でも非常に高い人気を維持している。 

 

Nacho 氏は２０２２年 9 月にベネズエラーコロンビア

間の運航を再開した「Turpial」の株式を５０％購入した

ばかりだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.806」）。 

 

他方、１１月８日 Chyno 氏（本名ヘスス・ミランダ氏）

がベネズエラで拘束され、現在は「Clinica El Cedral」

に搬送されていると報じられた。 

 

そもそも Chyno 氏がベネズエラに戻っていたことも報

じられていなかったため、突然のベネズエラでの拘束に

多くのファンが驚いた。 

 

どうやら Chyno 氏は麻薬を常用していたようで、カラ

カスの Tia Panchita リハビリ施設でリハビリを受ける

ために帰国していたという。 

 

そして、どのような経緯があったのかは不明だが、ベネ

ズエラ検察がリハビリ施設に入り、Chyno 氏を拘束し、

病院へ搬送したという。 

 

Chyno 氏が麻薬を常用していたことが明らかになり、

Chyno 氏の母親がインタビューで事実を認め、２０２０

年から薬物を使用していたと答えている。 

 

当時、「Chyno y Nacho」の解散や Covid-１９感染、経

済的な事情などストレスが多い時期で、息子（つまり

Chyno の兄弟）が薬物を Chyno に渡したのではないか

と言及した。 

 

 

ベネズエラ出身の世界的なアーティストのスキャンダ

ルを受けて、ベネズエラでは本件に関する報道が多く流

れている。 

 

 

（写真）maduradas 

“Chyno 氏（右）と Chyno 氏の母親（左）” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f60249d583cbd916ba3680ad3f85ec.pdf

