
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１月２９日～１月３０日報道            No.４００   ２０２０年１月３１日（金曜） 

1 / 8 

（写真）Pixabay “１月２９日 制憲議会 外貨・デジタル通貨建ての取引に課税” 

 

 

２０２０年１月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 コロンビアに国交回復要請」 

「パラ議員 米国政府に資金の流れの説明求める」 

「ダリオ・ビバス議員 カラカス首都区政府長に」 

経 済                     

「制憲議会 税制改定を承認 

～外貨・デジタル通貨建て取引に課税～」 

「Cartera Unica Nacional 生産セクターの融資検討」 

「エルナンデス会計監査総長 辞任意志を表明」 

社 会                     

「アラグア州の変電施設で火災発生」 

２０２０年１月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「離反与党 野党の CNE 役員選定を非難 

～野党が独自で選挙を行えば内戦になる～」 

「グアイド議長 欧米諸国の更なる協力を要請」 

「元 PDVSA 総裁 情報通信相の汚職訴え」 

「元検事総長 近日中に重大な発表を示唆」 

経 済                    

「ロシア政府 債務再編の必要性を否定 

～債権は遅延なく支払われている～」 

「副大統領 西経由でトルコに GOLD を輸送？」 

「PJ 国際訴訟基金に賛成しなかった理由説明」 
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２０２０年１月２９日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 コロンビアに国交回復要請」       

 

１月２７日 選挙で不正を働いた罪で有罪判決を受け、

脱走したコロンビアの元議員がベネズエラで逮捕され

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.399」参照）。 

 

通常であれば、コロンビア政府に引き渡されるが、両国

は外交関係を断絶しており、コロンビア政府は、ベネズ

エラ政府に引き渡しを要請することが出来ない。 

 

現在、メルラノ元議員は、SEBIN のエリコイデ収容施設

で事情聴取を受けており、彼女が知るコロンビア政府の

汚職事情に関する情報を入手しているという。 

 

この問題について、マドゥロ政権はドゥケ大統領に対し

て、領事分野で両国の関係を回復したいと要請した。 

 

「我々は欧州の全ての国と政治的な対立をしている。一

方で、欧州の全ての国はベネズエラに自国の大使館を置

き、これまで通り活動し、連絡を取り合っている。 

 

しかし、隣国のコロンビアについては２，０００キロも

国境を接していながらイバン・ドゥケが米国の操り人形

であるがゆえに、領事分野での協力を拒んでいる。 

 

無益な頑固さとイデオロギーは必要ない。コロンビアは

現実を見なければいけない。」 

と述べた。 

 

これに対して、ドゥケ大統領は 

「我々は独裁者による暴力を受けるリスクがあり、ベネ

ズエラで外交任務を行うのは危険だと考えている。」 

とコメント。 

マドゥロ政権と外交関係を戻すことを否定した。 

「パラ議員 米国政府に資金の流れの説明求める」         

 

１月２９日 与党派国会の議長を務めるルイス・パラ議

員は、国営放送局「VTV」の番組に出演。 

米国政府に対して野党に対して資金援助をしている人

物・非営利団体の名前を明らかにするよう要請した。 

 

「米国政府は人道支援のために莫大な資金の提供を宣

言してきた。しかし、その資金はベネズエラ国民の生活

改善には全く貢献していない。 

 

米国の資金は非営利団体やメディアに流れ、政治的な利

害を共有する一部の政治グループに流れている。 

 

我々は現実を直視し、この資金の流れを解明したいと考

えている。 

 

米国政府が外国に暮らすベネズエラ人を支援してくれ

ていることについては感謝をしたい。 

 

しかし、米国政府はベネズエラ国内でどのように資金を

流しているかをきちんと説明する義務がある。」 

と説明した。 

 

１月２８日には、元第一正義党（PJ）のホセ・ブリト議

員を中心とするグループによるグアイド議長の調査委

員会が発足した（「ベネズエラ・トゥデイ No.399」参照）。 

 

マドゥロ政権と同様に、野党の資金の流れも不透明で、

今後どこから野党に資金が流れているのかが明らかに

なってくるのかもしれない。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
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「ダリオ・ビバス議員 カラカス首都区政府長に」                  

 

１月２９日 マドゥロ大統領は、ダリオ・ビバス議員を

カラカス首都区政府長に任命すると発表した。カロリー

ナ・セスタリ氏の後任になる。 

 

ダリオ・ビバス議員は、チャベス政権時代からの与党重

鎮の一人で、２０１０年から国会議員として活動してい

る（２０１０～１１年、１３～１５年には、国会第１副

議長を経験）。 

 

カラカス首都区政府長は２００９年に新設された役職

で、大統領に任命権がある。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「制憲議会 税制改定を承認                  

   ～外貨・デジタル通貨建て取引に課税～」           

 

１月２９日 制憲議会は、税法を改定。外貨・デジタル

通貨建ての取引に税金を課すことを決定した。 

 

筆者自身は、オリジナルの政令を読めていないが、報道

によると税率は品目によって５％～２５％まで変化す

るようだ。 

 

つまり、外貨建てで商品を購入する際は、品目に応じて

５～２５％価格に上乗せすることになる。 

 

ただし、米、卵、パン、パスタ、牛乳、チーズ、マヨネ

ーズ、牛肉、食用油などの食料品、農業生産に必要な資

材、医薬品、障がい者の使用する車椅子、自動車など一

部品目については免税となる。 

 

また、輸出による外貨建ての売り上げは原則課税対象外。 

PDVSAやその合弁会社による原油販売についても課税

対象外となる。 

 

具体的にどのような商品に何パーセント課税されるか

について、現時点では明確になっていないと理解してい

る。 

 

また、「行政の決定により、適宜、免税措置を取ること

が出来る」と定められているようで、デジタル通貨「ペ

トロ」は使用を普及する目的で免税になる可能性が高い

と報じられている。 

 

同制度について制憲議会で議論されることは数日前に

「Bloomberg」が報じていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.398」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/528631d1d38daaf5e87ce9c6ac1ac589.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/528631d1d38daaf5e87ce9c6ac1ac589.pdf
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「Cartera Unica Nacional 生産セクターの融資検討」                  

 

１月２９日 制憲議会は「Cartera Unica Nacional」の新

設を承認した。 

 

全容ははっきりしないが、「Cartera Unica Nacional」は、

国内の生産セクターへの融資を目的としている。 

 

融資検討委員会が組織され、融資対象者、利率などが検

討されるという。 

 

１月３０日 マドゥロ大統領は演説で皮革業の生産拡

大のために BsS.２，４００万（３２０万ドル相当）の融

資を行うと発表した。 

 

この発表も「Cartera Unica Nacional」と関係していると

思われる。 

 

「エルナンデス会計監査総長 辞任意志を表明」                  

 

１月２９日 野党派国会に会計監査総長に任命された

ホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は、自身のツイッタ

ーで「辞任意志表明」を発表した。 

 

これは大統領に対して、「自分は大統領に解任を求めら

れれば辞任する意志がある」という恭順の意思を示すた

めの宣言で、ベネズエラでは度々行われる発表。 

 

今回、エルナンデス会計監査総長がこの発表をした理由

は明らかにはなっていないが、一部のメディアではエル

ナンデス会計監査総長は現在の役職を無報酬で行って

おり、限界を感じていると報じられている。 

 

他方、グアイド議長はエルナンデス会計監査総長を辞め

させる意思は無いようで、両名の意志がかみ合っていな

い可能性がある。 

 

なお、野党派国会は「国際訴訟基金」を承認。 

同基金に２，０００万ドルが充当された。 

 

この基金は、外国にあるベネズエラ政府の資金を保護す

るための訴訟に必要な費用をねん出することが目的と

されている。 

 

エルナンデス会計監査総長の業務報酬は、この基金から

支払うことも考えられるが、エルナンデス会計監査総長

は基金の使用には否定的な見解を示している。 

 

社 会                        

「アラグア州の変電施設で火災発生」           

 

１月２９日 アラグア州の変電施設で火災が発生。 

同施設に隣接する農園や農業研究所にも引火し、大規模

な火災に発展。近隣地域が停電した。 

 

火災は夜８時頃に起きた。 

最初に施設内で爆発が起きたようだが、火災のきっかけ、

爆発の原因などは明らかになっていない。 

 

火災発生後、消防隊が駆けつけ消火にあたり最終的に鎮

火することができた。死者、怪我人については確認でき

ていない。 

 

（写真）マニュエル・ゴンサレス氏（VP 議員） 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１月２９日～１月３０日報道            No.４００   ２０２０年１月３１日（金曜） 

5 / 8 

 

２０２０年１月３０日（木曜）              

政 治                       

「離反与党 野党の CNE 役員選定を非難         

  ～野党が独自で選挙を行えば内戦になる～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.399」で紹介した通り、

野党派国会は、独自に選挙管理委員会（CNE）役員の選

定プロセスを開始している。 

 

１月３０日 過去、与党支持政党だったが現在は反マド

ゥロ政権になっている政党「Redes」のファン・バレッ

ト党首は、インタビュー番組に出演。独自に CNE 役員

を任命しようとするグアイド政権の方針を非難した。 

 

「これまでグアイドを支持していたグループにグアイ

ド離れが起きている。これが現在の政治状況だ。 

 

現在、野党の政治方針は危機的な方向に向かっている。 

仮にグアイドが新たに CNE 役員を任命し、選挙をしよ

うとしているのであれば、国が２つに割れ、内戦が起き

る。 

 

現在の主要野党は頑固で攻撃的で政府との対話を否定

している。 

 

マドゥロ政権が間違いを犯してきたことは確かだ。 

しかし、対話の拒否、経済制裁の要請などで分かる通り、

現在ベネズエラ経済がここまで悪化した責任は大半が

野党側の執着心によるものだ。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

「グアイド議長 欧米諸国の更なる協力を要請」           

 

１月３０日 グアイド議長は、米国「Maimi Heraldo」

のオピニオン記事に投稿した。 

 

「米国はベネズエラ国民が最も助けを必要としている

時に我々を助けてくれた。ベネズエラ国民はあなた方を

決して忘れない。 

 

あなた方の支援はとても大きいものだった。しかし、私

はベネズエラ国民を代表して更なる支援を求めなけれ

ばいけない。 

 

５年前、ベネズエラ人は外国で必要なものを購入する資

金があった。しかし、現在は明日生きるための食糧もま

まならない状況になっている。 

 

マドゥロ政権はキューバ政府、ロシア政府とともに国民

の生活を助けるための物資の搬入を拒んでいるが、我々

は隠れながらベネズエラの国民に食料を提供してきた

ことを誇りに思っている。 

 

マドゥロ政権が行っている犯罪行為は、食糧や医薬品を

自身の政権存続に悪用していることだけではない。 

 

マドゥロ政権は我が国に残った唯一の民主的な公権力

を倒そうとしている。しかし、独裁者は民主主義を倒壊

させることはできない。 

 

我々はベネズエラの創設以来、第２の独立戦争に直面し

ている。勝利を勝ち取るために世界の支援と圧力を求め

ている。」と投稿した。 

 

なお、２月１日にはマイアミで支持者らを前に演説が予

定されている。そろそろグアイド議長の外遊も終わりを

迎えようとしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１月２９日～１月３０日報道            No.４００   ２０２０年１月３１日（金曜） 

6 / 8 

 

「元 PDVSA 総裁 情報通信相の汚職訴え」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.397」（グアイド議長の事務

所占拠は汚職調査のため）で紹介したが、ホルヘ・ロド

リゲス情報通信相は、ラファエル・ラミレス元 PDVSA

総裁とアレハンドロ・ベタンコート氏との汚職関係につ

いて言及していた。 

 

この訴えに対して、ラミレス元 PDVSA 総裁は自身のツ

イッターで反論。 

 

「ホルヘ・ロドリゲス。君が汚職を訴えるとは滑稽だ。

電力事業で億万長者になったのは、君のテスタフェロ

（資産隠しに協力する人物）の Majed Khalil だろう。 

 

アレハンドロ・ベタンコートは、PDVSA とその合弁会

社 Petrozamora とマルタにあるペーパーカンパニーを

通じた君の仲間だ。私は証拠を持っている。 

 

ベタンコートはマドゥロ政権の経済オペレーターであ

り、２０１４年１２月に PDVSA から１２億ドルを奪っ

た。」 

と投稿した。 

 

「元検事総長 近日中に重大な発表を示唆」         

 

２０１７年にマドゥロ政権を離反し、コロンビアに亡命

したルイサ・オルテガ元検事総長が久しぶりに自身のツ

イッターにビデオメッセージを投稿。 

 

オルテガ元検事総長は、野党に対して統一の必要性を訴

え、現在の方針の誤りを正すよう要請した。 

 

「今こそ全国民、特に政治家たちが自身のしてきたこと

を見直し、誤った方針をただし、正しい方向に進む時だ。 

 

 

ベネズエラが正しい方向に進むためには全てのグルー

プを関与させる必要がある。誰も阻害してはいけない。

現在の問題を解決させたいと考えている全ての当事者

が関与しなければいけない。 

 

個人では変化を起こすことはできない。排他的な政治方

針がベネズエラを現在の状況に導いた。 

 

ベネズエラ人たちに伝えたい。あなたはあなたの国の代

表だ。あなた方は極めて重要な時期に直面している。 

 

政府を牛耳る犯罪者たちはあなた達が結束することを

恐れている。なぜなら、みんなが団結すればそれを止め

ることが出来ないことを知っているからだ。 

 

私は現在、ある計画のために準備を進めている。全ての

国民がこの計画についてきてほしい。 

私は現在の悲劇を招いた責任者が処罰されることにな

ると確信している。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）ルイサ・オルテガ元検事総長ツイッター 

“１月３０日 ビデオメッセージを投稿” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
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経 済                       

「ロシア政府 債務再編の必要性を否定          

     ～債権は遅延なく支払われている～」            

 

１月３０日 ロシア外務省のラテンアメリカ担当であ

るアレクサンダー・セーチン氏は、記者からベネズエラ

の債務再編について質問されると、「ベネズエラについ

ては、全ての債務が遅延なく支払われている。債務再編

は必要ないと考えている。」と回答した。 

 

マドゥロ政権はロシア政府から３０億ドルの融資を受

けている。この債務は、２０２７年までに返済するスケ

ジュールで９月と３月に年２回、元本を返済することに

なっている。 

 

また、Rosneft も PDVSA に対して融資をしているが、

原油の代物弁済が進んでおり、１９年第２四半期時点で

債務残は８億ドルまで減少している。 

 

なお、２月７日にはロシアのラブロフ外相がベネズエラ

を訪問する。ベネズエラではマドゥロ大統領、デルシー・

ロドリゲス副大統領、ホルヘ・アレアサ外相らとの会談

を予定している。 

 

 

「副大統領 西経由でトルコに GOLD を輸送？」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.398」で、デルシー・ロド

リゲス副大統領がスペインに訪問し、同国の交通相と面

談したとの記事を紹介した。 

 

この問題はスペイン国内では未だに問題視されており、

スペイン野党が追及を続けている。 

 

この問題についての続報として、「Reriodista Digital」は、

スペイン外交官関係者から入手した情報を報道。 

 

ロドリゲス副大統領はスペイン訪問後、トルコに移動し

たが、彼女が搭乗していた飛行機には金の延べ棒があっ

たと報じた。 

 

また、外交関係者の意見として、ロドリゲス副大統領が

自身の財を築くために GOLD をトルコで売却しようと

していたと報じた。 

 

「PJ 国際訴訟基金に賛成しなかった理由説明」         

 

１月２８日 野党派国会は、ベネズエラ政府の外国資産

を保護することを目的とした「国際訴訟基金」を承認し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.398」参照）。 

 

この基金は、１９年１１月に国会で承認された「紛争特

別基金」が名前を変えたもので、同じものだったようだ

（「ベネズエラ・トゥデイ No.372」参照）。 

 

１月２８日の決議では、第一正義党（PJ）が賛成に票を

投じなかった。 

 

PJ のマルケス議員は、PJ が賛成票を投じなかった理由

について文章で以下の通り説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/528631d1d38daaf5e87ce9c6ac1ac589.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/528631d1d38daaf5e87ce9c6ac1ac589.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/656899cc4106be77a0c8a7b3141f1f79.pdf
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１．「民主的な移行政権」を組織した時に約束した条件

として、独裁者による大統領職の強奪が終了するま

で、政府の資金は使用しないという決まりがあった。 

 

２．また PDVSA、PDV Holding、その関係会社は

PDVSAに対していかなる支払いもしてはいけない

と合意していた。 

 

３．ただし、国会が承認することで例外的に政府の資産

を使用することが出来るとしていた。 

 

４．昨年、政府資産を保護するために例外的に政府の資

金を使用することを承認した。 

 

５．第一正義党は１９年１月に示した通り、外国にある

ベネズエラ政府の資産保護に率先して取り組んで

きた。当時、承認した資金についても必要なものだ

と認識している。 

 

６．しかし、現在のところその基金を管轄する委員会は

正式には発足されていない。従って、その資金（３

５０万ドル）がどのように支出されたのかを我々は

理解していない。 

 

７．加えて、その資金を支出するための制度的な枠組み

が存在していない。基金の動きを管理するグループ

が国会に存在することは必要不可欠である。 

 

８．従って、PJ として公共の資金を支出するための最低

限の透明性と誠実性が整っていないと考えたこと

が賛成に票を投じなかった理由。 

 

９．PJ は新たに承認された最大２，０００万ドルの資金

が全く管理されていないものだと警告する。 

 

 

 

１０．また、政府資産を保護するための弁護士の選定に

ついても基準が全く示されていない。 

 

 

と説明した。 

 

以上 

 

 


