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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 故チャベス元大統領によるクーデター３０周年を記念し政治集会を実施” 

 

 

２０２２年２月４日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 反帝国主義反乱広場をオープン 

～故チャベス元大統領クーデターから３０年～」 

「アジュップ氏 ２４年の大統領選、野党候補？」 

「裁判所 CITGO 元役員らの再審要求を棄却」 

経 済                     

「野党国会 ２２年１月のインフレ率は４．８％」 

「Finagro 証券の売却に成功」 

社 会                     

「コロンビア重鎮議員（左派系）に汚職捜査」 

「拷問死の実行軍人２名 懲役３０年」 

22 年 2 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「Hinterlaces 政党支持アンケートを公開」 

「グアイド議長 鉄拳オペレーションは内部闘争」 

経 済                    

「大規模金融取引税 適用税率２．５％→３％？ 

～ベネズエラ国外口座の取引も課税対象～」 

「２０２１年 最低賃金は１００％増」 

「AKB フィンテック 詐欺の訴えを否定」 

社 会                    

「アラグア州テヘリアでマフィア団掃討作戦 

～El Koki、El Conejo の構成員が潜伏～」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年２月４日～２月６日報道               No.７１２   ２０２２年２月７日（月曜） 

2 / 8 

 

２０２２年２月４日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 反帝国主義反乱広場をオープン   

 ～故チャベス元大統領クーデターから３０年～」       

 

２月４日 マドゥロ大統領は政治集会を実施。 

 

１９９２年２月４日 故チャベス元大統領（当時、陸軍

中佐）は、軍人の仲間たちとカルロス・アンドレス・ペ

レス政権（行動民主党（AD））にクーデターを仕掛けた。 

 

このクーデターは失敗に終わり、チャベス氏は投獄され

たが、同クーデターを機にチャベス氏の存在が国民に知

られるようになり、政治家としての活動が始まることに

なった。 

 

２０２２年２月４日は、故チャベス元大統領が行ったク

ーデターの３０周年記念として政治イベントが行われ

た。 

 

マドゥロ大統領は演説で 

「２月４日に起きた出来事はクーデターではない。 

なぜなら米国政府から資金が流れていなかったからだ。 

２月４日に起きた出来事は、大統領の解任を求める人道

的な武装反乱だった。 

 

当時の反乱の首謀者たちは自身の責任を受け入れた。 

どこかのネズミ達のように米国大使館やスペイン大使

館に逃げたりはしなかった。」 

と主張した。 

 

また、このイベントの前日の２月３日夜、マドゥロ大統

領は、「反帝国主義反乱広場」の開所式に出席（場所は、

最高裁判所本部）。「この日を境にベネズエラの政治は生

まれ変わった」と祝辞を述べた。 

 

 

（写真）国営報道局（AVN） 

“最高裁本部内の「反帝国主義反乱広場」” 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

“２月４日の政治集会の様子” 

 

「アジュップ氏 ２４年の大統領選、野党候補？」         

 

２月４日 主要野党の一角「行動民主党（AD）」のエド

ガー・サンブラーノ副党首は、記者らの質問に答えた。 

 

その中で、２０２４年に予定されている大統領選につい

て、野党の統一候補を２０２３年に予備選挙を通じて決

めると発言。 
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「AD は２０２３年に予定されている予備選挙にはヘ

ンリー・ラモス・アジュップ幹事長を推薦する」との見

解を示した。 

 

「我々は、ララ州、トゥルヒージョ州、スリア州、メリ

ダ州、タチラ州などを回り、地方の AD 政党幹部らと協

議を行った。 

 

その協議では内部的な話だけではなく、２０２４年の大

統領選と、２０２３年の予備選挙の話も上がった。」 

と言及。 

 

「ラモス・アジュップ幹事長が AD にとって最善の提案

であるだけではなく、ベネズエラにとって最善の選択だ

と理解している」との見解を示した。 

 

アジュップ AD 幹事長は２０００年から AD の実質的

なトップの位置を維持している。 

 

ベテラン政治家で「老獪（政治家として長い経験を積ん

でおり、清濁併せのむタイプの政治家）」というイメー

ジ。マドゥロ政権と戦うのであれば、このような資質は

必要だろう。 

 

アジュップ幹事長は、野党の中で最も知名度の高い政治

家の１人ではあるが、息子が石油産業の汚職に関与して

いるとの疑惑が存在する。 

 

この疑惑を裏付ける証拠も報じられており、米国政府が

捜査をすれば息子が逮捕されるので、米国に逆らうこと

が出来ないとの指摘がある。 

 

１９８０年代から活動している政治家で、野党は比較的

若い政治リーダーが多い中、「旧時代の恐竜」とも揶揄

されている人物。否定的なコメントも多い。 

 

 

 

サンブラーノ AD 副党首の発言を受けて、ソーシャルメ

ディア上では「野党は旧時代の恐竜をいつまで野放しに

する気だ」など否定的なコメントが流れている。 

 

なお、アジュップ幹事長自身は、この報道について 

「私は一切口を開いていない」 

とコメント。本件について否定も肯定もしていない。 

 

 

（写真）EVTV “ラモス・アジュップ AD 幹事長” 

 

「裁判所 CITGO 元役員らの再審要求を棄却」                  

 

２２年２月４日 ベネズエラ裁判所は、２０１７年に拘

束された CITGO 元役員６名の判決に関する再審要求

を棄却した。 

 

２０１７年、米国がベネズエラに経済制裁を始めて科し

て間もなく、マドゥロ政権は米国にある PDVSA 関係会

社「CITGO」の役員６名らがベネズエラにとって不利

になる契約を締結したとの理由で、ベネズエラへの出張

中に全員を拘束した（「ベネズエラ・トゥデイ No.63」）。 

 

そして、２０２０年１１月 CITGO 元役員６名は懲役

８～１３年、罰金２００万ドルの有罪判決を受けていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.530」）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fbfd42e199b2c2dc32dbbc05e3404fe9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
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拘束された６名はベネズエラ人だが、米国籍も取得して

いたようで米国との外交問題に発展している（ベネズエ

ラは二重国籍を許可している）。 

 

なお、真偽は定かではないが、マドゥロ政権は CITGO

役員らが米国籍を取得していたことを知らず、逮捕後に

米国政府から訴えを受けて初めて彼らが米国籍を取得

していたことを知ったとの報道もある。 

 

また、６名が拘束された当初、米国籍を持っているのは

６人のうち５人と報じられていたが、拘束中に残りの１

人も米国籍を取得し、ベネズエラ国籍を捨てたのか、現

在は６人全員が米国人として報じられている。 

 

経 済                        

「野党国会 ２２年１月のインフレ率は４．８％」         

 

野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２０２２年１月のインフレ率が先月比４．８％増だ

ったと発表した。 

 

１２カ月の累計インフレ率は４０５％ということにな

る。 

 

品目別で最もインフレが激しかったのは「娯楽」で２４．

２％。「その他財・サービス」が１８．３％、「教育」が

１６．２％だったとしている。 

 

また、２２年１月のドル建て食費について月額３６５ド

ルと指摘。 

 

１年前の２１年１月は月額２５１ドル、更に１年前の２

０年１月は月額２０８ドルだったとして、ボリバル建て

物価上昇のスピードは抑制されたが、ドル建てで見ると

賃金と生活費の差が広がったと訴えている。 

 

 

 

（写真）ベネズエラ金融観測所（OVF） 

 

「Finagro 証券の売却に成功」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.710」で農業専門の投資会

社「Finagro」が、パーム油生産に関する投資を募ったと

の記事を紹介した。 

 

本件について、Finagro は発行した全ての証券を販売す

ることに成功したと発表。１２．３万ドルを集めたとし

た。 

 

この投資資金を元に農業会社「PGM CA」がパーム油７

５メトリックトンを生産し、利益を投資家に還元すると

している。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9d39acfc2e808ef833330af69c390058.pdf
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社 会                        

「コロンビア重鎮議員（左派系）に汚職捜査」           

 

２月３日 コロンビアのメデジンで Álvaro Córdoba 氏

が逮捕された。 

 

Álvaro Córdoba 氏は、コロンビア上院議員 Piedad 

Córdoba 氏の兄弟だという。 

 

米国政府は以前からコロンビアでの麻薬取引と政治家

との関係を捜査しており、その中で Álvaro Córdoba 氏

が関与しているとされる証拠をつかんだという。 

 

Piedad Córdoba 氏は、２１年１０月に米国がカボベル

デから身柄を引き受けたコロンビア人企業家（マドゥロ

政権の制裁回避スキームを作った人物）アレックス・サ

アブ氏との関係も捜査されており、政治生命の危機にあ

る。 

 

Piedad Córdoba 議員は左派系の政治リーダーであり、

今年５月に大統領選を控えるコロンビアでは、右派ドゥ

ケ政権にとって追い風になる。米国政府が、大統領選の

前に左派系リーダーへの捜査を強めるのは、政治的な意

図があると想像される。 

 

 

（写真）Maduradas “Piedad Córdoba 議員” 

 

「拷問死の実行犯２名 懲役３０年」                  

 

２月４日 ベネズエラ裁判所は、ラファエル・アレベロ

大将に拷問を行い死なせた軍人２名（軍部の警察組織

DGCIM 所属）に対して、懲役３０年の判決を下した。 

 

アレベロ大将は、２０１９年に軍部に拘束され、亡くな

った。当時、パドリーノ・ロペス国防相は、アレベロ大

将の死について、「気を失って亡くなった」と説明して

いたが、アレベロ大将の弁護士が拷問の形跡を指摘し、

拷問死を訴えていた。 

 

２０２０年 検察庁が本件の捜査を開始、２１年５月に

アレベロ大将が拷問により亡くなったと断定し、実行犯

の DGCIM 職員２名を起訴していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.594」）。 

 

判決が出ても遺族の悲しみは消えない。 

アレベロ大将の妻は、ツイッターで「検察庁は実行犯に

裁きを下したが、拷問を行うよう指示した上層部に関す

る調査を一切していない」と指摘。 

 

アレベロ大将の死には、軍部高官を含めて組織的な関与

があったと訴えている。 

 

また、グアイド議長は、今回の有罪判決について「国際

刑事裁判所の調査をごまかすためのカモフラージュ」と

指摘している。 
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２０２２年２月５日～６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Hinterlaces 政党支持アンケートを公開」           

 

与党系世論調査会社「Hinterlaces」が、２０２２年１月

に行った政党支持アンケートの調査結果を公表した（以

下）。 

 

調査によると与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）

を支持する」と回答したのは全体の２９％、与党陣営全

体で３０％だったという。 

 

一方、野党陣営では「行動民主党（AD）」が５％、「野

党統一連合（MUD）」が５％、独立野党の「隣人の力（FV）」

が２％などで合計１９％だったとした。なお、急進野党

の「ベネズエラ主導党（VV）」の支持は１％だったとい

う。 

 

この結果を見る限り、野党陣営で個人ではなく、政党と

して支持が多いのは AD ということになる。 

 

また、最も多かった回答は「どこも支持しない」で４６％

だった。 

 

 

 

 

「グアイド議長 鉄拳オペレーションは内部闘争」        

 

マドゥロ政権は、１月末から「鉄拳オペレーション」と

称して、与党政治家・軍人らを含めて汚職撲滅対策を行

っており、与党系の市長、議員、軍人、検事など１７名

が逮捕されている。 

 

本件について、グアイド議長は「マドゥロ政権の内部闘

争」と指摘。 

 

 

「犯罪者と犯罪者との闘いだ」との見解を示した。 

 

以前より「マドゥロ政権は政治的に敵対する勢力を犯罪

者として裁く」と非難されている。 

 

今回の「鉄拳オペレーション」も純粋な汚職取り締まり

と同時に内部対立的な側面があるのかもしれない。 
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経 済                       

「大規模金融取引税 適用税率２．５％→３％？     

  ～ベネズエラ国外口座の取引も課税対象～」           

 

経済学者 Luis Fraga Pittaluga 氏は、与党国会が承認し

た大規模金融取引税の改定について、以下のような見解

を示した。 

 

１．移行期間の税率は２．５％ではなく３％？ 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.711」で外貨・デジタ

ル通貨建ての取引に対して２～２０％の税率が課税さ

れるとの記事を紹介したが、適用税率の細則が決まるま

では一律２．５％の税率が適用されるとの記事を紹介し

た。 

 

本件について、Pittaluga 氏は 

「与党国会の第１セッションでは移行期間の税率は２．

５％で議論されていたが、最終的に３．０％で承認され

た」 

と述べている。 

 

現時点では大規模金融取引税法は官報で公開されてお

らず、一般に出回っている当該法案が「２．５％」と書

かれているので、今も税率２．５％とする記事が多いが、

Pittaluga 氏の発言が正しければ実際の税率は３％なの

かもしれない。 

 

２．全員が支払う。 

 

改定される以前の大規模金融取引税は「特別納税者

（Sujetos Pasivos Especiales）」に該当する個人・法人あ

るいは、特別納税者と関係がある組織だけが税を支払っ

ていた。 

 

 

 

※ 特別納税者とは一定の収入がある個人・法人に与え

られるステータスで、SENIAT が特別納税者になっ

たことを当該個人・法人に通知することで付与され

るステータス。 

 

しかし、今回の改定で「特別納税者」であるかどうかに

関わらず支払うことになったという。 

 

３．ベネズエラ国外の金融取引も対象 

 

また、ベネズエラの国内金融システムを使用しているか

どうかに関わらず、大規模金融取引税が課税されること

になったという。 

 

本件について、Pittaluga 氏は大きな問題と指摘。 

ベネズエラ政府は国外取引の確認を出来ず、コントロー

ルできない取引に税を課そうとしており、課税逃れとさ

れる案件が増えると訴えた。 

 

「２０２１年 最低賃金は１００％増」         

 

野党国会のホセ・ゲラ議員は、２０２１年の公務員の可

処分所得は大きく減少したと訴えた。 

 

ベネズエラ中央銀行は、２０２１年のインフレ率を６８

６％と発表している。一方、最低賃金は２０２１年の１

年間で１００％しか増額されていなかったという。 

 

公務員の給料は最低賃金と強く連動しており、公務員の

可処分所得は１年で著しく低下したと訴えた。 

 

なお、「ウィークリーレポート No.237」で野党国会らが

行った労働者の給料アンケート調査について紹介した。 

ベネズエラ国内の給料事情についての詳細は同レポー

トを確認されたい。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8357bc173a21fd46f99ca9bc45ec4f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5636f27476ad6625abbe02da1e715d0.pdf
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「AKB フィンテック 詐欺の訴えを否定」         

 

２０２０年１１月 「AKB フィンテック」という会社

は、カラカスにドルの ATM を設置すると発表していた。 

それから１年以上が経過したが、今もカラカスにはドル

が出てくる ATM はない。 

 

しかし、既に多くのベネズエラ人が AKB フィンテック

のシステムに資金を預けており、預けた資金が引き出せ

ない状況が続いているという。 

 

この状況を受けて、ソースアルメディア上では、AKB フ

ィンテックに対する詐欺の訴えが起きており、米国政府

に対して詐欺の事実について捜査するよう求める声が

出ている。 

 

この訴えを受けて、AKB フィンテックは声明を発表。 

 

システムへの攻撃を受けたため、スケジュールの調整を

迫られたと主張。安全なシステムを構築するため、時間

がかかっていると釈明。詐欺の事実を否定している。 

 

社 会                       

「アラグア州テヘリアでマフィア団掃討作戦            

   ～El Koki、El Conejo の構成員が潜伏～」            

 

２月６日 軍部・国家警察ら治安当局はアラグア州のテ

ヘリアで「グアイカイプーロⅡ」という大規模なマフィ

ア撲滅オペレーションを行った（“グアイカイプーロ”と

は、スペインの侵略に抵抗したベネズエラ先住民の長の

名前）。 

 

同オペレーションを指揮したレミヒオ・セバジョ内務司

法平和相によると、この地域にカラカスにいたマフィア

団「El Koki」と「El Conejo」の構成員が潜伏している

という。 

 

彼らを拘束するためヘリコプターや部隊を動員し、オペ

レーションを実行した。このオペレーションによる死者

は確認されていないが、軍人が２名、銃弾を受けて負傷

したという。 

 

２０２１年７月 マドゥロ政権は「偉大な先住民グアイ

カイプーロ作戦」と題して、大規模なマフィア掃討オペ

レーションをカラカス市内で実行した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.624」「ウィークリーレポート No.208」）。 

 

この結果、カラカスを離れたマフィアの構成員を追い詰

めているということだろう。 

 

 

（写真）レミヒオ・セバジョ内務司法平和相ツイッター 

“「グアイカイプーロⅡ」について説明” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a05f7e3e52c176291803b703b70b3e58.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a96833e9ba334b2aabb9e04783b78a4.pdf

