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（写真）Ferrari “カラカス ラス・メルセデスにフェラーリの販売代理店がオープン？” 

 

 

２０２１年１月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 Consejo Americano で演説」 

「行政監督長 グアイド議長の蓄財を訴え」 

経 済                     

「米裁判所 CITGO 差し押さえ手続きを認める 

～マドゥロ政権 米国の略奪行為と非難～」 

「SENIAT 最低賃金所得者も所得税支払い」 

「公共交通バス デジタル決済機導入」 

社 会                     

「オスカル・ペレス CICPC 捜査官 死去から３年」 

「ハンク教授 ベネズエラ汚職コントロール皆無」 

21 年 1 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権関係者 １００億ドルの口座」 

「コロンビア ３月まで国境封鎖を延長」 

「マドゥロ政権の対話要請に急進野党が警鐘」 

経 済                    

「フェラーリ ラスメルセデスに販売店OPEN？」 

「ArmandoInfo 制裁回避スキームを報じる 

～１９年から制裁回避スキームは変わらず～」 

社 会                     

「ロペス党首 家賃月１万ユーロの豪邸入居？」 

「売春犯罪網に軍部高官関与の可能性」 
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２０２１年１月１５日（金曜）             

政 治                       

「グアイド議長 Consejo Americano で演説」       

 

１月１５日 グアイド議長は、政治イベント「Consejo 

Americano」で演説を行った。 

 

「経済危機の中、数百万人が移住している現状を変える

ためには、政権に圧力をかけなければいけない。現在、

ベネズエラは過去に前例がない危機が起きている。今は

独裁政権と市民との戦争状態にある。 

 

ベネズエラ国民は自由選挙を求めている。戦うことで

我々は自由で公平で検証可能な選挙を実現することが

出来る。独裁者は自分から問題を解決しようとはしない。

今ベネズエラでは独裁政権と民主主義との闘いが起き

ている。 

 

マドゥロは我々を分裂させようとしている。彼らは議員

を買収しようとしたが、その試みは失敗した。１月５日、

我々はベネズエラに自由をもたらすための戦いを続け

ることを約束した。」 

と参加者に戦いに参加するよう訴えた。 

 

また、「Euro Press」からの質問で、欧州連合が野党国会

をベネズエラ国会と認識していない点について、「欧州・

スペイン政府が方針を変えたのではないか？」と聞かれ

ると、以下の通り回答した。 

 

「最も重要なのは、ベネズエラ国内での支持だ。 

国内の支持こそがマドゥロ独裁政権による政府の簒奪

を終わらせることが出来る。国際社会はこの取り組みを

支援することが重要だ。その意味で、欧州連合もスペイ

ン政府も方針は変わっていないと考えている。」 

と回答した。 

 

また、コロンビアでベネズエラ米国代表大使の役割を担

っているジェームス・ストーリー大使も演説を実施。 

 

国際社会が統一した方針を示すことが出来なかったこ

とが、マドゥロ政権に時間と余裕を与えてしまったと主

張。ベネズエラ問題を解決するためには、国際社会がベ

ネズエラ問題を解決するための手段を統一させること

が重要だと訴えた。 

 

トランプ政権下では、「国際社会の協調」はほとんど訴

えられてこなかった。これはバイデン政権の対ベネズエ

ラ方針である「外国と協調して行動する」を見越しての

発言だろう。 

 

なお、米国政府は、２１年も野党国会がベネズエラの正

当な国会で、グアイド政権がベネズエラの暫定政府であ

るとのスタンスを明確にしている。他方、欧州連合は政

府・国会に対するスタンスを明確にしておらず、欧州と

米国の足並みが揃っていない。 

 

「行政監督長 グアイド議長の蓄財を訴え」         

 

１月１５日 マドゥロ政権側で行政監督長と務めるエ

ルビス・アモロソ氏は、グアイド議長が欧州に少なくと

も１０億ユーロの口座預金を持っている疑いがあると

発表した。 

 

また、米国フロリダ州のフォートローダーデールには、

７７フィートのヨットを保有しており、マルコ・ルビオ

議員（米国下院議員）が何度も乗船していると訴えた。 

 

他、「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボルヘス幹事長がコ

ロンビアで居住しているマンションは法外な家賃がか

かるはずで、この資金がどこからきて、どのように支払

われているかを明らかにする必要があると訴えた。 
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しかし、アモロソ行政監督長は、これらの訴えを裏付け

るような証拠は提示していない。 

 

１月１９日 野党議員らの不正を調査する目的で発足

した「旧議員の行動調査特別委員会」は、ウィリアム・

サアブ検事総長、アモロソ行政監督長らを召喚し、野党

議員が１６年～２０年の任期中に働いた犯罪行為につ

いて調査を行う。今回の訴えも調査対象に入ると思われ

る。 

 

なお、アモロソ行政監督長の訴えについて、グアイド議

長、野党関係者は否定も肯定もしていない。 

 

経 済                        

「米裁判所 CITGO 差し押さえ手続きを認める     

  ～マドゥロ政権 米国の略奪行為と非難～」           

 

１月１４日 米国デラウエア州裁判所は、Crystallex の

賠償金支払いのために「PDV Holdings」（CITGO の持

ち株会社）の差し押さえ手続きを進めることを許可した。 

 

米国政府は、CITGO の差し押さえを阻止するため、

CITGO 関連の資産に触れるためには、OFACのライセ

ンスが必要との制裁を科している。 

 

従って、CITGO の持ち株会社である「PDV Holdings」

も OFAC のライセンスが無い限り、差し押さえること

はできない。 

 

ただし、デラウエア州裁判所のスターク判事は、 

「制裁が禁止していないところまで手続きを進めるこ

とは問題ない」との見解を発表。 

 

実際に差し押さえは出来ないが、それまでの手続きを進

めることは可能とした。 

 

 

ただし、手続きのプロセス毎に制裁規定に抵触しないか

どうか事前に裁判所の確認が必要になるという。 

 

「Crystallex」はカナダの金鉱山開発会社。 

故チャベス政権時代にベネズエラの「Las Cristina鉱区」

で金開発を行っていたが、故チャベス元大統領が、金鉱

山の開発は国が行うと宣言。「Crystallex」が開発権を持

っていた同事業は接収された。 

 

その後、「Crystallex」は訴訟を起こし、ベネズエラ政府

に対して、１４億ドルの賠償金支払いが命じられた。 

 

本来であれば、ベネウエラ政府が負っている賠償金を

PDVSA の資産（PDV Holdings の株式）で回収するこ

とは出来ないが、「Crystallex」は、「ベネズエラ政府と

PDVSA は実質的に同等の存在」と主張。裁判でベネズ

エラ政府の債務を PDVSA の資産で回収することを許

可されている。 

 

なお、上記では便宜上「Crystallex」と書いているが、

「Crystallex」が勝ち取った１４億ドルの賠償金を受け

取る権利は、「Tenor Capital Manegment」というファン

ドに購入されており、実際に訴訟を起こしているのは

「Crystallex」ではなく「Tenor Capital Manegment」で

ある。 

 

この決定を受けて、マドゥロ政権は米国がベネズエラ政

府の資産を略奪していると非難。デルシー・ロドリゲス

副大統領は、 

「経済制裁をかけて、ベネズエラの外貨流入をせき止め、

ベネズエラが購入したガソリンを盗み、今後は CITGO

を盗もうとしている。米国が行っている行為はただの略

奪である。」 

と訴えた。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１月１５日～１月１７日報道            No.５４９   ２０２１年１月１８日（月曜） 

4 / 8 

 

「SENIAT 最低賃金所得者も所得税支払い」                  

 

ベネズエラでは前年（２０２０年）の所得税を翌年（２

１年）１月～３月末までに納税しなければならない。 

 

過去、ベネズエラでは一定の所得水準に達していない人

は、納税をする必要がなかった。しかし、現地メディア

「El Nacional」は、最低賃金所得者でも納税をする必要

があると報じた。 

 

ベネズエラの所得税支払い規則は、「UT（租税単位）」

と呼ばれる単位が基本になっており、２０２０年の租税

単位は１UT＝BsS.１，５００（「ベネズエラ・トゥデイ

No.420」）。１UT＝BsS.１，５００は少額で、この金額

をベースに計算すると最低賃金所得者でも納税対象に

なってしまうという。 

 

以下は、税務コンサル会社「Naymaconsultores」の投稿。 

 

 

（写真）Nayma 

 

２０２０年、最低賃金を受領し続け、扶養家族が２名い

た場合、BsS.５０万５，８６０を支払う必要があるとい

う。 

 

本来、UTの数字は、インフレに応じて改定されなけれ

ばならいが、インフレ率に応じた改定が出来ていないた

め低所得者も納税し義務が発生しているという。 

 

「公共交通バス デジタル決済機導入」         

 

マドゥロ政権は、２０２１年中にボリバル貨幣・紙幣を

無くし、１００％デジタル決済にすることを目標にして

いる。 

 

デジタル決済を促進するため、公共バスにデジタル決済

機を導入するとした。 

 

同システムを開発した会社「Libre Pago」の社長は、同

決済機について、「インターネットが無くても決済可能。

３６５日、２４時間決済が可能となっている。また、セ

キュリティ設定も高く、安心して使用できる」と説明し

た。 

 

 

（写真）国営放送局（VTV） 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/573e6a4637915b6ff2297aa68dff8d5e.pdf
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社 会                        

「オスカル・ペレス CICPC 捜査官 死去から３年」           

 

２０１８年１月１５日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」

のオスカル・ペレス元捜査官がマドゥロ政権との衝突の

末、命を落とした（「ベネズエラ・トゥデイNo.86」）。 

 

ベネズエラで抗議行動が活発化していた２０１７年６

月、ペレス元捜査官は、内務司法平和相のヘリコプター

を奪い、上空から最高裁判所・内務司法省に手榴弾や発

砲を行った人物。 

 

マドゥロ政権を武力で倒壊させるようと呼びかけてい

た人物で、マドゥロ政権は血眼になり、ペレス元捜査官

を探していた。 

 

そして、１８年１月、ペレス元捜査官の潜伏先を見つけ、

軍部・警察・コレクティーボらが共同でロペス元捜査官

を殺害した。 

 

ロペス元捜査官が降伏したにも関わらず、軍部が射殺し

たとの噂もあるが、ロペス捜査官の遺体はマドゥロ政権

の検死官が検死した後で焼却されてしまい、第三者が調

べることは出来ず、真相は分からなくなっている。 

 

２１年１月１５日は、ペレス元捜査官が亡くなって３年

が経過した日であり、多くの野党系メディアがペレス元

捜査官の死を悼み、マドゥロ政権の非人道性を訴えてい

る。 

 

なお、武力を通じて政権を倒壊させようとしたロペス元

捜査官の行動について、主要野党は肯定的な認識を示し

ていない。一方、急進野党はロペス元捜査官の行動を英

雄視している。 

 

 

 

「ハンク教授 ベネズエラ汚職コントロール皆無」         

 

米国ジョンホプキンス大学のスティーブ・ハンク教授は、

中南米諸国の汚職コントロール指数を発表。 

 

ベネズエラの汚職コントロール指数が圧倒的に低いと

訴えた。 

 

ハンク教授のデータによると、調査対象国で最も汚職コ

ントロールが出来ている国は、チリで８２．６９％。 

 

他、ブラジル（４７．６％）、コロンビア（３８．４６％）、

アルゼンチン（３７．０２％）、エクアドル（２９．８

１％）、メキシコ（２７．４％）は「汚職コントロールに

問題がある国」。 

 

ホンジュラス（１５．３８％）、グアテマラ（１３．９

４％）、ボリビア（１１．０６％）、ニカラグア（９．６

２％）、ベネズエラ（０．４８％）は、「汚職コントロー

ルが出来ていない国」としている。 

 

 

（写真）スティーブ・ハンク教授ツイッターより抜粋 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
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２０２１年１月１６～１７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権関係者 １００億ドルの口座」        

 

スイス検察庁は、２０１９年１０月からスイス国内にあ

るマドゥロ政権が関与しているとされる口座の実態に

ついて調査をしている。 

 

この調査について、スイスメディア「 Le Matin 

Dimanche」は、スイス検察がマドゥロ政権の関連があ

ると思われる３０の銀行の口座を特定したと報道。口座

の総額は９０万フラン（約１０１億ドル）に上るとした。 

 

現時点では、総額だけが報じられており、口座の名義な

ど詳しい情報は報じられていない。 

 

「コロンビア ３月まで国境封鎖を延長」           

 

２０年３月 コロンビア政府は、Covid-１９感染拡大防

止を理由として、コロンビアの国境を封鎖した（「ベネ

ズエラ・トゥデイNo.No.419」）。 

 

この国境封鎖措置について、２１年３月まで延長すると

発表した。 

 

入国管理局のファン・フランシスコ・エスピノサ局長は

「Covid-１９感染拡大を防ぐため、引き続き国境の移動

を止める必要がある」と説明した。 

 

国境を封鎖する一方で、コロンビアに入国したベネズエ

ラ移民を自国に帰国させることは許可しており、２０年

３月から現在までで１１万人ほどがベネズエラに戻っ

たという。 

 

 

 

 

しかし、コロンビアには１７０万人ほどのベネズエラ移

民が居住しているとされており、流出よりも流入の方が

多い。 

 

「マドゥロ政権の対話要請に急進野党が警鐘」           

 

マドゥロ政権は、ホルヘ・ロドリゲス議長率いる与党国

会は、米国政府・野党に対して対話再開を求めている。 

 

ロドリゲス議長は、米国政府との交渉次第では、マドゥ

ロ政権が拘束している CITGO の元役員６名、２０年５

月の「Gedeon オペレーション」に参加した米国工作員

２名を開放する用意があると説明。 

 

また、在ベネズエラ米国大使館を再開させることも可能

とした。 

 

 

この求めについて、急進野党系の人権活動家タマラ・ス

ジュ氏は、警鐘を鳴らした。 

 

「ロドリゲスは、米国の政治犯解放や大使館再開を条件

に制裁を解除させようとしている。拷問犯罪者らは、国

内に３５０名の政治犯を拘束しならが、対話を求めてい

る。この状況をどう思うか？」 

と訴えた。 

 

経 済                       

「フェラーリ ラスメルセデスに販売店 OPEN？」            

 

野党系メディア「Armando.Info」は、カラカスのラスメ

ルセデスにイタリアの高級スポーツ車メーカー「フェラ

ーリ」の販売代理店がオープンしたと報じた。 

 

経済苦境にある同国にフェラーリ販売代理店がオープ

ンしたというニュースは驚きを持って報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
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報道によると、同社の自動車は３０万ドルからとされて

おり、高い車では１６０万ユーロになるという。 

 

「Armando.Info」によると、同販売代理店は、ミランダ

州バルータ市ラスメルセデスの Jalisco 通りにあるよう

だが、「Caraota Digital」「El Pitazo」など他のメディア

が実際の店舗を確認しに行ったが、そのような店舗は見

つからなかったと報じられており、フェイクニュースの

可能性も否定できない。 

 

なお、筆者もフェラーリのサイトにベネズエラの販売代

理店が書かれているか確認したが、そのような情報は確

認できなかった。 

 

また、高級車を購入できるのはマドゥロ政権関係者だけ

との報道から、フェラーリはマドゥロ政権関係者にサー

ビスを行うメーカーと言うレッテルが張られており、フ

ェラーリはメディア上で非難の対象となっている。 

 

なお、ソーシャルメディアではフェラーリの非難と同時

に、トヨタ車の方が安くて品質が良いとのコメントも多

く散見される。 

 

「ArmandoInfo 制裁回避スキームを報じる      

 ～１９年から制裁回避スキームは変わらず～」         

 

「Armando.info」は、カボベルデで拘束されているアレ

ックス・サアブ氏が作り出した米国の制裁回避スキーム

についての調査記事を公表した。 

 

同メディアの記事によると、サアブ氏は世界中にペーパ

ーカンパニーを作り、制裁回避網を作り上げているとい

う。 

 

 

 

 

現在は、メキシコ人の Joaquin Leal 氏とイタリア人の

Alessandro Bazzoni 氏がベネズエラの原油販売の指揮

を執っているようだ。 

 

Joaquin Leal 氏２８歳。２０年６月にマドゥロ政権との

物々取引を行い、米国から制裁を受け倒産した「Libre 

Abordo」と「Schlager Business Group」の関係者だとい

う（「ベネズエラ・トゥデイ No.452」）。 

 

Alessandro 氏は「Swissoil Trading S.A.,」の役員で、

PDVSA の合弁会社「Petrodelta」の合弁相手「Elemento 

Ltd」の関係者だという。 

 

２０１９年１月に米国政府が PDVSA に制裁を科して

以降、ベネズエラの原油はロシアの「Rosneft」が輸出を

代行していた。しかし、米国の圧力が強まり２０年に

「Rosneft」はベネズエラでの取引の一線から手を引い

た。 

 

しかし、そのスキームは「Libre Abordo」と「Schlager 

Business Group」が引き継ぎ取引の大枠は当時とあまり

変わっていないという。 

 

本件の詳細については、次号の「ウィークリーレポート」

で紹介したい。 

 

社 会                       

「ロペス党首 家賃月１万ユーロの豪邸入居？」            

 

スペイン系メディア「ABC」は、スペインに亡命した「大

衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首が家族と共

にマドリッドに引っ越しをしたと報道。 

 

その引っ越し先の家賃は、月１万ユーロもかかる豪邸だ

という。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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（写真）リリアン・ティントリ氏ツイッター 

 

「未成年売春網に軍部高官関与の可能性」           

 

アルゼンチン系メディア「Infobae」は、最近明らかにな

った未成年（１３～１６歳）の売春斡旋グループにベネ

ズエラ軍部高官が関与している疑いがあると報じた。 

 

この売春斡旋グループは、叔母が女の子の行動を不審に

思い、警察に通報し、発見されたという。 

 

関与の可能性が高いとされている軍人は、ヘスス・ラフ

ァエル・スアレス元陸軍大将（現在は国会議員）の親友

だという。 

 

ただし、現在は同グループを調査している最中で真相は

ハッキリしていないという。 

 

 

以上 

 


