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（写真）大統領府ツイッター “ガスパイプライン爆発、マドゥロ大統領はテロリストの仕業と非難” 

 

 

２０２１年１月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「ＣNE 役員変更プロセスすすむ 

～役員交代は４月～５月頃を予定～」 

「モレノ最高裁 テロ対策法などの簡素化求める」 

経 済                     

「SENIAT 最低賃金５カ月分以下は所得税免除」 

「インド政府 米国のベネ・イラン方針転換要請」 

「ディーゼル燃料不足で運輸業・農業が危機」 

社 会                    

「単位の小さなドルが不足」 

「カルロタ軍事施設から観光地へ旅行」 

21 年 1 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党 マドゥロ政権の OPS 協定違反を非難」 

「CIJ ガイアナ領土問題の裁判予定を延期」 

「マラドーナ マドゥロ政権の取引に関与？」 

「ストーリー大使 政治家には渡していない」 

経 済                    

「パイプライン破壊でカルドン製油所停止 

～マドゥロ政権 テロ行為を非難～」 

「PDVSA キューバに重油４割超を輸出？」 

「追跡機能を切っていたイランタンカーを発見」 

「BBC ベネズエラの経済好転報道で非難」 
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２０２１年１月２２日（金曜）             

政 治                       

「ＣNE 役員変更プロセスすすむ             

     ～役員交代は４月～５月頃を予定～」       

 

１月１９日 与党国会は、現在の「選挙管理委員会

（CNE）」役員が正式なプロセスで決定されていないと

して、改めて CNE 役員を任命するための委員会を組織

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.550」）。 

 

１月２２日 「CNE 役員任命委員会」は、CNE 役員任

命のために必要なプロセスを確定させた。 

 

CNE 役員の任命は、国会議員と民間団体の協議によっ

て決定する。 

 

１月２３日 「CNE 役員任命委員会」は、ＣNE 役員を

決定するための民間団体を募集。関心のある民間団体は、

８日以内に応募するよう求めた。 

 

新たな CNE 役員がいつ発表されるかは不明だが、報道

によると４月～５月頃に決定するのではないかと報じ

られている。 

 

なお、２０２１年には全国市長選と全国州知事選が予定

されている。新 CNE 役員は、市長選、州知事選を担う

ことになるだろう。 

 

また、主要野党の中には、市長選、州知事選に参加する

べきとの声も多い。仮に野党が市長選、州知事選に参加

するのであれば、CNE 役員の任命プロセスに野党側の

意思が入ることは必須条件だろう。 

 

仮に、市長選・州知事選に参加するのであれば、野党に

残された時間は少ない。 

 

「モレノ最高裁 テロ対策法などの簡素化求める」         

 

１月２２日 マイケル・モレノ最高裁判長は、年始の演

説を実施。演説で、民法、汚職取締法、テロ対策法、麻

薬対策法について、現行の法律を見直す必要があると発

言した。 

 

モレノ最高裁によると、これらの法律は「より適切に機

能させるために、より簡素にする必要がある」という。 

 

つまり、現状の法律よりも規則の空白部分を増やすこと

でマドゥロ政権にとって融通が利く法律にしようとい

うことだろう。 

 

与党にとって解釈の自由度が高まることで、軍部、警察

などの権力が拡大してしまう恐れがある。 

 

これらの法律を改定できるのは国会だが、ベネズエラの

場合は最高裁も国会もマドゥロ政権がコントロールし

ている。 

 

今回のモレノ最高裁の発言もマドゥロ政権からの指示

があったためだろう。 

 

「司法（最高裁判所）」、「立法（国会）」を支配下に置い

てしまっている行政（マドゥロ政権）は、自身の意思で

あらゆる仕組みを変えることが出来てしまうという一

例だろう。 

 

経 済                        

「SENIAT 最低賃金５カ月分以下は所得税免除」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ N.o.545」「No.549」で紹介し

た通り、SENIAT は３月末までに２０年の所得税を支払

うよう要請している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/978a4c897c36ee0e345cdfcbc9e97684.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c06ad6ab6e9489a3c310d9289a2973f.pdf
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また、所得税納税の仕組みにより最低賃金受給者でも納

税する義務が生じている。 

 

本件について、「徴税庁（SENIAT）」は、１月１８日付

官報４２，０４９号で、年間所得が最低賃金の５カ月分

以下の個人は所得税を納める必要がないとの政令を公

布した。 

 

この「最低賃金」は、２０年１２月時点の月額 BsS.１２

０万としている。 

 

つまり、年間所得が BsS.１２０万×５カ月の BsS.６０

０万以下の個人は所得税納税を免除されるという事だ

ろう。 

 

なお、２０年の最低賃金（月額）は、以下の通り改定さ

れていた。 

 

１月～４月は BsS.２５万（合計 BsS.１００万） 

５月～１０月は BsS.４０万（合計 BsS.２４０万） 

１１月～１２月は BsS.１２０万（合計２４０万） 

 

つまり、２０年通年、最低賃金を得ていた場合の合計所

得額は BsS.５８０万になる。 

 

従って、免税対象となる BsS.６００万以下の給与しか

得ていないため、所得税を納税する必要がないことにな

りそうだ。 

 

ただし、これは法律を読んだ筆者の解釈なので、正しい

解釈は現地の労働法専門の弁護士に確認されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

「インド政府 米国のベネ・イラン方針転換要請」                  

 

インドの Dharmendra Pradhan 石油相は、Bloomberg の

取材を受け、 

「我々は、米国がイラン、ベネズエラに科している原油

輸出制裁を緩和してほしいと考えている。 

我々は、世界３番目の原油輸入国で、原油輸入先を多様

化させることを望んでいる。」 

と発言した。 

 

以前から、バイデン政権が発足してから PDVSA の取引

相手国が米国の制裁緩和を求めていると報じられてい

たが、インド政府代表が正式に制裁緩和を要請するのは

今回が初めてとなる。 

 

インドでは「Raliance」と「Nayara Energy」が PDVSA

から原油を購入していたが、米国の制裁強化を受けて取

引を停止。「Bloomberg」の調べによると、現在はカナダ、

エクアドル、クウェートなどから原油を調達していると

いう。 

 

「ディーゼル燃料不足で運輸業・農業が危機」         

 

現地メディア「Tal Cual」は、国内製油所の機能不全、

輸入停止によりベネズエラのディーゼル燃料が不足し

始めており、様々な分野でも問題が起きていると報じた。 

 

トランプ政権が米国以外の企業に対してもディーゼル

燃料の輸出を禁止するよう働きかけてから数カ月が経

過した。当初はディーゼル燃料の在庫は比較的多かった

が、その在庫は底をつき始めているという。 

 

ガソリン不足は１年ほど前から起きており、人々の移動

に深刻な影響を与えたが、ディーゼル燃料の不足はこれ

までと異なる悪影響があるとしている。 
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「Tal Cual」によると、ディーゼル燃料の不足は「農業」

「畜産業」「運輸業」「製造業」「電力」「診療施設」など

に影響を与えるという。 

 

「全国畜産業団体（Fedenaga）」のアルマンド・チャシ

ン代表は、現状について 

「アプレ州など内陸部の州では４カ月ほど前からディ

ーゼル燃料の不足が始まっていた。 

 

現在は更に酷い状況だ。政府は各州でどの程度ディーゼ

ル燃料が必要かを理解しているが、必要量を供給しな

い。」 

と訴えた。 

 

他、「乳製品工業団体（Cavilac）」のロジャー・フィゲロ

ア代表は、 

「乳製品業界は１２月からディーゼル燃料の不足が原

因で１５％ほど生産量が落ちている。ディーゼル燃料は

貨物輸送、工業稼働、発電のために必要だ。」 

と述べた。 

 

社 会                        

「単位の小さなドルが不足」               

 

ベネズエラ人経済学者ビクトル・アルバレス氏は、

「Contrapunto」のインタビューに応じ、ベネズエラの

ドル経済の状況について述べた。 

 

アルバレス氏によると、現在は単位の小さなドルが不足

しているという。 

 

「ベネズエラでは、１０ドル以下のドル貨幣・紙幣が不

足している。ベネズエラ中央銀行はドルを発行できるわ

けではない。従って、国内で売買を行うために必要な現

金を配布することはできない。」 

と述べた。 

 

「ドル紙幣は、米国の「連邦準備制度（FRB）」が発行す

る。ベネズエラは非公式なドル化が進展しており、ドル

が正規のルートを経ずに国内で流通している。 

 

本来であれば、FRB と現地金融当局が合意を結ぶこと

で必要なドル現金が市中に流通するものだ。」 

と述べた。 

 

「カルロタ軍事施設から観光地へ旅行」         

 

Covid-１９感染防止を理由に国内外の移動は制限され

ている。 

 

そんな中、「El Diario」は、カルロタ空軍施設からベネ

ズエラの観光地ロスロケス、マルガリータ、カナイマに

移動するための定期便が運航していると報じた。 

 

カルロタ軍事施設は、フランシスコ・ファハルド高速道

路からチャカオ市に入る辺りにある空軍施設で、日本人

駐在員であれば何度も目にする軍事施設。 

 

通常、一般人が旅行のために使用できる施設ではないが

必要な費用を払えばカルロタ空軍施設を利用できると

いう。 

 

「El Diario」は、現地のツアーコンダクターに取材をし

たところ、「カルロタ軍事基地から軍人や資金力のある

人々が観光に来ていることはこの辺りでは誰でも知っ

ている話だ。」と答えたという。 

 

現在、ロスロケスの宿泊施設（ポサーダ）の料金は一泊

２００ドル／人ほどするという。 

 

また、現地での観光パッケージツアー料金は２５０ドル

～４７５ドル程度だという。 
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２０２１年１月２３～２４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「野党 マドゥロ政権の OPS 協定違反を非難」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.551」で、中央銀行が

英国に保管しているGOLDを用いたCovid-１９ワクチ

ンの購入をグアイド政権が拒否したとの記事を紹介し

た。 

 

ワクチン購入のための GOLD 使用を拒んだ理由として、

「マドゥロ政権が信用できないため」としていた。 

 

本件に関連して、グアイド政権の国連担当委員を務めて

いるミゲル・ピサラ氏は、マドゥロ政権は以前、グアイ

ド政権および「米州保険機構（OPS）」との合意を違反

したことがあると主張した。 

 

２０年６月 マドゥロ政権とグアイド政権と「米州保険

機構（OPS）」は、ベネズエラの Covid-１９対策で協力

する趣旨の合意を交わした（「ベネズエラ・トゥデイ

No.453」）。 

 

この合意を受けて、スペインで凍結されていたベネズエ

ラ中央銀行の口座から２５０万ユーロが OPS に送金さ

れた（「ベネズエラ・トゥデイ No.455」）。 

 

その後、１０月１日に OPS はベネズエラに対して

Covid-１９対応のための医療資材を供給した。 

その資材は、Covid-１９患者の受け入れが多い２７の医

療施設に送る予定でマドゥロ政権も合意していたとい

う。 

 

しかし、OPS が「国家衛生研究所（INH）」に医療資材

を提供すると、マドゥロ政権は事前の相談なしに地方の

診療所などに勝手に医療資材を配給してしまったとい

う。 

 

グアイド政権は OPS と共同で医療資材の返却を求めた

が、この求めに対するマドゥロ政権側の回答は無かった

という。 

 

ピラサ氏は明言していないが、過去に違反があったため

英国に保管されているGOLDをCovid-１９ワクチン購

入に利用するのを拒んでいるということだろう。 

 

「CIJ ガイアナ領土問題の裁判予定を延期」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.551」で、マドゥロ政

権が「国際司法裁判所（CIJ）」に対して、ガイアナとベ

ネズエラがお互いに主張している領土「エセキボ地域」

に関する裁判を３カ月遅らせるよう要請していた。 

 

１月２３日 CIJ は、１月２５日に予定されていたビデ

オカンファレンスの予定日を２月２６日に延期すると

発表した。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領も予定日の変更を正式に

アナウンスしており、２月２６日の協議実施を受け入れ

るつもりなのかもしれない。 

 

 

（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

“エセキボ地域の領土問題の協議予定の延期を発表” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e41a16ef23c1089c424f50a54b39b0e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e41a16ef23c1089c424f50a54b39b0e.pdf
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「マラドーナ マドゥロ政権の取引に関与？」         

 

１月２４日 「Armando.info」は、昨年１１月に亡くな

ったアルゼンチン人のサッカー選手ディエゴ・マラドー

ナ氏がマドゥロ政権の取引に関与し、巨額のコミッショ

ンを得ていたと報じた。 

 

マラドーナ選手は、故チャベス元大統領と親交が深く、

マドゥロ大統領とも良好な関係にあった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.529」）。 

 

「Armando.info」によると、マラドーナ氏はイタリアの

「Casillo Commodities」という自身が関係する企業を通

じて、ベネズエラ食料省に対して食料を販売。巨額のコ

ミッションを得ていたという。 

 

２０１５年～１９年の間に「Casillo Commodities」は、

「ベネズエラ貿易公社（Corpovex）」と少なくとも２３

の契約を締結。白とうもろこし、砂糖など食料品をベネ

ズエラに供給することに合意した。この契約の総額は約

１５億ドルに上るという。 

 

「ストーリー大使 政治家には渡していない」         

 

ポンペオ元国務長官のツイッターの投稿（１０億ドル超

の支援金をベネズエラに投じた）という発言について、

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員が否定し、支援

金の使用用途について疑問が出ている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.550」）。 

 

本件について、ジェームス・ストーリー米国ベネズエラ

代表大使（コロンビアに駐在）は、 

「米国はベネズエラの国内外でサービスを提供してい

るグループと働いており、ベネズエラへの人道支援金は

ベネズエラの政党、政治家には渡していない。」 

と述べた。 

 

「我々は我々がベネズエラ支援のために使用した資金

を完全にコントロールしている。 

 

この支援金の大半は６００万人にのぼるとされるベネ

ズエラ移民のために使用された。しかし、ベネズエラ国

内でもマスクや昼食を支給するなど支援金が使用され

ている。」と説明した。 

 

また、ベネズエラで汚職を行っているマドゥロ政権に対

して 

「ベネズエラには数十億ドルを盗んだグループが存在

する。つい先日、スイスで数百万ドルの不正口座が発見

された。あなたがたは、汚職で蓄財した人々が高級車に

乗り、豪邸に住んでいるのを確認することが出来る。 

さて、誰が誰の資金を盗んでいるか考えてほしい。」 

とコメントした。 

 

 

（写真）グアイド政権大統領府 

“ストーリー大使 支援金の支出の透明性を主張” 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
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経 済                       

「パイプライン破壊でカルドン製油所停止        

     ～マドゥロ政権 テロ行為を非難～」            

 

 

１月２３日 マドゥロ大統領は、ペレス・ヒメネス軍事

政権崩壊を記念する政治イベントでテロリストにより

ガスのパイプラインが破壊されたと訴えた。 

 

マドゥロ大統領の主張するテロ行為があったかどうか

は定かではないが、同日、複数のメディアがアンソアテ

ギ州シモンボリバル市の Barbacoa～Capiricual の辺り

でガスパイプラインの爆発音が鳴ったと報じており、パ

イプラインが爆発したことは事実のようだ。 

 

また、アンソアテギ州知事はツイッターで、午前１１時

２０分に爆発があったと発表。怪我人や死者はいないと

説明。詳細は「PDVSA GAS」が報告するとした。 

 

なお、エネルギー専門メディア「Argus Media」は、今

回のパイプライン爆発によりカルドン製油所へのガス

供給に影響が出たと報じた。 

 

カルドン製油所ではガソリンを精製しており、今回の問

題でベネズエラのガソリン不足が更に深刻化する可能

性があるとしている。 

 

なお、余談だが同日の政治イベントには大勢の聴衆が集

まっており（１ページ目の表紙写真）、Covid-１９感染

防止が叫ばれる中でのイベントとは思えないとしてメ

ディアでの非難が集まっている。 

 

 

 

 

 

 

「PDVSA キューバに軽油４割超を輸出？」         

 

「ベネズエラ全国石油労働組合（Futpv）」のイバン・フ

レイタ氏は、PDVSA の現状について、ベネズエラで生

産された軽油の４２％は強制的にキューバに輸出され

ていると述べた。 

 

「国内の軽油生産量は日量４万バレルほどだが、ベネズ

エラはキューバに対して月間５０万バレルを供給する

ことが義務付けられている。これは国内の軽油生産量の

約４割に当たる。」 

と述べた。 

 

フレイタ氏は、国内の石油製品が枯渇している状況でも、

マドゥロ政権はキューバに軽油を送っていると訴えた。 

 

「追跡機能を切っていたイランタンカーを発見」         

 

インドネシア海軍は、衛星の追跡機能を切ってインドネ

シア海域を運航していたタンカー２隻を発見したと発

表した。インドネシア海軍がこの２隻のタンカーを拘束

したかどうかはまだはっきりしていない。 

 

１隻はイラン籍の「Horse」で、濃縮ガス２００万バレ

ルを積んでいたと報じられている。 

 

もう１隻はパナマ籍の「Frea」という船舶。 

貨物の中身については現時点では不明のようだ。 

 

「Horse」は、ベネズエラにガソリンなどを運んだこと

があるタンカーだ。行き先はベネズエラで、濃縮ガス２

００万バレルはベネズエラの原油を希釈するために使

用される可能性が高いだろう。 
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「BBC ベネズエラの経済好転報道で非難」         

 

英国系メディア「BBC」は、２０年１２月に再開したカ

ラカスの高級ホテル「フンボルトホテル」について報道

（フンボルトホテルについては「ベネズエラ・トゥデイ

No.523」参照）。 

 

BBC は、同ホテルに新興富裕層などを中心に多くの宿

泊客が泊っているとし、「フンボルトホテルの再開はベ

ネズエラ経済の回復の兆し」と報じた。 

 

この報道について、ツイッターで 

“国際メディアがチャビスタの汚名を晴らそうとしてい

る” 

“フンボルトホテルの再開がベネズエラ経済の回復の兆

し？”マドゥロの愚かさは BBC にまで感染したのか“ 

など批判が殺到している。 

 

（写真）BBC ニュース 

 

以上 
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