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（写真）ルイス・パラ議員 “ヤラクイ州実施の選挙キャンペーンイベント 大勢集まる？” 

 

 

２０２０年１１月２７日（金曜） 

 

政 治                     

「最高裁 CITGO 元役員６名に有罪判決 

～懲役８～１３年、罰金２００万ドル～」 

「人道団体 英国銀行の GOLD 使用求める」 

経 済                     

「Conindustria １８万人の雇用が危機」 

「SimpleTV 為替レート急騰で料金改定」 

「ベネズエラ初の国産飛行機 実はイラン産？」 

「Lacteo de Los Andes イラン企業へ売却」 

社 会                     

「与党幹部殺人 懲役３０年」 

20 年 11 月 28～29 日（土・日） 

 

政 治                    

「トリニダードトバゴ １６０人を送還」 

「野党キャンペーン集客 本物か、合成か」 

経 済                    

「TOPENCA ２番目の外貨建て証券を発行」 

「ベネズエラはリスク投資家にとって天国」 

「９０％の為替取引は SUDEBAN 外」 

「AVEX 欧州向け輸出促進イベントを実施」 

「マイケティア国際空港 利用プロトコール」 

社 会                    

「電力専門家 全国的な停電を警戒」 
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２０２０年１１月２７日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 CITGO 元役員６名に有罪判決         

   ～懲役８～１３年、罰金２００万ドル～」       

 

１１月２７日 最高裁は、１７年に拘束した CITGO 役

員６名に有罪判決を下した（拘束された CITGO 役員に

関する経緯は「ベネズエラ・トゥデイ No.529」参照）。 

 

１７年当時 CITGO 社長を務めていた José Pereira 

Ruimwyk 氏は懲役１３年７カ月の禁固刑に加えて罰金

２００万ドルを支払うよう命じられた。 

 

他の役員５名（Tomeu Vadell 氏、Jorge Toledo 氏、

Gustavo Cárdenas 氏、José Luis Zambrano 氏、Alirio 

Zambrano 氏）は懲役８年１０カ月の禁固刑を命じられ

た。 

 

CITGO 役員６名は全員ベネズエラ人ではあるが、José 

Pereira 社長を除く５名は米国籍も持っており、外交問

題となっている。 

 

この判決を受けて、米国のマイク・ポンペオ国務長官は

マドゥロ政権最高裁の判決を非難。 

 

「彼らは虚偽の疑いをかけられ、正当な理由なく３年間

ベネズエラで拘束されている。彼らの囚人としての時間

は酷いものだった。彼ら６名は即座に米国に帰らなけれ

ばならない。」 

との見解を表明している。 

 

なお、本件は政治的な観点から重要なニュースだと思わ

れるが、事件の重要性のわりに、この判決を報じるメデ

ィアは少なく不自然な印象がある。 

 

 

「人道団体 英国銀行の GOLD 使用求める」         

 

１１月２６日 ベネズエラ人経済専門家フランシスコ・

ロドリゲス氏が運営する基金「ベネズエラのための石油

基金」は、英国銀行に保管されている中央銀行の GOLD

をベネズエラ国民の医薬品のために使用するべきだと

主張した。 

 

「ベネズエラは、１，０００～１，５００万個の Covid-

１９ワクチンを必要とするだろう。このワクチンを購入

するためには７，０００万～３．５億ドル程度が必要に

なると推測される。 

 

マドゥロ政権はワクチンを普及させるための流通をコ

ントロールしているが、米国の制裁により支払いを行う

能力がない。 

 

他方、グアイド政権はベネズエラ国内でワクチンを普及

させる能力は無いが、外国機関と合意し、支払いを行う

能力がある。 

 

グアイド政権とマドゥロ政権はベネズエラ国民の生命

を守るために合意を結ばなければならない。」 

と主張した。 

 

現在、英国銀行に保管されている GOLD はマドゥロ政

権とグアイド政権が裁量権を争っており、結論は出てい

ない。GOLD の評価額は１５億ドルほどになると見ら

れており、仮に使用できれば一時的にベネズエラの状況

は改善するだろう。 

 

 

 

 

 

 

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

「Conindustria １８万人の雇用が危機」           

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のアダン・セ

リス代表は、現地メディア「Circuito Exitos」のインタ

ビューに答え、ベネズエラ産業界の状況について説明。 

 

現在、１，２００社が倒産の危機にあり、その結果１５

万人の雇用の受け皿を失う可能性があると指摘した。 

 

「我々は１５万～１８万人の雇用が危険な状態にある

と考えている。 

 

雇用を生み出すためには外国からの投資が必要で、政府

は投資を保護しなければならない。 

 

政府は決定を恐れているように感じることがある。 

しかし、人々は民間セクターの活動裁量を広げる必要性

を理解している。 

 

マドゥロ政権の経済緩和は民間セクターに一定の活動

裁量を与えたものの、ベネズエラは現在のような状況に

なってしまった。 

 

経済を開放し、民間セクターの所有権を尊重し、外国の

投資を呼び込まなければならない。信頼を得るため政

治・経済方針を明確に転換しなければならない」 

との見解を示した。 

 

「SimpleTV 為替レート急騰で料金改定」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.526」で、「DirecTV」を引

き継いだ「SimpleTV」が料金プランを発表したとの記

事を紹介した。 

 

 

 

しかし、為替レートが急激にボリバル安にシフトしてい

ることを受けて料金を改定した。 

 

改定前の料金プランと比較したところ、全てのプランで

ボリバル建ての価格は３８％上がっていた。 

なお、４種類あるうちの高額プラン２つはドル建ての価

格が設定されているが、ドル建ての価格は前回と変わっ

ていない。 

 

 

 

（写真）SimpleTV 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/68abca1215816c2790200c3c9cd29174.pdf
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ボリバル建てで３８％価格が上がったが、販売開始当時

よりも実質的には安くなっている。 

 

「SimpleTV」が料金プランを公表した１１月１８日当

時の並行レート（DolarToday）は１ドル BsS.７２．５

万だったが、１１月２９日には１ドル BsS.１２０．４万

となっている。 

 

つまり、為替レートの関係でボリバル通貨の価値が６

６％下落しているため、ドルベースで考えると安価にな

っていると言える。 

 

「ベネズエラ初の国産飛行機 実はイラン産？」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.527」で、ベネズエラ初の

国産飛行機が完成したとの記事を紹介した。 

 

本件について、ウェブメディア「Conflicts News」は、

同飛行機は実はイラン産であると報じた。 

 

マドゥロ政権が生産した国産機は「SIBO１００／２０

０」の２モデルがあるようだが、それらはイラン国内で

生産された飛行機「Fajir-３」と「Fajir-２０」だとした。 

 

下写真はベネズエラの国産機で右上の写真がイランの

飛行機。確かに形が似ている。 

 

 

 

 

 

（写真）Conflict News 

 

「Lacteos Los Andes イラン企業へ売却」                  

 

ウェブメディア「Punto de Corte」は、国営の乳製品メ

ーカー「Lacteos Los Andes」がイラン企業に売却された

と報じた。 

 

「Lacteos Los Andes」が民間企業に売却されたとの報

道はこれまでも流れていたが、どのような企業が購入し

たのかは明らかになっていなかった。 

 

「Punto de Corte」が同社従業員から入手した情報によ

ると、社内でも正式な発表はされていないが、イラン人

が頻繁に同社ララ州カブダレ工場を視察しており、既に

「Lacteos Los Andes」の役員全員が交代したという。 

 

社 会                        

「与党幹部殺人 懲役３０年」              

 

過去、ベネズエラ与党で将来を有望視されていたロベル

ト・セラ氏という若い政治家がいた。 

 

セラ氏は国会議員を務めていた２０１４年１０月にカ

ラカスの自宅で殺害された。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
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セラ議員の殺害について、マドゥロ政権は野党側の殺害

と主張していたが、Edwin José Torres Camacho 氏と 

Carlos Enrique García Martínez 氏が逮捕された。 

 

その後の調べによると政治的な理由ではなく、プライベ

ートな問題があったようだ。 

 

１１月２７日 カラカス裁判所は、セラ議員殺害の罪で

Edwin José Torres Camacho 氏と Carlos Enrique García 

Martínez 氏に対して懲役３０年の禁固刑を命じた。 

 

また、セラ議員殺害に強く関与したとの理由で Jaime 

Padilla 氏、Leiver Padilla Mendoza 氏についても懲役３

０年を命じた。 

 

他、殺人に関与した Erick Ricardo Romero Arteaga 氏、 

Raidel Jesús Espinoza Flores 氏 、 Wuadid Pacheco 

Pacheco 氏、Danny Enrique Salinas Quevedo 氏 Yumelis 

Elena Meregote Pereira 氏、Neira Palomino Anaya 氏に

ついても懲役９年６カ月の禁固刑が命じられた。 

 

 

（写真）Maduradas “殺害されたロベルト・セラ議員” 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１１月２８～２９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「トリニダードトバゴ １６０人を送還」        

 

１１月２９日 トリニダードトバゴ政府は、ベネズエラ

からの不法移民１６０名を送還したと発表した。今回の

送還はマドゥロ政権との共同で行ったものだと説明し

ている。 

 

旅行者のステータスでトリニダードトバゴに入国した

ベネズエラ人は入国後６０日以内に帰国しなければな

らない。今回送還された１６０名の中には入国後６０日

を経過した者も含まれているという。 

 

トリニダードトバゴ政府は、児童１６名を含むベネズエ

ラの不法入国者２９名を小型ボートに載せて強制送還

したとして、国際的な非難を浴びている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.528」「No.529」参照）。 

 

また、トリニードトバゴ政府は、「今後も違法な入国を

防ぐために我が国の法律を適用する」との姿勢を示した。 

 

この声明を受けてグアイド議長はトリニダードトバゴ

を非難。 

 

「移民増加の主要な責任者はニコラス・マドゥロである。

同国に害を与えているのはベネズエラ国民ではない。彼

らは現状の責任者ではなく、移住を強制されている被害

者である。しかし、トリニダードトバゴ政府は明らかに

マドゥロ政権を認めている。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f464ae6b3682038cd06570f607f5a1a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
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「野党キャンペーン集客 本物か、合成か」           

 

１２月６日に予定されている国会議員選に向けて与党

および選挙に参加する穏健野党は選挙キャンペーンを

行っている。 

 

この選挙キャンペーンについて、穏健野党側の候補者が

主催するイベント写真の集客が多すぎて、合成ではない

かと報じられている。 

 

例えば、最高裁の命令で組織された「第一正義党（PJ）」

のルイス・パラ議員（与党派国会の国会議長）がヤラク

イ州で行った選挙キャンペーンの写真は以下の通り。 

 

 

 

（写真）ルイス・パラ議員ツイッターより 

 

 

他、「発展進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン党首の

選挙イベントの写真は以下の通り。 

 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン党首ツイッター 

 

全体的に不自然な点が多く、合成の雰囲気がぬぐえない。 

 

特にファルコン AP 党首がアップで写っている上の写

真は、過去に行われた抗議行動の写真の上にファルコン

氏の顔をそのまま載せたような感じがする。 

 

加えて、ファルコン党首のツイッターには当日の映像も

公開されているが、会場全体が見えないようなアングル

ばかりで意図的に全体の映像を載せるのを避けている

印象がある。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月２７日～１１月２９日報道         No.５３０   ２０２０年１１月３０日（月曜） 

7 / 8 

 

経 済                       

「TOPENCA ２番目の外貨建て証券を発行」            

 

１１月２９日  「証券監督局（SUNAVAL）」は、

「Topenca C.A,」に対して、２０万ドルの外貨建て証券

の発行を許可したと発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.529」で、老舗ラム酒

メーカー「ロンサンタテレサ」が外貨建て証券を発行し

たとの記事を紹介した。 

 

２０年２月に民間企業も外貨建て証券を発行できるよ

う規則が変更され、「ロンサンタテレサ」が外貨建て証

券を発行した初めての民間企業だった。つまり、

「Topenca C.A,」の外貨建て証券発行は２番目となる。 

 

同社のウェブサイトを確認したところ「Topanca」は、

メリダ州の会社で、包丁、ヘラ、缶切りなど料理関連用

品を販売する会社のようだ（以下、同社商品一例）。 

 

 

 

現在のところ利回り、返済予定日など詳細情報は公開さ

れていない。 

客観的に見て「Topenca C.A,」の信用力は「ロンサンタ

テレサ」と比べて低い。「ロンサンタテレサ」が発行し

た証券の利回りは年利４％だったため、「Topenca C.A,」

はこれよりも高い利回りになると思われる。 

 

「ベネズエラはリスク投資家にとって天国」         

 

「 Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela

（ BDVE ）」 の マ ニ ュ エ ル ・ フ ァ ハ ル ド 社 長 は 、

「Consecomercio al Dia」のインタビュー番組に出演。 

 

「ベネズエラはリスクを取る投資家にとって天国のよ

うな市場だ」と主張。 

一方「外国の多くの投資家がベネズエラ市場に入ること

を希望しているが、制限が妨げている」 

との見解を示した。 

 

ファハルド氏はスペインで「Proteus」というヘッジフ

ァンドを設立。その後、米国に移住し「Roger Al Global 

Marco ETF」など新たなファンドを設立した。 

 

その後、ベネズエラで事業を開始。 

最初の事業は、１９年１月にマドゥロ政権が認めた両替

システム「Interbanex」だった（「ウィークリーレポート

No.82」参照）。 

 

しかし、１９年５月に現在運用されている「両替テーブ

ル」と言う仕組みが出来たことで「Interbanex」は活動

を停止した（「ベネズエラ・トゥデイ No.288」参照）。 

 

ファハルド社長は、「BDVE」を通じて、外国からベネズ

エラ向けの金融投資を円滑かつ安全に出来るような仕

組みづくりをしたいと意欲を示している。 

 

「９０％の為替取引は SUDEBAN 外」         

 

両替会社「Zoom Casa de Cambio」のセサル・アテンシ

オ社長は、「Union Radio」のインタビュー番組に出演。

現在のベネズエラの為替事情について説明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5762ca9247e98566457cc0cff3d412e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5762ca9247e98566457cc0cff3d412e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月２７日～１１月２９日報道         No.５３０   ２０２０年１１月３０日（月曜） 

8 / 8 

 

アテンシオ社長によると、現在ベネズエラには毎月７，

０００～８，０００万ドル程度の外貨が「銀行監督局

（SUDEBAN）」の管理を抜けて流れているとした。 

 

他方、SUDEBAN の管理を経由した正式な外貨流入は

月７００～８００万ドルで外貨流入全体の１０％に過

ぎないと説明した。 

 

なお、「Zoom Casa de Cambio」について言えば、米国

の制裁により米国とカナダなどからの両替取引は全く

なく、大部分はスペイン、ポルトガル、チリ、コロンビ

ア、アルゼンチン、メキシコからだという。 

 

「AVEX 欧州向け輸出促進イベントを実施」         

 

「ベネズエラ輸出団体（AVEX）」は、１２月１日に外国

への輸出を志す企業を集めてイベントを開催すると発

表した。 

 

ただし、Covid-１９感染防止のためイベントはインター

ネットを介して行われるという。 

 

同イベントは「欧州経済圏相互商工会（FEDEUROPA）」

と共催のイベントで主に欧州向けの輸出を志す企業向

けのイベントのようだ。 

 

同イベントにはカカオ販売者「Aprocao」、エビ販売者

「 Asoproco 」、 チ ョ コ レ ー ト メ ー カ ー 「 Chocolate 

Franceschi」、ベネズエラ酒類商工会が出席し、彼らの輸

出経験などを披露するという。 

 

「マイケティア国際空港 利用プロトコール」         

 

先々週頃から国内外線の再開が進んでいる。 

１２月はクリスマスシーズンと言うこともあり、更に路

線再開が進むことが予想される。 

 

１１月２９日 ラモン・ベラスケス交通省空運担当次官

は、マイケティア国際空港を利用する際のプロトコール

を発表した。 

 

国内線の利用に関して、航空職員は Covid-１９非感染

証明書の提示を求めないという。 

 

また、マスクを着用し、施設内での人との距離は１．５

メートルの間隔をあけるよう要請。 

 

頻繁に石鹸で手を洗うか、アルコール度数７０％の消毒

を使用するよう求めた。 

 

他、空港職員・航空会社スタッフの指示に従うよう求め

た。 

 

社 会                       

「電力専門家 全国的な停電を警戒」            

 

電力部門の専門家ホセ・アギラル氏は、ベネズエラ・ボ

リバル州にあるグリ水力発電施設のオペレーションが

極めて危険な状況にあると警鐘を鳴らした。 

 

グリ水力発電所はベネズエラにとって極めて重要な施

設で同施設が発電する電力が停止すればカラカスはも

ちろんその他都市の電力も停止することになる。 

 

過去、水力発電を稼働させるためのダムの水位が低下し、

発電が停止する危機は何度かあったが、今回は長期化す

る雨期によりダムの水位が高すぎる問題が生じている。 

 

アギラル氏によると、現在グリ発電所のダムは水を貯め

ることができる限界点に達しようとしているという。 

仮にダムの崩壊が起きた場合、ダム周辺にある発電に必

要な施設が壊れ、不測の事態が起きるとした。 

以上 


