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（写真）国会 “２月４日 グアイド議長 トランプ大統領の一般教書演説で大統領と紹介される” 

 

 

２０２０年２月３日（月曜） 

 

政 治                     

「米国司法省 

～マドゥロ政権の弁護士は国を代表できない～」 

「今週には与党派国会の無効状態解除？」 

経 済                     

「現地通貨建てのぜいたく品にも追加課税」 

「中銀 １９年インフレ率は前年比９５８５％増」 

「金融機関 外貨現金の預かり業務を開始 

～預かり手数料は毎月１％～２％～」 

「トリニダード・トバゴ 

ベネズエラとの共同ガス田開発計画を破棄」 

２０２０年２月４日（火曜） 

 

政 治                    

「トランプ大統領 議会演説でベネズエラに言及 

～出席したグアイド議長を讃えるが・・～」 

「コパ航空 OAS ミッション団の搭乗拒否」 

「野党国会 アルマグロ事務局長の再任支持」 

経 済                    

「野党国会 訴訟担当委員会のメンバーを決定」 

「アンケート調査 ６８．４％は外貨を使用」 

社 会                     

「CLAP ２月から料金を改定」 

「ボリビア 日本人観光客がコロナウイルス？」 
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２０２０年２月３日（月曜）             

政 治                       

「米国司法省                     

 ～マドゥロ政権の弁護士は国を代表できない～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.399」で、米国のロビイン

グ会社「Foley ＆ Lardner LLP」が、米国の経済制裁を

緩和するためにマドゥロ政権と契約を締結したとの記

事を紹介した。 

 

本件について米国司法省は、米国の司法ではグアイド議

長がベネズエラの正当な大統領であり、ベネズエラを代

表することが出来るのはグアイド政権に任命された人

物だけであるとの見解を示した。 

 

この決定を受けて、野党国会に会計監査総長に任命され

たエルナンデス氏は、会計監査総長のツイッターから声

明を発表。 

 

「米国司法省は、２０年１月３１日に米国の司法ではフ

ァン・グアイド氏がベネズエラを代表する唯一の大統領

であるとの見解を示した。 

 

従って、違法なマドゥロ政権に委任された弁護士が、ベ

ネズエラの権利・利害を米国の司法権内で守ることはで

きない。」 

と投稿した。 

 

ただし、本件については政治的な圧力があったためか

「Foley ＆ Lardner LLP」はマドゥロ政権との契約を撤

回したと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.401」参照）。 

 

 

 

 

「今週には与党派国会の無効状態解除？」         

 

マドゥロ政権との対話を継続している穏健野党グルー

プの１つ「社会主義行動党（MAS）」のセグンド・メン

ドーサ代表は、今週には最高裁判所が与党派国会の無効

状態を解除する可能性があると言及した。 

 

また、与党派国会が優先的に議論する内容は選挙管理委

員会（CNE）の役員任命だという。 

 

「我々の対話は着実に進展している。CNE 役員の候補

については不確定な状況のため現時点では詳しいこと

は言えない。 

 

我々は最高裁に対して、服従しているわけではない。し

かし、最高裁の決定を仰ぐのが正式な手続きだ。 

重要なことは最高裁も含めて与野党双方が同意の上で

物事を進めることだ。自分のわがままだけで物事を決定

することは国を混乱させるだけだ。 

 

現在、野党国会を率いているグループは選挙に関心がな

い。彼らの政治スタイルは国を混乱に陥れてもマドゥロ

政権を倒そうとするものだ。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「現地通貨建てのぜいたく品取引も追加課税？」           

 

２０年１月２９日付の特別官報６，５０７号で税制改定

が公表された（「ベネズエラ・トゥデイ No.400」参照）。 

 

主な改定は外貨・デジタル通貨建ての取引に税金を課す

ための改定だが、現地通貨建ての取引でも「ぜいたく品」

に分類される商品には追加の税金が課せられると報じ

られている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/487dda05dc4f472be265a3cd1e60d0a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/487dda05dc4f472be265a3cd1e60d0a9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
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現地メディア「Banca y negocios」によると、ぜいたく

品に該当する商品には１５％～２０％の税金が課せら

れるという。 

 

現在のベネズエラの付加価値税の税率が１６％なので、

仮に１５％～２０％が上乗せされた場合、付加価値税だ

けで３１～３６％ということになる。 

 

同メディアによると、以下の商品が「ぜいたく品」に該

当する。 

 

１．４万ドルを超える自動車 

 

２．２万ドルを越えるバイク 

 

３．プライベート機、およびその部品 

 

４．娯楽目的で使用される船舶 

 

５．カジノ関連の製品 

 

６．３００ドルを越える宝石 

 

７．武器・その付属品 

 

８．１００ドルを越えるオリジナルで使用されていない

自動車部品・付属品 

 

９．４万ドルを超える美術品・骨董品 

 

１０．１万ドルを超える革製の衣類 

 

１１．娯楽・スポーツ用の動物 

 

１２．キャビア・その類似品 

 

 

 

１３．会員制レストランのメンバー費、夜間超過料金 

 

１４．娯楽目的の船舶・プライベート機のレンタル料 

 

税制自体は項目が多く、筆者自身はオリジナルの官報か

ら該当部分を見つけられなかった。 

 

「中銀 １９年インフレ率は前年比９５８５％増」         

 

ベネズエラ中央銀行は、１９年１月～１２月のインフレ

率を公表した。 

 

中銀によると、１９年のインフレ率は前年比９，５８５．

５％増。 

 

野党国会が公表していた１９年のインフレ率は前年比

７，３７４％だったので、野党国会の公表値よりも２，

０００％以上インフレが激しかったと認識しているこ

とになる（「ベネズエラ・トゥデイ No.393」参照）。 

 

一方、１８年のインフレ率については前年比１３万％増

としていたため、１８年よりは多少落ち着いたことにな

る。 

 

分野別で特にインフレ率が高かったのは「通信」で前年

比２２，０４５．５％増。次いで、「教育」が１８，８６

１％増。「医療・保険」が１７，８７２．４％増と続く。 

 

なお、「食料品」については、前年比７，９８１．４％増

と平均値よりも低い水準だったとしている。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37a6b8a34a995f362459b7414dbbf145.pdf
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「金融機関 外貨現金の預かり業務を開始            

      ～預かり手数料は毎月１～２％～」         

 

ロイター通信は、数カ月前からベネズエラの金融機関が

ドル・ユーロ現金を保管するサービスを始めていると報

じた。 

 

ロイター通信によると、昨年はベネズエラに１８億ドル

相当の外貨が流入してきたという。 

 

既にベネズエラでは外貨建ての取引が普及しており、最

近の世論調査では６８％超の国民がドル建て取引をし

ていると報じられている（本稿「アンケート調査 ６８．

４％は外貨を使用」参照）。 

 

このような状況下で、金融機関は多くのドル現金を持つ

富裕層を対象に現金ドルの保管サービスを開始したと

いう。 

 

同サービスの手数料は、保管する現金の毎月１～２％。 

 

通常、銀行は預かっている貯金を融資に使用して利益を

得るが、外貨の預かりサービスで保管する外貨は融資に

回さない。 

そのため、銀行としては保管サービス業務だけで利益を

得る形になり、手数料が高く設定されてしまうようだ。 

 

なお、同じ銀行内であれば、保管している外貨を別の人

の保管分に移動させることも可能（他行への送金は不

可）。 

 

現金紙幣を持つ必要がないので、決済が楽になる部分は

あるだろう。 

 

 

 

 

「トリニダード・トバゴ                  

  ベネズエラとの共同ガス田開発計画を破棄」         

 

トリニダード・トバゴとベネズエラは、両国の海域

「Loran-Monatee 地区」でガス田の共同開発プロジェク

トを進めている。 

 

しかし、２月３日にトリニダード・トバゴの Keith 

Rowley 首相は、米国の経済制裁により二国間の開発が

不可能になったとして、両国のガス田開発プロジェクト

を破棄すると宣言した。 

 

「「Loran-Monatee 地区」でのガス田開発プロジェクト

は、米国企業の協力が必要不可欠だった。米国企業

「Chevron」は「Loran 地区」のプロジェクトに６０％

の資本参加をしている（残りの４０％は PDVSA が資本

参加）。 

 

しかし、米国の制裁により米国の企業が PDVSA と取引

することが不可能になっている。 

 

この理由により、トリニダード・トバゴ政府とベネズエ

ラは「Loran-Monatee 地区」のガス田を夫々が独自に開

発することで合意した。」 

と発表した。 
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２０２０年２月４日（火曜）               

政 治                        

「トランプ大統領 議会演説でベネズエラに言及      

  ～出席したグアイド議長を讃えるが・・～」        

 

１月２５日にグアイド議長が米国に到着してから１週

間が経過した。 

 

この間、トランプ大統領とグアイド議長との面談が予想

されていたが、両者は面談することなく時間が過ぎてい

た。 

 

しかし、２月４日にトランプ大統領と面談できるかに見

えた。 

 

２月４日 トランプ大統領は、アメリカ連邦議会に出席。

この１年の施政方針を示す一般教書演説を行った。 

 

その場には、グアイド議長が招待者として出席。タイミ

ングを見て両氏が会談すると思われた。しかし、結果的

に面談は行われなかった。 

 

ただし、トランプ大統領は演説中にベネズエラ問題につ

いて言及。 

 

「ベネズエラは社会主義的独裁者であるマドゥロ氏に

より民主主義の危機にある。 

 

しかし、今日はとても勇敢な男で、全てのベネズエラ人

の希望と夢、願望を運んでいる男がこの場に来ている。 

グアイド氏こそがベネズエラの真の正当な大統領だ。」 

と称賛。 

 

グアイド議長に立ち上がるよう促すと、グアイド議長は

立ち上がり、参加者らから拍手を受けた。 

 

 

今回の一件により、トランプ大統領との面談の試みは終

了したと思われる。 

 

これを成功と認識するか、失敗と認識するかは人それぞ

れだとうが、個人的には野党の一番の支持国であるはず

の米国の大統領がグアイド議長と面談しなかったこと

はネガティブなニュースと考えている。 

 

「コパ航空 OAS ミッション団の搭乗拒否」           

 

かねてより米州機構（OAS）の人権委員会は、２月４日

～７日にかけてベネズエラに訪問すると発表していた。 

 

他方、マドゥロ政権からすると、ベネズエラは２０１９

年４月に OAS を正式に脱退しており、同組織の訪問を

承認していないと発表。同ミッション団を受け入れない

と宣言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.401」参照）。 

 

結果的に、２月４日に OAS のミッション団がベネズエ

ラの地に足を踏み入れることは無かった。 

 

経由地のパナマでコパ空港が OAS ミッション団の搭乗

を拒否したためだ（以下、写真）。理由は、マドゥロ政

権側がベネズエラへ渡航する際に求めているビザの提

示を拒否したためだという。 

 

（写真）OAS 人権委員会ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/487dda05dc4f472be265a3cd1e60d0a9.pdf
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「ビザの提示を拒否した」というより正確には「マドゥ

ロ政権側がビザを発行していない」というのが正しいだ

ろう。 

 

今回のミッション団の渡航失敗を受けて、OAS のアル

マグロ議長、グアイド議長、ファン・パブロ・グアニパ

国会第１副議長らが 

「マドゥロ政権はベネズエラの人権侵害の実態を国際

社会に見せることを恐れている」 

としてマドゥロ政権の方針を非難している。 

 

「野党国会 アルマグロ事務局長の再任支持」         

 

２月４日  野党派国会はカラカスの劇場「Teatro 

Municipal Vidal Gonzalez」で国会を実施。 

 

ベネズエラ国会として、アルマグロ事務局長が次の米州

機構（OAS）事務局長に再選するのを支持する方針を承

認した。 

 

仮にアルマグロ事務局長が再任された場合、２０２５年

まで同氏が事務局長を務めることになる。 

 

アルマグロ事務局長の任期は２０２０年５月で切れる

が、アルマグロ事務局長は自身の再任を希望している。 

 

一方、２名の立候補者もいる。 

他の候補者は共にベネズエラ問題についてはアルマグ

ロ事務局長ほど熱心でないことは明らか。 

 

むしろアルマグロ事務局長のベネズエラ問題に偏った

組織方針に異を唱えるために出馬している面もあり、野

党側としてはアルマグロ事務局長の再任が望ましいだ

ろう。 

 

 

 

経 済                        

「野党国会 訴訟担当委員会のメンバーを決定」            

 

野党派国会は、外国にあるベネズエラ政府資産を保護す

るための訴訟を行うための基金「国際訴訟基金」を承認

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.399」参照）。 

 

２月４日 野党派国会は同基金を運営するメンバーを

承認した。 

 

承認されたメンバーは、 

ヨン・ゴイコチェア議員、 

グスタボ・マルカーノ議員、 

グスタボ・ソト・ブラチョ議員、 

カルロス・サルミエントス議員、 

ルボミール・ハート議員 

の５名。 

 

同メンバーは基金の適切な執行を管理する役割を担っ

ているという。 

 

「アンケート調査 ６８．４％は外貨を使用」         

 

世論調査会社「Hercon Consultores」は全国１，０００

人を対象に外貨の使用状況について世論調査を実施し

た。 

 

その結果、回答者の６８．４％はボリバル通貨以外の通

貨を使用していると答えたという。 

 

使用通貨について、 

５６．９％は「ドルを主に使用する」と回答。 

８．１％は「ユーロを主に使用する」と回答。 

３．４％は「それ以外の通貨を使用する」と回答した。 
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また、「経済のドル化について支持するか？」との質問

に対して、６７．７％は「支持する」と回答したという。 

 

逆に「支持しない」と回答したのは２２．１％。 

「分からない」と回答したのは１０．１％だった。 

 

なお、「Hercon Consultores」は、急進野党系に偏った調

査をすることでも有名で、調査対象者も中高所得者層が

多い傾向にあるかもしれない。 

 

社 会                       

「CLAP ２月から料金を改定」            

 

マドゥロ政権は、自身の支持者を維持・拡大するために

安価に食料品を販売する CLAP というシステムを使用

している。 

 

段ボール箱やビニール袋に、パスタ、コメ、豆類、食用

油など１週間程度の基礎食料品が入っているセットだ。 

 

このセットは１箱、BsS.６，０００で販売されていたが、

２月１日から BsS.１０，０００に値上げするという。 

 

現在の為替レートが１ドル BsS.７５，０００なので、

BsS.１０，０００は２０円以下ということになる。 

 

 

（写真）大統領府 

 

ただし、現在の実質最低賃金が BsS.４５万（最低賃金が

BsS.２５万、法定福利の食料チケットが BsS.２０万）な

ので、最低賃金生活者の水準からすると異常に安価とも

言えないだろう。 

 

「ボリビア 日本人観光客がコロナウイルス？」         

 

日本でも新型コロナウイルスのニュースは連日のよう

にメディアを騒がせている。 

 

ベネズエラではコロナウイルスの感染者は確認されて

いないが、コロナウイルスに関するニュースは現地でも

多く報じられており、国民の懸念となっている。 

 

１週間ほど前には、マイケティア国際空港でも入国時に

コロナウイルスの感染を確認する検問のような場所が

設置されたという。 

 

ベネズエラ人にとって、アジア人という意味では中国人

も日本人も同じなのでベネズエラを訪問する際は、入念

に確認されそうだ。 

 

なお、ボリビアではウユニ塩湖へ旅行した日本人観光客

３名が、微熱があるということで、病院に緊急搬送され

たという。 

 

検査の結果は「陰性」。３名は米国、ペルー経由でボリ

ビアに入国し、中国には立ち入っていなかったという。 

 

ベネズエラでも微熱がある状態で、入国審査をしようと

するとコロナウイルスの可能性があると言われ、病院に

搬送されるかもしれない。 

 

以上 


