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（写真）Maduradas “グアイド議長のベネズエラ帰国に同行していた叔父 DGCIM に拘束される” 

 

 

２０２０年２月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長帰国後、初の国会 

～共和国管理人にソテルド氏を任命～」 

「OAS 事務局長投票 ３月２０日に開催」 

経 済                     

「BANCARIBE の外貨口座 同行口座に送金可能」 

「シェブロン アップグレーダー稼働率６８％」 

「CITGO 倫理委員を任命」 

「外貨建て消費は税率１６％＋５～２５％」 

社 会                     

「難民弁務官 ベネズエラ人移民は４８０万人超」 

２０２０年２月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長の叔父 拘束される 

～ベネズエラに爆発物を持ち込んだ？～」 

「記者団 マイケティア空港での暴行を訴え」 

経 済                    

「野党国会 １月のインフレ率６５．４％増」 

「Good Year の工場で火災発生」 

「経済専門家 制裁による経済悪化を非難」 

社 会                     

「太っちょマティアス 女性３名監禁で逮捕 

～１人は３０年以上、部屋に監禁される～」 
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２０２０年２月１２日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長帰国後、初の国会                

   ～共和国管理人にソテルド氏を任命～」       

 

当初、野党国会は２月１１日に定例国会を実施する予定

だったが、グアイド議長のベネズエラ帰国を受けて当日

の議会を延期させていた。 

 

２月１２日 グアイド議長がベネズエラに戻ってから

初めての国会が実施された。 

 

これまで通り、野党派国会は国会議事堂に入場すること

はできないため、チャカオ市のボリバル広場で議会を実

施した。 

 

 

（写真）Edwin Luzardo 記者 

 

２月１２日の国会の議題は 

（１）外国にいるベネズエラ人の差別に関する協議 

（２）若者社会の現状についての討議（２月１２日は青

年の日） 

（３）高齢者の人権保護に関する米州協定の議論 

など、特別目立ったテーマはなかった。 

 

 

 

（写真）野党派国会 

“２月１２日に国会で議論する内容の紹介” 

 

２月１２日に議論されたのは上記３テーマ以外にもあ

り、むしろ議題に挙がっていなかったテーマの方が重要

だっただろう。 

 

同日、国会はベネズエラ共和国特別管理人（Contralor 

Especial de la Nacion Venezolana）として、ファン・パ

ブロ・ソテルド弁護士を任命した。 

 

ソテルド弁護士は、行政管理関連の専門家であり、ベネ

ズエラの行政管理組織法の作成にも関わった人物のよ

うだ。 
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「OAS 事務局長投票 ３月２０日に開催」         

 

２０２０年５月に米州機構（OAS）アルマグロ事務局長

の任期が満了することについては、「ウィークリーレポ

ート No.127」で紹介した通り。 

 

当時、２０年３月に投票が実施されることについては触

れていたが、日付は確認できていなかった。 

この投票日ついて３月２０日（金曜）に実施されること

が分かった。 

 

OAS 事務局長に立候補しているのは、アルマグロ事務

局長、ウーゴ・デ・セラ在米ペルー大使、国連総会元議

長マリア・フェルナンダ・エスピノサ氏（エクアドル人）

の３名。 

 

２月１２日 ３名は OAS に対して正式に立候補申請書

を提出した。 

 

なお、OAS の選挙は各加盟国が支持候補に１票を投じ

る仕組み。１８カ国以上の支持をもって、次期事務局長

が選出されることになる。 

 

経 済                        

「BANCARIBE の外貨口座 同行口座に送金可能」           

 

「BANCARIBE」は、「私の外貨口座（Mi Cuenta en 

Divisa）」というサービス開始を発表した。 

 

内容は、同行で開設したドルあるいはユーロ建ての普通

口座（利息無し）から、店頭での申請あるいはネットバ

ンキング「私の BANCARIBE 支払い（ Mi Pago 

Bancaribe）」で同行の別の外貨口座へ送金が可能になる

というサービス。 

 

 

 

BANCARIBE のアレイス・ペレス副頭取は、同サービス

について 

「我々の顧客は、外貨をより簡易で迅速かつ安全に送金

することを望んでいる。需要は高まっており、同サービ

スの開始を決定した。 

 

このサービス開始により、BANCARIBE 間で外貨建て

の送金サービスが可能になる。また、窓口で現金を引き

出すことも可能になる。」 

と説明した。 

 

新サービス「私の外貨口座」は、ベネズエラ国内に居住

する成人の個人あるいは法人が開設できる。開設にあた

っての最低預金金額などは設定されていない。 

 

「シェブロン アップグレーダー稼働率６８％」                  

 

「Bloomberg」は、シェブロンと PDVSA の合弁会社

「PETROPIAR」のアップグレーダーの稼働率が上がっ

ていると報じた。 

 

「PETROPIAR」は、シェブロンが３０％、PDVSA が

７０％の株式を所有するアンソアテギ州のホセ・アント

ニオ地区にある合弁会社。 

 

同社のアップグレーダーの稼働能力は日量１９万バレ

ルだが、現在は日量１３万バレル（稼働率６８％）で稼

働しているという。 

 

国際スタンダードで言えば、稼働率は８５～９０％が普

通とされており、６８％は決して高い水準ではないが、

しばらくは稼働が停止しており、当時からすると状況は

好転していると報じられている。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
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「CITGO 倫理委員を任命」               

 

グアイド政権のコントロール下にある PDVSA の米国

子会社 CITGO は、Jack Lynch 氏を「倫理・規則順守担

当官」に任命すると発表した。 

 

Lynch 氏が同社で担っていた法務・統治担当副社長の役

職も継続するという。 

 

Lynch 氏は、CITGO が行っている全てのプログラムが

規則に準じてマネジメントされているかを確認する役

割を担っているという。 

 

CITGO のボードメンバーは、過去の CITGO 役員下で

行われていた規則違反を全て洗い出し、正しい運営を徹

底するためにコンプライアンス管理を一層強化すると

説明している。 

 

「外貨建て消費は税率１６％＋５～２５％」                  

 

マドゥロ政権は、外貨建ての消費に５～２５％を課税す

るよう税法を改定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.400」

参照）。 

 

現時点では、どのように施行されるのかははっきり確認

できていないが、どうやら５～２５％（ぜいたく品には

高い税率が設定される仕組み）の税金は、現在の消費税

１６％に追加される税金のようだ。 

 

現在の消費税が１６％なので、外貨建ての取引の場合１

６％から更に５～２５％加算され、２１～４１％の税金

が課せられることになる。 

 

商品によっては、異常に高額の税金が課せられることに

なるため、わずかに回復が見られる経済が破壊されるこ

とが懸念される。 

 

社 会                        

「難民弁務官 ベネズエラ人移民は４８０万人超」           

 

国連の難民高等弁務官事務所（Acnur）は、最新のベネ

ズエラ移民数を発表した。 

 

Acnur によると、２０年２月５日時点のベネズエラ移民

数は４８１万４４３名だという。 

 

この４８０万人超のうち、合法的に移民・留学ができて

いるのは２３５万４，３５９名で、移民全体の半分に満

たないと補足した。 

 

移住許可を出した国の内訳は、人数が大きい国から順に 

コロンビアが６４．２万人、 

ペルーが５９．４万人、 

チリが４７．３万人 

アルゼンチンが１８．８万人 

ブラジルが１２．４万人 

エクアドルが１０．７万人 

パナマが７．２万人 

メキシコが４．６万人 

だという。 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.404」でも紹介したが、

移民したベネズエラ人の一部は再びベネズエラに戻っ

ている場合もあるようだ。 

 

「Datanalisis」と「Delphos」の共同調査では、過去５

年間で１００万人はベネズエラに帰国したとしており、

外国に住んでいるベネズエラ人は上記の４８０万人よ

り少ないのかもしれない。 

 

（Acnur が発表した４８０万人という数字は、各国政府

が把握している数字であり、不法滞在を含めると更に多

いため、正確な状況は分からない） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29b039e526f9eb7e3f8e34ac1d5351f3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f172c39a4ee645e1e03178e2cc988366.pdf
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２０２０年２月１３日（木曜）              

政 治                       

「グアイド議長の叔父 拘束される           

   ～ベネズエラに爆発物を持ち込んだ？～」        

 

２月１１日 グアイド議長がベネズエラに帰国した際、

グアイド議長と共にグアイド議長の叔父（ファン・ホセ・

マルケス氏）もベネズエラに帰国していた。 

 

帰国にあたり、グアイド議長は拘束されることなくベネ

ズエラに入国することが出来たが、彼の叔父は入国時に

軍部の警察組織（DGCIM）に拘束されていた。 

 

叔父の逮捕について、米国・欧州など各国からマドゥロ

政権によるグアイド議長への圧力だと非難の声が上が

っている。 

 

グアイド議長の叔父の拘束について、ディオスダード・

カベジョ制憲議長は自身のテレビ番組で 

「誰かの叔父がいなくなったことが話題になっている。

彼はいなくなったのではない。逮捕された。その男は機

内に危険な化学物質（下の写真）を持ち込んだことが理

由で逮捕されたとの情報が入っている。その化学物資は

恐らく C４爆弾と思われる。」 

と述べた。 

 

 

（写真）Con el Mazo Dando 

 

カベジョ制憲議長は、この化学物資の他に、リモートコ

ントロールも所持していたと訴えている。 

 

これに対して、グアイド議長は「馬鹿げた話だ」と事実

を否定。叔父が政治的な理由で拘束されたと主張してい

る。 

 

また、グアイド議長を搭乗させたポルトガルの航空会社

「TAP」はカベジョ制憲議長の発言を否定。 

 

「TAP」の安全コントロールではそのような物資の持ち

込みは確認できなかったと発表している。 

 

「記者団 マイケティア空港での暴行を訴え」           

 

２月１１日 グアイド議長がベネズエラに帰国した際

に、空港に駆け付けていた与党支持者と記者との間で暴

動が起き、記者２名が負傷したとの記事を紹介した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.405」参照）。 

 

２月１３日 マイケティア空港にいた記者らは記者会

見を実施。当日の状況について、軍部や警察の庇護のも

と与党支持者が記者らに暴行を働いたと訴えた（下の写

真が負傷した記者）。 

また、暴力行為を働いた人物の中には、バルガス州のガ

ルシア・カルネイロ知事の古くからの知人も含まれてい

たと政府の関与を主張した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a57e2f3d36118350239235738d4ddc4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a57e2f3d36118350239235738d4ddc4.pdf
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この訴えに対して、カベジョ制憲議長は 

「彼らは記者ではない。米国の回し者だ。 

我々の支持者を挑発し、与党支持者が暴力をふるうよう

けしかけて、写真をおさめた。写真をばら撒くことで国

民を扇動し、煽っているだけだ。」 

とコメントしている。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

経 済                       

「野党国会 １月のインフレ率６５．４％増」            

 

野党国会は２０年１月のインフレ率が先月比６５．４％

増だったと発表した。 

 

最近は比較的インフレが落ち着く傾向にあり、１９年１

２月のインフレ率は同３３．１％だったので、１月に入

り物価上昇スピードが加速したことになる。 

 

１２月末から１月中旬にかけて並行レートが急激に上

昇しており、その影響で物価も上昇したと思われる。 

 

また、１９年１月～２０年１月までの１２カ月分の累計

インフレ率は４，１４０％となる。 

 

 

 

 

（写真）野党派国会 

“２０年１月のインフレ率、１２カ月の累計インフレ率” 

 

「Good Year の工場で火災発生」                     

 

２月１３日 カラボボ州にあるタイヤメーカー「Good 

Year」の工場で火災が発生した。 

 

「Good Year」のルイス・アポンテ氏は「火災は昔のオ

ーナーが置いていったゴムから起きた。今回の火災によ

り生産ラインは被害を受けていない。」と説明している。 

 

（写真）@Leomara Cardenas 記者 
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１月に入り、マドゥロ大統領が「Good Year」の工場を

再稼働させるよう指示していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.397」参照）。 

 

マドゥロ大統領の指示を受けて、専門性の高くない労働

者が無理に工場を稼働させようとした結果、火災が起き

た可能性もありそうだ。 

 

「経済専門家 制裁による経済悪化を非難」         

 

経済学者ビクトル・アルバレス氏は、米国の経済制裁が

民間セクターに影響を与えていると主張。この事実を政

治家が隠していると説明した。 

 

アルバレス氏は 

「グアイド氏は、制裁を強化するよう求めている。しか

し、民間セクターには政府から仕事を受注している企業

も多い。制裁強化は同時に民間セクターにも悪影響を与

えている。 

 

しかし、政治的な利害を理由に経済への真の影響を調べ

ないようにしている。 

 

また、民間セクターもマドゥロ政権の主張をサポートす

ることで、モラルを疑われたくないが故に制裁が経済に

悪影響を与えていることを主張できない。 

 

もちろん、マドゥロ政権は、民間セクターに攻撃的で民

間企業自身がマドゥロ政権に退陣してほしいと考えて

いることも理由だ。」 

と訴えた。 

 

また、「政府も民間セクターも制裁で悪影響を受けてい

る意味では認識が一致している。経済再建のために両者

が歩み寄っても良いのではないか。」 

と提案した。 

 

社 会                       

「太っちょマティアス 女性３名監禁で逮捕       

  ～１人は３０年以上、部屋に監禁される～」            

 

一般犯罪なので、これまで「ベネズエラ・トゥデイ」で

は、触れてこなかったがベネズエラでは２週間ほど前か

らショッキングなニュースが話題になっている。 

 

ニュースとなっているのは、マティアス・サラサール（５

６歳、下写真の人物）という人物。ニュースでは、「太

っちょマティアス（Gordo Matias）」という名前で報じ

られている。 

 

アラグア州マラカイ在住の男で、３名の女性を誘拐し、

アパートの一室（同じアパートの別の部屋）に監禁して

いた罪で逮捕された。 

 

３名の女性のうち、１名は３１年もアパートに監禁され

ていたという。３１年間監禁された女性は２度脱走を試

みたが、失敗していたという。その彼女が３度目の脱走

を試み、１月２４日に脱走に成功。マラカイの女性保護

施設に助けを求めて事件が発覚した。 

 

マティアス容疑者の弁護士は政治的な理由により無実

の罪を着せられていると説明。大衆意志党（VP）による

工作行為だと説明している。 

 

（写真）Cronica uno 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf

