VENEZUELA TODAY
２０２１年１月１８日～１月１９日報道

No.５５０

２０２１年１月２０日（水曜）

（写真）Maduradas “１月１９日 米国 アジュップ AD 幹事長の親族アンゴスティーノ氏らに制裁”

２０２１年１月１８日（月曜）

政

２０２１年１月１９日（火曜）

治

「与党国会

政
野党議員に資産申告書の提出求める」

「トランプ政権最後のベネズエラ制裁

「ロペス VP 党首 新住居 家賃１万ユーロを否定」
「ゲラ議員
経

米国の支援金１０億ドル受取を否定」

済

～アジュップ AD 幹事長親族らに制裁～」
「トランプ政権 不法移民の送還１８カ月延期」
「バイデン政権 有効な制裁を強化」

「トルコ 石油化学事業参入に関心？

「与党国会

～ホセ・アントニオ・コンプレックス視察～」
「エネルギー企業

治

バイデン政権に制裁緩和要請」

CNE 役員任命委員会を組織」

「バレラ議員 ４８時間以内に旧議員拘束を要請」
「野党 売春斡旋グループの調査委員会を組織」

「CENDAS-FVM １２月インフレ率３０．８％」

経

社

「SUNDDE 商品販売価格の調査を実施」

会

「コレクティーボ

移民住居を占領」

済

「ベネズエラの食料自給率は２０％」
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また、米国紙「ワシントンポスト」は、パラグアイの石

２０２１年１月１８日（月曜）
政

２０２１年１月２０日（水曜）

油公社「Petropar」が PDVSA に負っている２億６，９

治

００万ドルの負債について、グアイド政権がディスカウ

「与党国会 野党議員に資産申告書の提出求める」

ント取引を提案していたと報道しており、取引の中でグ
アイド政権関係者が不正に公金を搾取しようとしてい

１月１８日 エルビス・アモロソ行政監督長は、与党国

た可能性が報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ

会役員らと会合。旧国会議員への資産申告書の提出につ

No.544」）
。

いて協議した。
この数日間、野党議員の資金に関する報道が多く、これ
「ベネズエラの法律に基づき、旧国会議員および新たに

らは与党国会の汚職捜査の対象となっている。

当選した議員は資産申告書の提出を行ってもらう。提出
期限は１月４日から数えて３１日以内となっている。

「ロペス VP 党首 新住居 家賃１万ユーロを否定」

仮に、この法律に違反する議員がいた場合、あるいは資
産申告に虚偽が確認された場合、ベネズエラの法律に基
づき、その人物は最低１２カ月間、内容によっては最大
で１４年間、公職選挙に出馬する権利を失う。」

月１万ユーロの家賃の家に引っ越したと

報じられたレオポルド・ロペス VP 党首は、自身のツイ
ッターで
「この報道はマドゥロ政権の正当性と同じくらい誤っ

と説明した。

たものだ。
」

先日、アモロソ行政監督長は、グアイド議長は欧州の口
座に１０億ユーロを預金していると主張。米国フロリダ
のフォートローダーデールに大型ヨットを所有してい
ると訴えていた。
また、
「第一正義党（PJ）
」のフリオ・ボルヘス幹事長に
ついても異常に高額なマンションに住んでいると指摘。
資産の出所に疑念を呈していた（
「ベネズエラ・トゥデ
イ No.549」
）
。

と投稿。報道の事実を否定した。
なお、ABC の報道では、ロペス氏はマドリッドの不動
産会社「Engel ＆ Volkers」を介して、住居を決めたと
書かれていた。
本件について、
「Engel ＆ Volkers」は、ABC の報道を
否定。「レオポルド・ロペス氏は、我が社を通じて住居
を契約していない。
」と回答した。

他、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、
マドリッドの高級住宅地に引っ越しをしたと報道。新居
の家賃は月額１万ユーロと報じていた。

１月１８日

ただし、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、
「長年無職のロペス氏がマドリッドの高級住宅地に住
居を借りることなど不可能だ。
」と主張。
汚職調査委員会を通じて、実態を明らかにすると主張し
ている。
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「ゲラ議員 米国の支援金１０億ドル受取を否定」
１月１５日 ポンペオ国務長官はツイッターで
「マドゥロ政権のギャング集団からベネズエラ人が逃
げる一方で、米国政府はベネズエラに対して１０億ドル
超の人道支援を行い、食料・医薬品・その他緊急的に必
要な援助を同地域に行ってきた。なぜなら、米国とはそ
のような存在だからだ。
」
と投稿。
これに対して、マドゥロ政権は、
「１０億ドルもの援助金をうけとりながら、ベネズエラ
の国民は野党からの支援は全く受け取っていない。この
資金は何のために使用されたのか調査を行う」
と訴えている。

（写真）ポンペオ国務長官ツイッター

本件について「第一正義党（PJ）
」のホセ・ゲラ議員は、

経 済

ポンペオ国務長官が投稿したツイッターについて、我々

「トルコ 石油化学事業参入に関心？

は受け取っていないと主張した。

～ホセ・アントニオ・コンプレックス視察～」

「ポンペオ国務長官が言及していたベネズエラが受け
取ったとされる金額は正しくない。ベネズエラに渡され
る全ての支援金は監査されている。私は全くそのような
資金は受け取っていない。
」

自然資源副大臣がベネズエラを訪問。
アイサミ石油相（PDVSA 総裁）とエネルギー事業での

と指摘した。

協力進化について協議した。

実際のところ、米国はベネズエラ国内に対しての支援は
していないだろう。

Alparslan Bayraktar エネルギー・自然資源副大臣は、ア
ンソアテギ州にある石油化学製品のコンプレックス（巨

筆者の認識では、米国の支援は、基本的にコロンビアや
ブラジルなどベネズエラ人が移住した国のベネズエラ
人対策費として使用されている。
ポンペオ国務長官が言及したのは、ベネズエラ人に対し
ての支援ではなく、周辺国政府への支援金だろう。

１月１７日 トルコの Alparslan Bayraktar エネルギー・

大複合施設）「ホセ・アントニオ・コンプレックス」を
視察。ベネズエラの石油化学産業を評価、潜在性を確認
したという。
なお、具体的に石油化学のどの分野に関心を示している
のか、アイサミ石油相との協議の詳細などは報じられて
いない。
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２０２１年１月２０日（水曜）

アイサミ石油相は「時代が訪れた。ベネズエラはトルコ

Reliance 関係者は、制裁がベネズエラの人道問題を悪化

と両国のあらゆる経済関係を深化させる用意がある。」

させているとして、バイデン政権に方針転換を求めるた

と発言。

めの特使を派遣したという。

これに対して、Bayraktar 副大臣は「今回の訪問は、両

また、Repsol 関係者は、米国政府とベネズエラ政府とコ

国の協力を発展させたいというエルドアン大統領の願

ンスタントに協議を行っており、我が社が両国の求めに

いを証明したものだ。
」と述べたという。

応じることが出来る手段を探っていると回答したとい
う。

なお、Bayraktar 副大臣との面談には、アスドゥルバル・
チャベス PDVSA 副総裁やその他役員らも同席した。

Eni は本件に関するコメントは「時期尚早」として、回
答を拒否したという。

トルコはマドゥロ政権と有効な関係を維持しており、米
国の制裁回避にも協力していると報じられている。

「CENDAS-FVM １２月インフレ率３０．８％」
物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

「エネルギー企業 バイデン政権に制裁緩和要請」

２０年１２月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を
ロイター通信は、PDVSA と取引関係があるエネルギー

送るのに必要な金額）を発表した。

業者がバイデン政権に対して、制裁緩和を求めると報じ
た。

CENDAS-FVM によると、２０年１２月の基礎食料費
は先月比３０．８％増の BsS.３２３，５２３，３２９．

特にディーゼル燃料と PDVSA 原油の交換取引の再開

９３。先月が７４．４％増だったので、インフレ速度は

を求める考えのようだ。

鈍化したことになる。

２０年中ごろ、トランプ政権は米国以外の企業に対して

「Dolar Today」の１２月の平均レートは、１ドル BsS.

も PDVSA との原油・ディーゼル燃料の交換取引を停止

１，０９３，０２７だったので、でドルに換算すると２

するよう圧力をかけた。

９６ドル。１１月の基礎食料費はドルに換算すると３２
１．７１ドルだったので、ドル建てで見て食費は下がっ

その結果、
「Eni」
「Repsol」
「Reliance」などが PDVSA

たことになる。

との取引を停止した（ただし、報道ではバイデン政権の
発足を見越して、既に取引を再開しているとの報道もあ

「CENDAS-FVM」の数値をベースにした２０年１月～

る）
。

１２月の年間インフレ率は、２，０２１．１％となる。

ディーゼル燃料は、バスなど公共交通機関、農業トラク
ター、発電などで使用されるため、ディーゼル燃料の不
足はベネズエラの人道問題を悪化させる要素にもなっ
ている。
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なお、報道を読む限り、物件が占拠されたのはバレラ氏

グラフ： 基礎食料費の推移（１９年１２月～２０年１２月）

350,000

（単位：％）

（単位：百万BsS）

２０２１年１月２０日（水曜）

323,523

が発言した後からではなく、それ以前から犯罪者集団が
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物件を占拠しているという話のようだ。
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～アジュップ AD 幹事長親族らに制裁～」
２１年１月１９日は、トランプ大統領の任期最終日とな

基礎食料費

る。

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

トランプ政権は、キューバ・ベネズエラ問題についてバ

社

イデン政権に最後の置き土産を置いていった。

会

「コレクティーボ 移民住居を占領」

キューバに関する置き土産は「キューバのテロ支援国家

イリス・バレラ国会第１副議長は、外国に移住した人の
ベネズエラ国内の資産を接収するよう求めている。

融和政策を志向しており、バイデン政権への妨害行為と
言える。

この提案は国会では通過していないが、与党支持者らが
バレラ第１副議長の提案を受けて、空き物件を占拠し始
めていると報じられた。
ラ・カンデラリア地区の市民活動家であるカルロス・フ
リオ・ロハス氏によると、少なくともカラカスだけで５
３の不動産が与党支持者（コレクティーボ）に占拠され
たという。

ベネズエラについては、キューバのような強力な制裁で
はなかったが、ある意味これまでとは違う制裁と言える。
米国政府は、マドゥロ政権を支援した個人３名、１６社、
７隻の船舶に制裁を科した。
制裁を科された３名は、イタリア人のアレッサンドロ・
バッソーニ氏。ベネズエラ人のフランシスコ D’アンゴ

５３の不動産の５７％は、Covid-１９下で店舗を閉鎖し
ている間に占領された商業用不動産物件だという。

再指定」と特に大きかった。バイデン政権は、キューバ

スティーノ氏。スイス人のフィリップ・パウル・アピキ
アン氏。
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２０２１年１月２０日（水曜）

この３名は、
「ウィークリーレポート No.183」で紹介し

JAMBANYANI SAFARIS（ジンバブエ）

た「Armando.Info」が報じた汚職回避スキームに関わる

KVT-RUS (ロシア)

人物である。なお、フィリップ・パウル・アピキアン氏

RUSTANKER LLC（ロシア）

は、
「ウィークリーレポート No.183」では言及していな

SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO

いが、
「Swissoil Trading」の社長である。

（イタリア）
SWISSOIL TRADING SA,（スイス）

この３名の中で、特に注目されているのはフランシスコ
D’アンゴスティーノ氏。

制裁を受けた船舶は、
BALIAR

アンゴスティーノ氏は、
「行動民主党（AD）
」のラモス・

(FIDES SHIP MANAGEMENT LLC のタンカー).

アジュップ幹事長の親戚（アジュップ幹事長の妻の弟）
で、ベネズエラの民間金融機関「BOD 銀行」のビクト

BALITA

ル・バルガス社長の娘の婿でもある。

(FIDES SHIP MANAGEMENT LLC のタンカー).

「BOD 銀行」がクラサオに持っていた「Banco del

DOMANI

Orinoco」は、リスク資産への過度な投資で顧客の預金

(FIDES SHIP MANAGEMENT LLC のタンカー).

を危険にさらし、預金引き出しに問題が生じたとして倒
産。ベネズエラでも捜査が進められるべきところだが、

FORTUNA

政治献金を行っているためか、与党も野党もほとんど捜
査していない。

FREEDOM
(FIDES SHIP MANAGEMENT LLC のタンカー).

制裁を受けた会社は、
MAKSIM GORKY
82 ELM REALTY LLC, （米国）

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

LOS

AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C.

ACUATICOS E INSULARES のタンカー).

ESPACIOS

（イタリア）
ANSARALLAH（イエメン）

SIERRA

CATALINA HOLDINGS CORP.,（米国）

(RUSTANKER LLC のタンカー)

D'AGOSTINO & COMPANY, LTD （ベネズエラ）
ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED,

「トランプ政権 不法移民の送還１８カ月延期」

（パナマ）
ELEMENTO LIMITED,（マルタ）

トランプ大統領は、マドゥロ政権に制裁を科すと同時に

ELEMENTO OIL & GAS LTD（マルタ）

ベネズエラ移民に対して、「米国に滞在するベネズエラ

ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED,（英国）

人不法移民に対して１８カ月送還を延期する」という最

FIDES SHIP MANAGEMENT LLC（ウクライナ）

後のプレゼントを贈った。

INSTITUTO

NACIONAL

DE

LOS

ESPACIOS

ACUATICOS E INSULARES（ベネズエラ）
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トランプ大統領はベネズエラの現状について、マドゥロ

「同盟国と協調することで制裁は効果的になる。」と言

政権がベネズエラ危機の責任者だと主張。ベネズエラは

及。「もっとマドゥロ政権が痛みを感じるような制裁を

危機により５００万人を超えるベネズエラ人が外国に

科す」と説明した。

移住しており、米国政府は救いの手を差し伸べると説明
した。

「与党国会 CNE 役員任命委員会を組織」

なお、以下のケースは適用対象外となる。

１月１９日 与党国会は、
「選挙管理委員会（CNE）
」の
役員を決めるための「CNE 役員選定委員会」を組織し

・自らベネズエラへの帰国を望んでいる人

た。

・自分の意思で米国に留まっているわけではない人
・犯罪の関与が疑われるベネズエラ人

２０年６月 最高裁の決定によりなし崩し的に CNE 役

・送還命令が出ているベネズエラ人

員が決定された（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」）
。

・国防上の危険をもたらすと考えられるベネズエラ人
本来、CNE 役員の決定は、国会主導で市民団体などと
共に決定する規則となっており、その規則に準じた役員

「バイデン政権国務長官 有効な制裁を強化」

選びをやり直すようだ。
１月１９日

バイデン政権で国務長官を務めるアント

ニー・ブリンケン氏は、米国議会で答弁。

同委員会のメンバーは、ジュセッペ・アレッサンデレジ
ョ議員が代表。デシレ・アマラル議員が第１副代表。ホ

マルコ・ルビオ下院議員からベネズエラ問題に対するバ

セ・グレゴリオ・コリア議員が第２副代表。

イデン政権の方針について

その他、メンバーには８名の議員で構成されている。

「米国のベネズエラに対するスタンスの本質は変わる
のか？我々はもはやグアイド政権を認識せず、マドゥロ

なお、８名の中には、マドゥロ大統領の妻のシリア・フ

政権との交渉を始めるのか？」

ローレス議員も含まれている。

と質問されると、
「いいえ」と回答。

「バレラ議員 ４８時間以内に旧議員拘束を要請」

「バイデン政権はグアイド政権をベネズエラの正当な

与党国会の中で圧倒的に野党に対して強硬な姿勢を取

政府と認識し、１５年に選ばれた国会を正当な国会と認

っているのは、イリス・バレラ第１副議長だろう。

識する」と発言した。
１月１９日 与党国会の「旧議員の行動調査特別委員会」
バイデン政権として、グアイド政権を正当な政府と認識

は、野党議員らが任期中に行った犯罪行為について検討。

するとの見解を示したのは初めてとなる。
同委員会のメンバーを務めるバレラ第１副議長は、最高
また、マドゥロ大統領については、
「独裁者」と言及。

裁に対して、４８時間以内に野党議員らの拘束命令を出
すよう求めた。
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また、３０日以内に同委員会が行った調査結果を公表す

調査内容は、商品のボリバル建ての価格について、中央

ると発表した。

銀行が公表している「両替テーブル」の為替レートをベ
ースに値付けされているかの調査だった。

なお、同委員会の代表は１９年１２月まで「第一正義党
（PJ）」の議員だったホセ・ブリト議員だが、バレラ議

ベネズエラには、中央銀行が公表している「両替テーブ

員の発言が過激すぎるため、彼女の独壇場になっている。

ル」という公定レートと政府の監視対象にない並行レー
トという２つの為替レートが存在している。

「野党

売春斡旋グループの調査委員会を組織」
実際のところ、「両替テーブル」は「並行レート」に沿

与党国会が野党の資金実態について捜査を進める一方、

って上昇しているが、基本的に並行レートの方がボリバ

野党国会は、マドゥロ政権関係者の汚職実態の捜査を進

ル安に評価されている。

めている。

つまり、並行レートをベースにボリバル建てで商品の値
付けをすると多くのボリバルが必要になる（価格が高く

野党国会（正確には委任委員会）は、「未成年売春斡旋

なる）
。

グループの調査委員会」を発足した（委任委員会につい
現在の SUNDDE はドル建てで販売されていることは

ては「ウィークリーレポート No.181」参照）
。

問題視しておらず、適用される為替レートを問題視して
前号「ベネズエラ・トゥデイ No.549」で紹介した通り、

いるようだ。

アプレ州で未成年売春を斡旋するグループが検挙され、
この犯罪グループにはマドゥロ政権の軍部高官が関わ

「ベネズエラの食料自給率は２０％」

っている可能性があると報じられている。野党はこのグ
ループの実態について捜査を行うようだ。

農業団体「Fedeagro」のセルソ・ファンティネル副代表
は、現地経済系メディア「Bancaynegocios」のインタビ

現時点で、元陸軍大将のラファエル・ヘスス・チョウリ

ューに対応。

オ氏（現在は国会議員）の親友の関与が報じられている。
現在、ベネズエラの農業生産は、民間セクターが９５％
他、売春はアラブ系・イタリア系の企業家が所有するホ

を担っており、国営セクターは５％しか生産していない

テルを用意していたと報じられており、これらの企業家

と説明した。

はマドゥロ政権と強いつながりのある人物と報じられ

また、肥料や種苗が国内で不足しており、農業者は外国

ている。

からこれらの生産資材を購入する必要があると説明。最
近は燃料も外国から購入していると訴えた。

経

済
過去ベネズエラは６０～７０％の食料自給率があった

「SUNDDE 商品販売価格の調査を実施」

が、現在は２０％まで減少しているとした。

１月１９日 「価格統制庁（SUNDDE）
」の職員は、店
舗の値付けの調査を実施した。
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