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（写真）内務司法平和省 “アラグア州のマフィア殲滅作戦によりマフィアのトップ「EL KOKI」が死亡” 

 

 

２０２２年２月７日（月曜） 

 

政 治                     

「カベジョ PSUV 副党首 ２月１２日に政治集会」 

「El Nacional 本社 カベジョ氏の資産に」 

経 済                     

「シェブロン 米政府に PDVSA 取引再開要請」 

「中銀 ２２年１月のインフレ率は６．７％」 

「大規模金融取引税 インフレ抑止になる？ 

～税負担を避けたければボリバルに両替～」 

社 会                     

「トリニダードトバゴ 海上移動中の移民を殺害 

～生活費の高さから帰国するベネズエラ人も～」 

２０２２年２月８日（火曜） 

 

政 治                    

「マフィア殲滅作戦で El KOKI が死亡 

～遺体安置所に軍人８０人超を配置～」 

「穏健野党 与野党協議への参加を要請」 

「ベラルーシとの国際線運航で合意」 

経 済                    

「野党国会 ２１年の GDP 成長率は６．８％」 

「空港利用税が改定 最大１５０％増も」 

「Fedecamaras 大規模金融取引税の停止要請」 

「公務員労組 待遇改善を要求」 

「ガソリンタンクの故障 以前より減少」 
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２０２２年２月７日（月曜）             

政 治                       

「カベジョ PSUV 副党首 ２月１２日に政治集会」       

 

２月７日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

のディオスダード・カベジョ副党首は、記者会見を実施。 

 

２月１２日の「青年の日」に党員らに対して政治集会に

参加するよう呼び掛けた。 

 

正確な移動ルートは公表されていないが、行進を行うよ

うでペタレから出発し、カラカス中心部まで移動すると

いう。 

 

今回のカベジョ副党首の呼びかけに先立ち、グアイド政

権は２月１２日に抗議行動を行うと発表していた。 

 

現時点でどのような抗議行動を行うのか、具体的な内容

は明らかにされていないが野党支持者が多いチャカオ

市周辺で実施される可能性が高い。 

 

カベジョ副党首の呼びかけの通り、ペタレからカラカス

中心部まで行進を行う場合、チャカオ市を通過するため

与野党支持者が接触した際に衝突が起きる懸念がある。 

 

現在、グアイド暫定政権の動員力は小さく、これまでと

同じであれば衝突になるほど野党支持者は集まらない

と思われるが、状況が変わる可能性もあり、念のために

動向を追った方がよいだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

「El Nacional 本社 カベジョ氏の資産に」         

 

２月７日 カラカス首都区裁判所のカルメン・アモロ

ソ・イドロボ判事が、現地メディア「El Nacional」の本

社をディオスダード・カベジョ PSUV 副党首に引き渡

す手続きを完了させたと報じられた。 

 

「El Nacional」は、野党系メディアの急先鋒として知ら

れており、同社がスペインメディア「ABC」の記事を引

用し、カベジョ副党首が麻薬取引に関与していると報じ

た事でカベジョ副党首から名誉棄損の訴えを受けてい

た。 

 

同裁判で El Nacional は有罪判決を受け、最終的に２３．

７万ペトロ（約１，３００万ドル）の賠償金支払いを命

じられたが、「El Nacional」は支払いを拒否（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.588」）。 

 

その結果、「El Nacional」本社が差し押さえられていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.600」）。 

 

今回、差し押さえられた資産の所有権がカベジョ副党首

に引き渡されたことで、本件は一つの区切りを迎える。 

 

なお、「El Nacional」本社の引き渡しを完了させたイド

ロボ判事は、カベジョ副党首と親密な関係にあるエルビ

ス・アモロソ行政監督長の親族にあたるという。 

 

グアイド暫定政権は、今回の一件について「法による略

奪行為」と非難。El Nacional を元の所有者に返還する

よう求めた。 

 

なお、「El Nacional」自身は今も同社ウェブサイトで情

報配信を続けている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
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経 済                        

「シェブロン 米政府に PDVSA 取引再開要請」           

 

「ロイター通信」は、「Chevron」がバイデン政権にベネ

ズエラでの活動再開を求めており、バイデン政権がこの

要請を検討していると報じた。 

 

Chevron は、特に債務回収を目的とした活動再開を求め

ているという。 

 

ロイターによると、この数カ月の間に少なくとも１回、

Chevron 代表者はベネズエラの野党関係者らと一緒に

米国の外交関係者に対して取引再開を求めたという。 

 

米国の情報筋によると「現時点では何も決まったことは

ない」と述べており、この要請が受け入れられるかどう

かは不明だ。 

 

ただし、情報筋は「トランプ政権の失敗を受けて、バイ

デン政権は、これまでよりベネズエラへの制裁緩和に傾

いている。」とコメントしたという。 

 

２０２０年中頃、トランプ政権は債務回収を主な目的と

した PDVSA との取引も禁止し、２０年以降、PDVSA

の既存の顧客はほとんどいなくなている。 

 

仮に Chevron が債務回収を目的とした取引ができるよ

うになるのであれば、「Relince」「Eni」「Repsol」など２

０２０年に PDVSA との取引を停止させられた米国以

外の企業も PDVSA との取引を再開する可能性が高い。 

 

以下は個人的な理解だが、マドゥロ政権側としては債務

を返済するだけであれば原油を送るインセンティブが

ない。PDVSA との取引を再開するためにはマドゥロ政

権（PDVSA）にもメリットが必要になる。 

 

 

２０２０年にトランプ政権が制裁を強化するまで、

「Relince」「Eni」「Repsol」は、お金ではなくガソリン

など現物で一部の支払いを相殺するような取引をして

いた（PDVSA との金融取引は米国の制裁に抵触すると

理解されており、金銭を伴う取引は極力避けていた）。 

 

ただし、現在イランがベネズエラに燃料を供給しており、

製油所もある程度は軌道に乗っている印象だ。 

マドゥロ政権側は以前ほど燃料を必要としていない可

能性もある。 

 

その場合、燃料ではない別の何かで取引することになる

かもしれない。 

 

「中銀 ２２年１月のインフレ率は６．７％」                  

 

２月７日 中央銀行は２０２２年１月のインフレ率を

公表した。 

 

１月のインフレ率は先月比６．７％増。 

６．７％という数字は２０１５年４月以来の低い水準と

なる。また、中銀の統計によると、２０２１年９月以降、

５カ月連続で１桁台のインフレを維持している。 

 

２０２１年２月～２２年１月までの１２か月分の累計

インフレ率は４７２．５％。 

 

分野別で最も物価上昇が激しかったのは「交通」で１３．

５％。次いで「教育」が９．７％、「通信」が９．５％と

なった。 

 

最近のベネズエラのインフレ事情については「ウィーク

リーレポート No.238」で紹介しているので参照された

い。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255a711b0ae681e024a7b1aab82935b4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255a711b0ae681e024a7b1aab82935b4.pdf
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「大規模金融取引税 インフレ抑止になる？      

  ～税負担を避けたければボリバルに両替～」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.711」で紹介した通り、与

党国会は外貨・デジタル通貨取引に課税するため「大規

模金融取引税」を改定した。 

 

現在は官報が公布されておらず、発効していないが、生

活に与えるインパクトの大きさから注目を集めている。 

 

大規模金融取引税は、外貨・デジタル通貨取引に対して

２～２０％の税金を課すものだが、今の段階では適用税

率の規則が定まっていない。 

 

詳細が決まるまでは、外貨・デジタル通貨建ての取引に

対して一律３％が課税される予定だという（国会の第１

議論では２．５％だったが、最終的に３％に変更された

と報じられている）。 

 

極めて評判の悪い法改正だが、この法律について、与党

国会で経済財務委員会の副代表を務めるオーランド・カ

マチョ議員は、インフレを抑制することが出来ると主張

している。 

 

カマチョ議員によると、この法律には免税規則があり、

両替取引にはこの税は課されないという。 

 

つまり、「大規模金融取引税で高い税負担を避けるため

には外貨をボリバルに両替することを勧める」と指摘。 

ボリバルで取引をすれば、高い税負担を避けられるとし

た。 

 

また、ボリバルの需要が高まることは為替レートを安定

させ、インフレを抑制することにもつながると指摘。 

 

 

 

現在、ベネズエラ中央銀行は為替レートのボリバル進行

を食い止めるため、両替市場に定期的に外貨を供給して

いる。 

 

一般の人々が外貨供給の担い手になることで、より為替

レートが安定しやすくなるとのメリットを主張した。 

 

社 会                        

「トリニダードトバゴ 海上移動中の移民を殺害    

 ～生活費の高さから帰国するベネズエラ移民も～」           

 

ベネズエラとトリニダードトバゴ（以下、TT）は非常

に近い距離にあり、ベネズエラで最も TT に近いスクレ

州から小舟で入国を試みるベネズエラ移民が後を絶た

ない。 

 

 
（写真）Google MAP 

 

２月６日 TTへの入国を試みたベネズエラ人を載せた

小舟が TT の監視船に発砲され、母親と一緒に船に乗っ

ていた９カ月の子供が死亡した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ff8357bc173a21fd46f99ca9bc45ec4f.pdf
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殺害には監視船にのっていた２名の兵隊が関与してい

るようだが、どのように死亡したのか、何が起きたのか

など詳しいことは分かっていない。 

 

マドゥロ政権・グアイド政権は共に本件について「早急

に事件の真相について調査を行うよう要請する」と TT

政府に求めた。 

 

また、国連人権理事会も本件について TT の対応を非難。

「いかなる事情があっても保護を求めるため、亡命して

きた人間を殺害することは許されない」との声明を発表

した。 

 

ベネズエラ人は移民迫害に対してかなりセンシティブ

になっており、こういった類の問題はベネズエラ人に強

い怒りを引き起こす傾向にある。 

 

２月８日 在ベネズエラ・トリニダードトバゴ大使館前

にはベネズエラ人が集まり、一連の迫害行為に対する抗

議行動が行われた。 

 

なお、TT 政府の Keih Rowley 首相はマドゥロ政権（デ

ルシー・ロドリゲス副大統領）に電話で謝罪を伝たとい

う。 

 

前述の通り、長引く経済混乱を受けて多くのベネズエラ

人が TT に移住したが、最近は経済が一時期より安定し

たこともありベネズエラへの帰国を考える移民も増え

てきている。 

 

TT についても現地生活費が高く、一部のベネズエラ人

が帰国しつつあるという。現地メディア「Sunday 

Newdays」によると、これまでに約２０００人のベネズ

エラ人が TT からベネズエラに帰国したという。 

 

 

 

 

２０２２年２月８日（火曜）              

政 治                       

「マフィア殲滅作戦で El KOKI が死亡         

    ～遺体安置所に軍人８０名超を配置～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.712」で、軍部・警察

らがアラグア州でマフィアの掃討作戦を開始したとの

記事を紹介した。 

 

この作戦（グアイカイプーロⅡ）は、２０２１年までカ

ラカスの Cota９０５地区を掌握していた「El Koki」や

「El Conejo」の構成員の掃討を目的としたもの。 

 

マドゥロ政権は２１年７月に「偉大なグアイカイプーロ

作戦」と題して、「El Koki」などカラカスのマフィアグ

ループと衝突。マフィアは離散し、アラグア州に潜伏し

ていたという。 

 

そして、今回の作戦でマフィア団のボス「KOKI」が殺

害された。また、同じくカラカスを拠点に活動していた

マフィアのトップ「Conejo」も殺害されたという。 

 

当初は非公式情報だったが、レミヒオ・セバジョ内務司

法平和相が「KOKI」「Conejo」の死亡を発表した。 

 

２月８日 「KOKI」の遺体がアラグア州テヘリアから

カラカスのベジョモンテ遺体安置所に移送された。 

 

マドゥロ政権は、ベジョモンテ遺体安置所の警戒レベル

を上げ、同日は８０人超の警察・犯罪化学捜査班

（CICPC）職員らが安置所の監視を行ったという。 

 

また、「KOKI」「Conejo」の潜伏にはアラグア州サント・

ミチェレナ市のペドロ・エルナンデス市長が関与してい

たようで、２月８日にエルナンデス市長が警察に拘束さ

れたと報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/31e242b38c6e3e30058e80a21c420fc9.pdf
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「穏健野党 与野党協議への参加を要請」           

 

穏健野党に属する「発展進歩党（AP）」は、与野党協議

の野党団代表を務めるヘラルド・ブライ氏と与党団代表

を務めるホルヘ・ロドリゲス国会議長に対して、与野党

協議に AP も加えるよう求める書簡を送った。 

 

ロドリゲス議長も、穏健野党を協議に加えることを提案

しており、与党側としては特に異存はなさそうだ。 

 

一方、主要野党は穏健野党が加わることで統率が乱れる

と考えており、穏健野党の加入には消極的な印象だ。 

 

もちろん米国政府も穏健野党が加わることで野党協議

団をコントロールしにくくなるため、穏健野党には参加

してほしくない。 

 

ただし、２０２１年の全国州知事・市長選で判明したよ

うに主要野党は以前のように反マドゥロ政権派閥を代

表するグループではなくなっており、穏健野党の支持基

盤が大きくなっている。 

 

主要野党とマドゥロ政権だけで協議を行うことはベネ

ズエラの現状を反映していないとの指摘は妥当なもの

だろう。 

 

「ベラルーシとの国際線運航で合意」         

 

ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」のラモン・ベラス

ケス社長と「国家航空監督局（INAC）」のファン・テセ

リア代表は、ベラルーシで同国政府関係者および

「Belavia Airline」代表らと会談。 

 

両国を結ぶ国際線を運航することで合意する覚書に署

名した。現時点では、運航時期など詳細は決まっていな

い。 

 

経 済                       

「野党国会 ２１年の GDP 成長率は６．８％」            

 

２月８日 野党国会が運営する「ベネズエラ金融観測所

（OVF）」は、２０２１年のベネズエラの経済成長率

（GDP）について前年比６．８％増と発表した。 

 

「経済成長の主な要因は産油量の増加と原油価格の上

昇。石油産業の状況が好転したことで、ベネズエラ国内

の財・サービスが増え、一定の成長を示した」 

との見解を示した。 

 

OVF によると、２０１９年のベネズエラの GDP は前

年比△２６％、２０２０年の GDP は同△２５．３％。 

 

２０１９年、２０年の異常なマイナス成長を踏まえると、

「２１年の６．８％増は比較的小さな成長」と指摘。 

 

２０１２年当時と比べると２０２１年の経済規模は８

０％ほど縮小したとの見解を示した。 

 

「空港利用税が改定 最大１５０％増も」         

 

ベネズエラの国土交通省は出国税を値上げした。 

空港利用税は以前から存在していたが、項目によっては

１５０％増になるという。 

 

現地メディア「Efecto Cocuyo」によると、カラカスのマ

イケティア国際空港から外国に出国する場合で、旅券を

ボリバル建てで支払った場合は、０．７２ペトロ（４２

ドル）を支払う必要がある。 

 

外貨建てで旅券が発行されている場合は、６３ドルを支

払う必要があるという。 
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また、マイケティア国際空港から国内線を利用する場合

で、旅券をボリバル建てで支払っている場合、０．０９

ペトロ（５．４ドル）を支払う必要がある。 

 

大規模金融取引税と同様に、ボリバル通貨の使用を増や

すために外貨建て取引の税金を高くしているようだ。 

 

「Fedecamaras 大規模金融取引税の停止要請」         

 

２月８日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」は記者

会見を実施。大規模金融取引税の改定に反対する声明を

発表した。 

 

カルロス・フェルナンデス代表は、大規模金融取引税に

ついて「ベネズエラでようやく始まった成長の道に障害

を置くことになる」と指摘。 

 

「今回の税制は歳入の緊急的な措置として限定的に行

われるべきであり、最大で２０％になるような課税は常

に続けるべきではない。」 

と主張した。 

 

また「現時点ではこの法律がいつ官報で公示され、いつ

施行されるのか認識していない。我々がこの法律に異議

を唱える機会がまだ残っていることを期待している。」 

との見解を示した。 

 

「公務員労組 待遇改善を要求」             

 

「全国公務員労働組合」のアントニオ・スアレス代表は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演し、公務員

の賃金・食料補助などの待遇改善を求めた。 

 

「マドゥロが述べているように民間セクターの給料は

改善している。しかし、公務員の給料は１０～１２ドル

程度のままだ。」と指摘。 

 

「現在、３００万人ほどの公務員が経済政策の影響で飢

餓に陥っている。インフレをコントロールするために公

務員の給料支出を犠牲にすることは許容できない」 

と訴えた。 

 

「ウィークリーレポート No.237」でも紹介したが、マ

ドゥロ政権はインフレを抑えるために歳出を抑えてお

り、公務員の給料も２０２１年はあまり上がっていない。 

 

その結果、民間セクターの給料は一定の改善がみられる

一方で、公務員の生活水準は１年前よりも更に悪いもの

になっている。現在の賃金に関するアンケート調査は

「ウィークリーレポート No.237」を参照されたい。 

 

「ガソリンタンクの故障 以前より減少」         

 

２月８日 「自動車部品生産組合（Favenpa）」のオマー

ル・バウティスタ代表は、インタビュー番組に出演。 

国内のガソリンフィルター生産者は輸入品が増えた影

響で、生産が縮小していると訴えた。 

 

バウティスタ代表によると、ベネズエラは１，１００万

個のガソリンフィルターを生産する能力があるという。 

しかし、輸入品により生産が抑えられていると指摘した。 

 

また、「技術者組合（Canatame）」のヒノ・フィリエリ代

表は、ガソリンタンクの故障について「ここ最近は少な

くなった」との見解を示した。 

 

ベネズエラはイランの支援でガソリンを精製するよう

になってからブレンドがうまくいかなかったのか、ガソ

リンフィルターが正常に機能せず、故障が多発していた。 

その後、精製過程に改良があったのか、最近はガソリン

タンクの故障は以前より少なくなったという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5636f27476ad6625abbe02da1e715d0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5636f27476ad6625abbe02da1e715d0.pdf

