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（写真）アレアサ外相 “在ベネズエラ EU 代表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定。国外追放処分に” 

 

 

２０２１年２月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 選挙参加について野党で協議 

～米国・コロンビア政府と今後の方針を検討～」 

「マドゥロ政権 欧州代表大使を追放 

～欧州が方針を撤回しなければ対話は無い～」 

「トロコニス氏 債権回収はグアイド議長の指示」 

経 済                     

「外貨両替が可能な口座の開設を促進 

～デジタルボリバル？近日中に新政策を発表～」 

「SENIAT 相続による資産増は納税義務なし」 

「PDVSA 民営ガソリンスタンドを接収？」 

２０２１年２月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「EU 対抗措置でベネズエラ EU 代表大使追放」 

「国会 州知事選・市長選の同時開催を決定」 

「サアブ検事総長 国会で検察庁の活動報告 

～内部汚職の取り締り、人権関連法案を提出～」 

「穏健野党議員 米国で入国拒否され帰国」 

経 済                    

「電力分野 ３年間で１５０億ドルの投資必要」 

「Makro ６カ月以内に６店舗の再開が目標」 

社 会                     

「マラカイボ湖の大橋 女児がコンサートで占拠」 
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２０２１年２月２４日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 選挙参加について野党で協議     

 ～米国・コロンビア政府と今後の方針を検討～」       

 

２月２４日 主要野党に所属するボリバル州の地方政

党「LCR」のアンドレス・ベラスケス党首らは、記者会

見を実施。 

 

州知事選に参加するかどうかについて、統一的な見解を

決めるための協議を行うと発表した。 

 

「我々は州知事選の参加について、統一的な方針を決め

るため協議を行っている。そのために、３月１日に会合

を予定している。」と発表した。 

 

また、記者会見に同席したデルサ・ソロルサノ元議員（新

時代党（UNT）に所属していたが、２０年に脱退し、主

要野党の中の独立野党として活動）は、 

「グアイド政権は自由で透明で公平な選挙の条件を勝

ち取るために努力を続けている。 

 

この国では投票の権利が保障されていない。国民が支持

するリーダーが候補者になることもできない。我々は選

挙条件を勝ち取るために戦っている。」 

と主張した。 

 

２月２３日 マドゥロ政権側のアモロソ行政監督長は、

「旧国会議員らが、国会規則で定められている資産報告

を怠った」として、報告を行わなかった２８名の野党議

員の選挙出馬権をはく奪すると決定した。 

 

その中には、グアイド国会議長やファン・パブロ・グア

ニパ国会第１副議長らも含まれている。 

 

 

２月１９日～２６日にかけて、フリオ・ボルヘス PJ 幹

事長（グアイド政権の外相）やレオポルド・ロペス VP

党首などグアイド政権関係者はコロンビアに集結し、コ

ロンビアの米国大使館で今後の方針を決めるための協

議を行っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.565」）。 

 

この協議にはコロンビア政府関係者も参加しており、米

国・コロンビア・グアイド政権の３グループで協議が行

われているという。 

 

この会合で米国・コロンビアと方針をすり合わせ、３月

１日の国内会合で今後の野党の方針を正式に決めるつ

もりではないだろうか。 

 

「マドゥロ政権 欧州代表大使を追放              

  ～欧州が方針を撤回しなければ対話は無い～」         

 

２月２２日 EUは「民主主義と国家の権利を棄損した」

との罪でマドゥロ政権関係者１９名に制裁を科した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.565」）。 

 

EU の対応を受けて、マドゥロ政権はイサベル・ブリア

ンテ在ベネズエラ EU 代表大使を「ペルソナ・ノン・グ

ラタ（歓迎されない人物）」として、ベネズエラから追

放することを決定。 

 

２月２４日 アレアサ外相は EU 代表大使と面談し、７

２時間以内にベネズエラから出ていくよう要請。 

 

加えて、アレアサ外相はフランス・オランダ・ドイツ・

スペインの代表大使らと面談。各大使に対して、今回の

制裁に対する抗議状を手交した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
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また、マドゥロ大統領は EU による制裁について 

「突然、欧州が狂った攻撃をベネズエラに仕掛けてきた。

我々はこの状況を予期していなかった。 

 

彼らは自分たちがベネズエラ政府よりも上の存在だと

考えている。欧州連合は歓迎するが、それはベネズエラ

を尊重した場合だ。 

 

EUは何を期待している？我々が腕組みをしたままだと

考えていたのか？我々は欧州各国とともに全ての野党

を含む対話を再開するために大きく前進していた。 

しかし、これでは無理だ。 

 

欧州の政治関係者が理解するために言及しておく。 

欧州が考えを改めない限り、欧州とはいかなる協議も出

来ない。いかなる対話もできない。」 

と発言した。 

 

これまで、EU は交渉再開を支持し、米国のバイデン政

権も対話による問題解決を志向すると発言していた。 

 

グアイド政権は交渉再開に乗り気ではないようだが、外

国の雰囲気もあり交渉再開の可能性も現実味を帯びて

いた。しかし、今回の制裁はこれらの動きを阻害するこ

とになるだろう。 

 

 

 

今回の欧州連合の対応は理解できないことが多い。 

 

まず、制裁を科した理由は「１２月６日の国会議員選が

民主的なものではないから」ということだが、なぜ国会

議員選から２カ月以上経過した今、制裁を科すのか理解

できない。 

 

加えて、この１カ月は州知事選・市長選に野党が参加す

るかどうかを決める極めて重要な時期。 

ここで対話が始まらなければ、２２年に申請できる大統

領の罷免投票は実現困難になってしまう。 

 

交渉が破断した後に制裁を科すのであれば理解できる

が、交渉参加可否を検討しているこの時期に制裁を科す

妥当な理由は存在しない。 

 

今回の欧州連合の決定の裏には、「１２月の国会議員選

が民主的でなかったから」という表向きの理由以外の何

かがあったものと思われる。 

 

「トロコニス氏 債権回収はグアイド議長の指示」                  

 

ハビエル・トロコニス氏は、グアイド政権で対外資産回

収の役割を担っている人物。 

 

パラグアイの石油会社「Petropar」が PDVSA に負って

いる債務を回収するため、パラグアイ政府と交渉を実施。

その取引の裏には汚職が存在していたのではないかと

報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.544」）。 

 

また、「Petropar」以外にもカリブ海各国が PDVSA に

負っている債務回収に関連してトロコニス氏が汚職取

引に関与していた疑惑がある（「ウィークリーレポート

No.166」）。 
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他にもグアイド政権下で CITGO 役員を務めていた際

の汚職の訴えやディオスダード・カベジョ PSUV 副党

首との関係などが指摘されている。 

 

２月２４日 ハビエル・トロコニス氏は、Petropar に関

連した取引で自身が着服したとの疑惑を否定。Petropar

の交渉はグアイド政権の指示によるもので自身が蓄財

するためのものではないと訴えた。 

 

「私は自身の利害で動いていない。また詐欺もしていな

い。Petropar の債権回収については、グアイド政権の指

示で派遣された。そして、ベネズエラ国民にとっても利

益にならないため合意に至らなかった。」 

と説明。 

 

CITGO を巡る汚職疑惑について 

「ルイス・パラシオス（グアイド政権下の元 CITGO 社

長）やホセ・イグナシオ（グアイド政権下の元会計監査

総長）の発言を認識していない。彼が何を言っているの

か分からない。 

 

私の活動は暫定政権の担当官としての活動だ。私の役割

は明確で、大統領府の指示を受けて交渉を行うことだ。 

記事の内容は本当に起きた事実をゆがめて報じられて

いる。」 

と釈明した。 

 

経 済                        

「外貨両替が可能な口座の開設を促進          

 ～デジタルボリバル？近日中に新政策を発表～」          

 

２月２４日 マドゥロ大統領は「外貨両替が可能な口座

を誰でも開設できるようにする」と発表した。 

 

 

 

 

既に一部の銀行では外貨両替が可能になっており、これ

を更に促進しようとしていると思われる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.562」）。 

 

マドゥロ大統領によると、既に国営銀行「Banco del 

Tesoro 」には同様のサービス「 Cuenta Moneda 

Extranjera Plus」が存在しており、現時点では２０００

件の口座を開設しているという。 

 

また、詳細は不明だが新たに「デジタルボリバル」とい

う仕組みが始まるようだ。 

 

マドゥロ大統領は 

「サプライズがある！デジタルボリバルだ。詳細は近日

中に発表する。」と発言。 

 

現在の決済システムに「デジタルボリバル」というもの

が加わることを示唆した。 

 

マドゥロ大統領は、「現金決済を無くし、１００％デジ

タル決済に移行すること」を２０２１年の目標にしてい

る。 

 

「デジタルボリバル」は電子決済を促進するための何か

ではないかと報じられている。 

 

「SENIAT 相続による資産増は納税義務なし」                  

 

２月２４日 「徴税庁（SENIAT）」は、相続による資産

の増加は所得税の支払いをする必要がないと発表した。 

 

しかし、受け取った資産を第三者に売却、あるいは相続

した資産から収入を得た場合は所得申告および納税の

対象になると補足した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/73623f86acbde4718f0846d705dc51f8.pdf
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筆者が確認したところ、ベネズエラの「所得税法（Ley 

de ISLR）」の１４条７項には、「相続・寄付などは税支

払いの対象外」と書かれている。 

 

つまり、SENIAT の発表は、現行の法律を確認した発表

であって新たな法律変更ではない。 

 

また、ベネズエラの相続税の仕組みについて確認したと

ころ、ベネズエラにも「相続税」は存在している。 

 

相続した資産（車・家の評価額・口座預金など）の合計

額から葬儀などで支出した費用を差し引いて残った資

産に対して、ベネズエラの相続法に従い税金を科す仕組

みになっている。 

 

詳細は割愛するが、累進課税で資産が多い方が支払う割

合が大きくなる。また、「等親」（血縁）が近いほど、支

払う税率が低くなる仕組みだ。 

 

相続税の税率は、最小１％～最大５５％となっている。 

 

ただし、ベネズエラ人は概して納税意識が低く、相続税

を適切に支払っている人は政府関係者も含めて多くは

無いだろう。 

 

「PDVSA 民営ガソリンスタンドを接収？」                  

 

現地メディア「La Patilla」は、PDVSA が民間セクター

に運営を任せているいくつかのガソリンスタンドにつ

いて、７２時間以内に経営を停止するよう求めたと報じ

た。 

 

米国から制裁を受けて以降、PDVSA はいつくかのガソ

リンスタンドの運営を民間に任せている。 

 

 

 

「La Pailla」は、PDVSA の国内販売担当役員のマリノ・

ホセ・アギラル氏が、７２時間以内にガソリンスタンド

から撤収するよう複数のガソリンスタンド運営者に通

達を出したと報道。 

 

その通達文を公表している。 

 

今回と似た報道は２０年６月頃にもあったが、経営者を

変えることが目的だったと思われる。 

 

 

（写真）La Patilla 
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２０２１年２月２５日（木曜）              

政 治                       

「EU 対抗措置でベネズエラ EU 代表大使追放」        

 

本稿「マドゥロ政権 欧州代表大使を追放」で紹介した

通り、マドゥロ政権はイサベル・ブリアンテ在ベネズエ

ラ EU 代表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定。 

７２時間以内にベネズエラから出ていくよう要請した。 

 

２月２５日 欧州連合はマドゥロ政権への対抗措置と

して、マドゥロ政権で EU のベネズエラ代表大使を務め

ているクラウディア・サレルノ大使を「ペルソナ・ノン・

グラタ」に指定。７２時間以内に EU から出ていくよう

要請した。 

 

EU 評議会は、サレルノ大使の国外追放について 

「EU 外交政策・国防政策評議会は、EU ベネズエラ代

表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定することを

決定した。 

 

この措置は、EU がベネズエラに派遣した外交特使を、

ベネズエラ政府が「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定し

た対抗措置である。 

 

ベネズエラ政府の行為は、第三国とのパートナーシップ

を構築し、関係を深化させようとする、EU の目的と正

反対であり、全く正当化できない。」 

と説明した。 

 

なお、２月２６日 グアイド議長は、インターネットを

通じて欧州議会で演説を行う予定となっている。 

 

 

 

 

 

 

「国会 州知事選・市長選の同時開催を決定」           

 

２月２５日 与党国会は、２０２１年に予定されている

全国州知事選・市長選について、２つの選挙を同時に開

催することを決定した。 

 

この決定により、選挙管理委員会（CNE）は必要なタイ

ミングで選挙の開催時期を発表することが出来るよう

になったという。 

 

なお、州知事選・市長選は知事・市長を決めるのに加え

て、各州の州議会議員、各市の市議会議員も決定する。 

 

今回の選挙は非常に規模の大きい選挙となるため、それ

なりの準備時間が必要になることが想像される。 

 

選挙は１２月に行なわれることが一般的だ。 

仮に１２月に選挙が行われるとすると、選挙日程は５月

頃に発表されるのではないだろうか。 

 

「サアブ検事総長 国会で検察庁の活動報告        

 ～内部汚職の取り締り、人権関連法案を提出～」         

 

２月２５日 サアブ検事総長は与党国会にて２０１７

年 8 月からの検察庁の活動を報告した。 

 

サアブ検事総長によると、この３年半で窃盗、強盗など

を含めて１００万件近く犯罪者を起訴したという。 

 

うち一般犯罪は、７８．６万件。 

 

麻薬密売などの犯罪は１万５，４３１件。 

麻薬犯罪に関連して５，９３０名が有罪判決を受けたと

いう。 
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金融犯罪は８，６１８件の訴えがあり、５，９６３名を

逮捕したと説明した。 

 

誘拐犯罪は２，７８１件発生。３３３名が有罪になった

という。 

 

また、汚職に関しては３９，０８９件の汚職容疑を捜査

し、１１，７９５名を起訴。３，５６５名が有罪判決を

受けたと説明した。 

 

特に石油産業に関連する汚職で１９３名を逮捕し、１０

３名が起訴されているとした。 

 

また、検察庁内の汚職について２３２名に汚職容疑がか

けられており、捜査を行っていると説明した。 

 

同時に、サアブ検事総長は、人権擁護関連の法案を与党

国会に提出。議論を行うよう求めた。 

 

提案された法律は以下の６法案。 

 

・新人権擁護法 

・動物虐待・環境保護法 

・人権擁護に関する企業の責任法 

・先住民などの生活習慣阻害に関する犯罪法 

・回復不能患者の痛みを伴わない尊厳死法 

・検察権力法 

 

「穏健野党議員 米国で入国拒否され帰国」         

 

与党国会で野党系議員として活動しているハビエル・ベ

ルトゥッシ議員は、米国に入国を試みたが拒否され、帰

国したと報じられた。 

 

 

 

 

ベルトゥッシ議員は、２０１８年に行われた大統領選で

野党候補となり、同じく野党候補として出馬した「発展

進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン党首の次に多く

票を集めた人物でもある（「ベネズエラ・トゥデイ

No.139」）。 

 

報道によると、ベルトゥッシ議員は妻と息子らとともに

米国マイアミへ行こうとしたが、入国時に呼び止められ、

１２時間ほど拘束され、最終的にベネズエラに送還され

たという。 

 

本件について、ベルトゥッシ議員はツイッターを投稿。 

「急進野党が私の入国を妨げた。彼らは自身のエゴのた

めに活動をすることを辞めなければいけない。 

 

私の目的は米国で多くの団体と面談し、人道支援をベネ

ズエラに流すことだった。 

私が入国できなかったことで喜んでいる人がいるが、彼

らは人道支援の受け入れを妨げたことを喜んでいるこ

とになる。」 

と対話を否定するグループに考えを改めるよう訴えた。 

 

経 済                       

「電力分野 ３年間で１５０億ドルの投資必要」            

 

「統合公共政策連名（Aipop）」のエドゥアルド・パエス・

プマル氏は、ラジオ番組「Circuito Exitos 99.9 FM」に

出演し、ベネズエラで最優先に解決しなければならない

公共サービスは電力だと主張。 

 

電力システムを復旧させるため民営化の必要性につい

て強調した。 

 

また、ベネズエラの電力システムを正常化させるために

は１５０億ドルの投資と３年間の時間が必要になると

の見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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「Makro ６カ月以内に６店舗の再開が目標」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.565」で、業務用スー

パー「Makro」が１１店舗を売却したとの噂を紹介した。 

 

本件について、「Makro」は公式サイトで声明を発表。 

 

「現在、３０超の販売網を復旧させるための活動に尽力

している。最初は６カ月のうちに６店舗を回復する。」 

とした。 

 

「Makro」はベネズエラ国内に３７の施設があるとされ

ているため、一部は売却された可能性もあるが、少なく

とも撤退の意思はないようだ。 

 

社 会                        

「マラカイボ湖の大橋 女児がコンサートで占拠」              

 

スリア州のオマール・プリエト知事とスリア州の企業家

との汚職疑惑が報じられている。 

 

発端は、スリア州マラカイボ湖の橋で行われたコンサー

ト。マラカイボ湖はベネズエラで最も大きな湖で、この

湖にかかる巨大な橋がある。 

 

この橋を１０歳くらいの女の子が占拠した。 

マラカイボ湖の橋を占拠してコンサートを行ったのは

「Anabella Queen」と呼ばれる女の子。 

 

彼女のコンサートは「Anabella Queen」という「Youtube」

アカウントで見ることが出来る。 

 

彼女がどうしてこのような事が出来たのかというと、彼

女の父親ダニロ・ナモール氏（写真下の人物）がスリア

州のオマール・プリエト知事と密接な関係にあることが

理由だという。 

 

 

 

（写真）Anabella Queen 

 

ナモール氏は、スリア州にある国営スーパー「アバスト

ビセンテナリオ」を買い取り、「ハイパーマーケット La 

Grande」を経営している人物。 

 

「この橋を占拠するためにプリエト知事にいくら支払

ったのか」と非難のコメントが多く投稿されている。 

 

なお、筆者は彼女のコンサート映像を Youtube で見た

が、このコンサートが実施された背景は別として、コン

サート自体は中々良いものだった。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c1044130ab38be7c460271d56890d46.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kfz0NKQy4Vw

