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（写真）マドゥロ大統領 Twitter “与党国会 最高裁判事２０名を任命、野党系判事も含まれる” 

 

 

２０２２年４月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「在米ベネズエラ人５０名超 制裁強化を要請」 

「与党 汚職撲滅オペレーションを強化 

～野党の迫害に使用している懸念あり～」 

「副大統領 与野党協議はメキシコで実施」 

「専門家 野党に真摯に協議を検討するよう要請」 

経 済                     

「英 Economist 誌 

～バイデン政権とマドゥロ政権の再協議報じる」 

社 会                     

「コロンビア 陸路の入国規制を緩和」 

２０２２年４月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「与党国会 最高裁判事を任命 

～非与党系判事が２０人中４人～」 

「CNE 国連の選挙監視団と協議」 

「アレックス・サアブ氏 コロンビア自宅売却」 

「マドゥロ政権 被災対策用基金を発表」 

経 済                    

「Ecoanalitica ２２年の GDP 成長率は８％」 

「中央銀行 外貨市場へのドル投入が減少」 

社 会                    

「新手の WhatsApp 詐欺が拡大」 
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２０２２年４月２５日（月曜）             

政 治                       

「在米ベネズエラ人５０名超 制裁強化を要請」         

 

４月２５日 米国に住むベネズエラ移民５０名は米国

のバイデン政権に対して、マドゥロ政権への制裁強化を

求める趣旨の陳情書を送った。 

 

４月１４日 ベネズエラ国内の経済界・学術界の関係者

ら２５名がバイデン政権に対して、経済制裁の緩和を求

める趣旨の陳情書を送っていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.741」）。 

 

今回の陳情書の公表は、制裁緩和を求めるグループへ対

抗する趣旨があると思われる。 

 

在米ベネズエラ人５０名超の署名がされた陳情書では 

マドゥロ政権への制裁強化、国際刑事裁判所が行ってい

るマドゥロ政権の人道に対する罪の調査の支援、自由で

公平な選挙を実現し、政治犯らを解放するために更なる

支援を要請した。 

 

また、「ベネズエラ経済の悪化については、経済制裁を

受ける以前から始まっていた」と指摘。 

 

経済悪化の原因はマドゥロ政権にあるとの見解を示し、

米国が科している制裁は、マドゥロ政権からの自由を求

めるベネズエラ国民の戦いを支援するために必要」とし

た。 

 

ただし、この記事の原文となった陳情書を探したが、ネ

ット上で確認できない。 

 

この陳情書に署名をした５０名超の在米ベネズエラ人

の名前も記事には報じられておらず、不明な部分の多い

陳情書になっている。 

「与党 汚職撲滅オペレーションを強化          

   ～野党の迫害に使用している懸念あり～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.745」で紹介した通り、

与党 PSUV の全国党大会でのメインテーマは汚職撲滅

だった。 

 

この方針を受けてか、４月２５日 タレク・ウィリアム・

サアブ検事総長は公務員の汚職に関する捜査を強化す

る姿勢を示した。 

 

サアブ検事総長は、警察が道路監視の際に賄賂を受け取

ることで捜査の手を緩める、あるいは賄賂を受け取る目

的で何らかの理由を付けて運転手を脅迫するなど犯罪

行為の訴えが散見されていると指摘。犯罪行為撲滅のた

めの捜査を強化すると発表した。 

 

また、先週４月２１日に検察庁はミランダ州サモラ市の

ラジエル・ロドリゲス市長を処罰している。 

 

ロドリゲス市長は、同市 Terrinca de Guatire 地区にあ

る住居の倒壊を命じたという。居住者は違法に同地に住

んでいたようで、ロドリゲス市長が行政命令で撤去を命

じ、住居を取り壊したようだ。 

 

ベネズエラでは原則、強制的に住居から退去させること

は禁止されており、検察庁はロドリゲス市長が禁止事項

を違反したと認識したようだ。 

 

ロドリゲス市長は独立野党「隣人の力（FV）」に所属す

る政治家で、検察庁の取り締まり強化が野党政治家への

圧力に使用されるのではないかとの懸念が高まってい

る。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01c71be141d97542933d56ad393ba05f.pdf
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他、公務員の逮捕ではないが、検察庁はモナガス州にあ

る PDVSA 施設で窃盗を働いていた罪で２名の一般人

を逮捕したと発表した。 

 

マドゥロ大統領は全国党大会の際に「鉄くずの違法売買」

についても取り締まりを強化するよう要請していた。 

 

現在、ベネズエラでは老朽化した施設の鉄を外国に売る

ことで外貨を稼ぐケースが増えており、中には老朽化し

ていない設備などを破壊し、鉄くずを盗む事件も多発し

ている。 

 

ベネズエラでは度々停電が起きている。 

野党側は発電施設のメンテナンス不足・与党側はテロ攻

撃が原因と訴えているが、設備の盗難も停電が起きてい

る原因の１つだろう。 

 

「副大統領 与野党協議はメキシコで実施」         

 

４月２５日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、「社会

対話フォーラム」に登壇。演説の中で、「与野党協議は

メキシコで行う」との方針を示した。 

 

「現在、我々はより広範囲なセクターと協議を行うため、

メキシコで行う対話を再構築している段階だ。この対話

には全てのベネズエラ国民が含まれていると認識して

もらう必要がある。」と言及した。 

 

４月５日 与党国会のロイ・ダサ議員は「次の与野党協

議はベネズエラ国内で行う」と述べていた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.737」）。 

 

しかし、ロドリゲス副大統領はメキシコで行うと述べて

おり、発言がかみ合っていない。ロドリゲス副大統領の

方が交渉の中心にいる人物で、メキシコで行われる可能

性の方が高そうだ。 

 

「専門家 野党に真摯に協議を検討するよう要請」                  

 

ベネズエラ国内の専門家らから野党に対して、マドゥロ

政権との交渉に臨むよう求める声が増え始めている。 

 

「選挙管理委員会（CNE）」で野党系役員として活動し

ていたビセンテ・ディアス氏は、野党に対して「野党は

もっと交渉に積極的にならなければいけない」と助言し

た。 

 

「仮に私が野党政治家であれば、２０２４年の政権交代

よりもベネズエラ国民の生活の質向上に重点を置くだ

ろう。野党は協議にもっと関心を持つ必要がある。なぜ

ならマドゥロ政権は政府としての権限を既に持ってい

る。」と指摘した。 

 

同時に、制裁について 

「制裁を解除しただけでは、ベネズエラの問題は解決し

ない。制裁はベネズエラの現在の状況の責任ではないが、

状況を悪化させている。」との見解を示した。 

 

他、４月１４日にベネズエラの経済界・学術界関係者ら

２５名がバイデン政権に対して経済制裁の緩和を求め

る陳情書を送った。 

 

こ の 陳 情 書 に 名 前 を 連 ね て い る 世 論 調 査 会 社

「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、与野党協議

について 

「“制裁緩和を求めるのは与党の協力者“、”制裁を緩和

することでマドゥロ政権が安定する“という指摘は馬鹿

げた指摘だ」と主張。 

 

「この主張をする人々は、現在マドゥロ政権が瀕死の状

況にあると理解しているのだろうか。あるいは、マドゥ

ロ政権がベネズエラ国内をコントロールしていないと

理解しているのだろうか。」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5ca3d3c21aa21512b5934a9a2fdecc66.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5ca3d3c21aa21512b5934a9a2fdecc66.pdf
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「ベネズエラの石油産業を１００％稼働させるため、民

間企業の投資を増やすため、あらゆることをマドゥロ政

権と交渉しなければいけない。」と指摘。野党が積極的

に協議を行う必要があるとの見解を示した。 

 

また、レオン代表は、バイデン政権に送った陳情書につ

いて、「多くの人はこの陳情書に書かれている内容を読

んでいない。メディアが報じているのは、この陳情書を

送った２５名の名前だけだ。」と指摘。 

 

政治的な印象操作に呑まれることなく、正確に陳情書の

内容を理解してほしいと訴えた。 

 

経 済                        

「英 Economist 誌                                     

 ～バイデン政権とマドゥロ政権の再協議報じる～」           

 

英国経済誌「The Economist」は、マドゥロ政権のデル

シー・ロドリゲス副大統領とフェリックス・プラセンシ

ア外相がトリニダード・トバゴでバイデン政権高官と協

議を行うと報じた。 

 

協議のテーマは石油産業の制裁緩和についてだという。 

 

同誌によると、多くの外資系エネルギー会社が、この協

議を通じてマドゥロ政権がベネズエラの石油産業のコ

ントロールを緩和することを期待していると報じてい

る。 

 

なお、直近の世論調査では、マドゥロ大統領の支持率は

１９％と過去数年で最も高い数字になっており、一方で

グアイド議長（暫定大統領）の支持率は１２％と低迷し

ているという。 

 

 

 

 

マドゥロ大統領が大統領に就任した当時、マドゥロ大統

領の右腕とされていたテミル・ポーラス氏（早い段階で

マドゥロ政権から離脱し、現在は研究者として活動）は、

現在のマドゥロ政権について 

「２０１３年にマドゥロ政権が発足して９年が経過す

るが、現在のマドゥロ政権が最も安定している」と指摘。 

 

「マドゥロ政権と合意をするのであれば、バイデン政権

の求める要件を１００％呑ませることはできない。」と

の見解を示した。 

 

社 会                        

「コロンビア 陸路の入国規制を緩和」           

 

現在、コロンビアにベネズエラから入国する場合、陸路

での入国が基本となっている。 

 

陸路での入国に当たり、コロンビア移民管理局は「Pico 

y Placa」という入国コントロールを実施しており、身分

証明書「Cedula」の末尾の数字をもとに入国できる人を

決めている。 

（例えば、身分証明書の末尾の数字が「１」「２」の人

は月曜に入国可能、末尾の数字「３」「４」の人は火曜

に入国可能など） 

 

「Pico y Placa」を採用している理由は、Covid-１９感染

拡大防止のためだが、ベネズエラ移民の増加を抑えるた

めという目的もあるだろう。 

 

しかし、コロンビア政府はこの「Pico y Placa」を５月１

日に解除すると発表した。 

 

現在、ベネズエラの Covid-１９感染者数は減少してお

り、経済も回復基調にあり、Covid-１９感染源、移民流

入のリスクが減ったと理解したものと思われる。 
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２０２２年４月２６日（火曜）              

政 治                       

「与党国会 最高裁判事を任命              

     ～非与党系判事が２０人中４人～」        

 

４月２６日 ベネズエラ与党国会は、最高裁判事２０名

を任命した。任命された２０名は以下の通り。 

 

憲法法廷： Gladys Gutiérrez 判事、Lourdes Suárez 判

事、Luis Damiani Bustillos 判事、Calixto Ortega 判事、

Tania D’Amelio 判事 

 

政治行政法廷： Malaquías Gil 判事、Bárbara César 判

事、Juan Carlos Hidalgo 判事 

 

選挙法廷： Carlisia Rodríguez 判事、Fanny Márquez 判

事、Inocencio Figueroa 判事 

 

刑事上告法廷： Elisa Gómez 判事、Maikel Moreno 判

事、Carmen Castro 判事 

 

社会上告法廷： Edgar Gaviria 判事、Carlos Castillo 判

事、Elías Bittar 判事 

 

民事上告法廷： Carmen Álvarez 判事、Henry Timaure 

Tapia 判事、José Luis Gutiérrez 判事 

 

特筆するべき判事は、マイケル・モレノ判事（刑事上告

法廷）、グラディス・グティエレス判事（憲法法廷）。 

 

モレノ判事は現在の最高裁判長で、グティエレス判事は

前最高裁判長。 

 

誰が最高裁判長に就任するのかは明確に報じられてい

ないが、名前の列挙順から想像するにグティエレス判事

が最高裁判長なのではないだろうか。 

 

なお、最高裁判所の仕組みや最高裁判事検討に関するテ

ーマは「ウィークリーレポート No.246」で紹介してい

る。 

 

また、今回の判事の中には野党に近い判事が４名含まれ

ていると報じられている。 

 

最高裁判事の任命に当たり、マドゥロ政権が野党に対し

て、一部判事のポジションを分けることを提案していた

と報じられている。野党系の判事４名（１名は代理判事）

が任命されたことは野党と合意が成立したことを意味

しているのかもしれない。 

 

野党系とされる判事は以下の４名だという。 

 

民事上告法廷：José Luis Gutiérrez 判事 

社会上告法廷：Elías Bittar 判事 

選挙法廷：Inocencio Figueroa 判事 

政治行政法廷の判事代理：Luis Emilio Rondón 判事 

 

「CNE 国連の選挙監視団と協議」           

 

４月２６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、２０２１

年１１月の州知事・市長選の際にベネズエラを訪問した

国連選挙監視団のメンバーと協議を行った。 

 

同協議に出席したのは、CNE のペドロ・カルサディー

ジャ代表（与党系）、エンリケ・マルケス副代表（野党

系）、タニア・デ・アメリア役員（与党系）、アレクシス・

コレドール役員（与党系）、ロベルト・ピコン役員（野

党系）の５名全員。 

 

具体的な協議内容については公表されなかったが、国連

監視団から選挙制度に関する一連の助言を受けたとい

う。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
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（写真）CNE “CNE 役員ら 国連選挙監視団と協議” 

 

「アレックス・サアブ氏 コロンビア自宅売却」         

 

「コロンビア特別資産団体（SAE）」は、マドゥロ政権の

テスタフェロ（資産隠しに協力する人物）として、米国

で裁判を受けているアレックス・サアブ氏がバランキー

ジャに所有するマンションの競売を開始した。 

 

報道によると、同マンションはバランキージャの

Riomar 地区にある高級マンションで、売りに出されて

いる金額は１２９億４，２０８万ペソ（約４．２億円）

だという。 

 

なお、同マンションの資産価値は２倍以上の２８０億ペ

ソと評価されていたため、相当なディスカウントで販売

されている事になる。 

（写真）コロンビア検察 

 

「マドゥロ政権 被災対策基金を発表」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.743」「No.745」で大雨の影

響で広範囲にわたり水災が起きているとの記事を紹介

した。 

 

４月２６日 マドゥロ大統領は、この水災に対応するた

めの「被災対策基金」を発表。被害の大きいメリダ州、

タチラ州、スリア州およびカラカスを対象に１，０００

万ボリバル（ドルに換算すると約２２５万ドル）の対策

用予算を投じると発表した。 

 

経 済                       

「Ecoanalitica ２２年の GDP 成長率は８％」                  

 

ベネズエラの経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥル

バル・オリベロ氏は、「２０２２年 経済見通しフォー

ラム（Foro perspectiva economica 2022）」で登壇。 

 

２０２２年のベネズエラ経済成長率について、前年比

８％増との予想を発表した。また、今後２年、３年もこ

の水準の成長率が継続することは可能だが、そのために

は抜本的な制度の改革が必要との見方を示した。 

 

オリベロ氏によると、経済成長の主な要因は原油価格の

上昇と産油量の増加による政府の外貨収入の増加と指

摘。 

２０２１年より７０％ほど外貨収入が増えるとの見通

しを示した。 

 

また、民間消費の増加も経済成長の要因になると指摘。 

外国からの仕送りも２１年より増えると指摘した。 

 

他、２０２２年のインフレ率について１８０％と予想。 

IMF は５００％と予想しているが、下方修正すること

になるだろうとの見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a1997e728d43540c214c2ffa60c08fb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01c71be141d97542933d56ad393ba05f.pdf
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「中央銀行 外貨市場へのドル投入が減少」         

 

４月２６日時点のベネズエラの為替レートは中央銀行

の公定レート（両替テーブル）で１ドル４．４５ボリバ

ル。並行レートは１ドル４．５７ボリバル（Dolar Today）

となっている。 

 

２１年１０月には並行レートは１ドル５ボリバルだっ

た時もあり、この６カ月間、ベネズエラの為替レートは

安定している。 

 

為替レートが安定している要因は、中央銀行が外貨を両

替市場に投入しており、外貨需要をコントロールしてい

るため。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、４月にベ

ネズエラ中央銀行が両替市場に投入した外貨は約９，７

００万ドル。先月の１．２億ドルから１９％ほど減少し

たという。 

 

社 会                       

「新手の WhatsApp 詐欺が拡大」            

 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」の Pavel Uzcategui 氏は、

「WhatsApp」を使用した新手の詐欺に警戒を呼び掛け

た。 

 

CICPC は実際に詐欺で使用されたメッセージを公開。 

Jack という人物に宛てに、ユーザー名とパスワードを通

知。口座に７４．５万ドルが入っていると書かれた文章

が送られている。 

 

このメッセージには URL がリンクされており、この

URL にアクセスすると、携帯電話に入っている個人情

報が盗まれる仕組みになっているという。 

 

 

CICPC はこのメッセージを見たらすぐにブロックし削

除するよう呼び掛けた。 

 

 

（写真）CICPC 

 

以上 


