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（写真）オルテガ元検事総長ツイッター “オルテガ元検事総長 企業家からの賄賂受領疑惑を否定” 

 

 

２０２１年４月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 ロベルト・マレロ氏の自宅捜索 

～米ストーリー大使 マドゥロ政権を非難～」 

「与野党交渉 再開の観測強まる」 

「グアイド政権 米口座４４％の資金を引き出す」 

経 済                     

「経済学者 両政権が合意すれば資金調達は容易」 

「ベトナム経済団体 経済関係強化を検討」 

社 会                     

「ルイサ・オルテガ元検事総長に汚職疑惑 

～米 検察高官に賄賂払った企業家に有罪判決～」 

21 年 4 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 医療関係の抗議行動に参加」 

「ロシアから Sputnik V ８万個到着」 

経 済                    

「米国ベネズエラ商工会議所セミナー 

～短期的な政権交代の可能性は低い～」 

「Ultimas Noticias の制裁に関する世論調査」 

「経済ドル化で勝者と敗者が明確に」 

「Inter DirecTV 撤退後１週間で１年分売り上げ」 

社 会                    

「Toyota de Venezuela カローラ新モデルを投入」 
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２０２１年４月２３日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 ロベルト・マレロ氏の自宅捜索     

  ～米ストーリー大使 マドゥロ政権を非難～」       

 

４月２３日 グアイド政権の大統領府担当官を務めて

いる「大衆意思党（VP）」のロベルト・マレロ氏のベネ

ズエラの自宅（カラカスのラス・メルセデス地区）が「犯

罪科学捜査班（CICPC）」の捜索を受けた。 

 

マレロ氏は自身のツイッターで 

「マドゥロ政権の共犯者は、私の自宅を４時間捜索し、

私たちの私財を持って帰った。また、（CICPC）は、隣

人に対して『このアパートは国のものだ。』と伝えたと

いう。」 

と投稿した。 

 

マレロ担当官は２０１９年３月にマドゥロ政権に拘束

され、２０２０年８月にマドゥロ政権が恩赦を与え解放。

その後、米国に亡命し、グアイド政権関係者として活動

を続けている（「ベネズエラ・トゥデイNo.268」No.492」）。 

 

マドゥロ政権側から本件に関する発表はないが、マレロ

担当官によると、捜索を受けた理由は「汚職容疑」だと

いう。 

 

この点についてマレロ担当官は「汚職はミラフローレス

（マドゥロ政権の大統領府）で行われている」と主張し

た。 

 

今回のマレロ担当官の家宅捜索に加え、マドゥロ政権の

最高裁は野党系メディア「El Nacional」に対してカベジ

ョ PSUV 副党首への名誉棄損を理由に約１３００万ド

ル超の賠償金支払い命令を下した。 

 

 

他、「非営利団体」に対して資金の流れや活動詳細を報

告する義務を課した。一部の「非営利団体」には米国や

英国政府関係組織からの資金が流れており、野党の活動

資金にもなっているため、実質的な野党への圧力強化と

言える（「ベネズエラ・トゥデイ No.589」）。 

 

この状況を受けて、コロンビアで在ベネズエラ・米国代

表大使の役割を担っているジェームス・ストーリー大使

は、マドゥロ政権を非難。 

 

「彼らは交渉再開を求めていると口では言っているが、

「El Nacional」を攻撃し、ベネズエラで活動する非営利

団体をテロリストのように扱っている。このような攻撃

は交渉を妨げている。 

 

私の理解では、彼らは本当に対話を求めているようには

思えない。」 

と主張した。 

 

「与野党交渉 再開の観測強まる」             

 

ストーリー大使は交渉再開について悲観的な見方を示

しているが、メディアでは与野党交渉再開の観測が強ま

っている。 

 

米国メディア「La Voz de America（VOA）」は、野党関

係者から得た情報を報道。外国政府の立ち合いによるマ

ドゥロ政権とグアイド政権の交渉が再開すると報じた。 

 

VOA によると、交渉に立ち会う外国政府は、欧米（特

にノルウェー政府）とロシアだという。 

 

ノルウェー政府は２０１９年～２０年にかけても交渉

の立ち合いを行っていた。その後も交渉再開に向けて与

野党関係者と接触を続けており、直近では２１年３月に

もベネズエラを訪問していた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年４月２３日～４月２５日報道            No.５９１   ２０２１年４月２６日（月曜） 

3 / 8 

 

交渉の焦点は、「選挙管理委員会（CNE）」の役員任命。

既に話は進んでおり、交渉再開に向けてポジティブな雰

囲気が出ているという。 

 

現在の検討事項は交渉窓口の任命。 

与党はホルヘ・ロドリゲス議長の一択だろうが、野党は

まだ決まっていないという。 

 

また、交渉再開に向けた懸念材料もあるという。 

マドゥロ政権は制裁解除のために米国との交渉を求め

ており、米国がこれを拒んでいるため、協議が実現する

かどうかわからなくなっている。 

 

ただし、野党の情報提供者は「交渉再開を求める声は大

きい」と VOA に語ったという。 

 

「グアイド政権 米口座４４％の支出承認」                  

 

４月２２日 グアイド政権は１．５億ドル超の予算を承

認した（「ベネズエラ・トゥデイ No.590」）。 

 

Bloomberg は、今回承認された１．５億ドルは、米国に

保管されているベネズエラ中央銀行の資金（３．４億ド

ル）の４４％に当たるとした。 

 

今回の支出以外にもグアイド政権は、英国銀行に保管さ

れている GOLD の裁量権をめぐりマドゥロ政権と英国

裁判所で争っている。 

 

また、グアイド政権は PDVSA２０債がベネズエラの法

律に則らず発行されたもので、債券は無効と主張。米国

で債権者と法廷闘争を繰り広げており、これらの裁判の

弁護士費用等も発生している。 

 

他、今回の承認に先駆けてワクチン調達のため３，００

０万ドルの予算を承認している。 

 

加えて、２０２０年には医療従事者に対して、３カ月に

わたり現金１００ドルを支給する「医療の英雄（Heros 

de Salud）」で１億ドル超の予算を承認・支出したとみら

れている（同予算がどのように使用されたのか、報告は

されていない）。 

 

また、２０１９年～２０年にかけてグアイド政権関係者、

野党議員への給料やその他補助の支払いも行っている。 

 

マドゥロ政権は、外国に凍結されているベネズエラ政府

資金は７０億ドルと言及しているが、その中でもグアイ

ド政権が支出する権限を持っているのは米国で凍結さ

れている資産だと思われる（欧州はグアイド政権に対す

る政府認識があいまいなため、欧州の凍結資産は支出で

きていない可能性が高い）。 

 

米国で凍結されている資金がいくらなのか、この２年半

でどのくらいの金額を支出したのか、実態はわからない

が、このままだと米国にあるベネズエラ政府資金を使い

切る可能性もありそうだ。 

 

経 済                        

「経済学者 両政権が合意すれば資金調達は容易」           

 

「国際通貨基金（IMF）」は、ベネズエラ政府が誰なのか

という認識が加盟国内で統一されていないため、ベネズ

エラへの資金援助はできないとの立場を示している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.588」）。 

 

本件について、ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・

ロドリゲス氏は、ベネズエラ国民を救うためにマドゥロ

政権とグアイド政権が合意することで資金を使用でき

るようにするべきだと提案した。 

 

ロドリゲス氏は、両政府の合意、原油と食料の交換プロ

グラムを提唱する人物。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be7fd6e918a74b42ccde249848e25109.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
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ロドリゲス氏いわく、ベネズエラの「特別引き出し権

（SDR）」の割当額は５３億ドルで、両政府が合意さえ

すれば、ベネズエラ国民が容易にワクチンを摂取できる

とした。 

 

また、英国銀行で保管されている GOLD についてもマ

ドゥロ政権とグアイド政権が裁量権を争っているが、

「この訴訟は勝てば勝ったグループのメリットになる

が、ベネズエラ国民は誰も得しない」と主張。 

双方の合意により、凍結資産を解放するよう求めた。 

 

「ベトナム経済団体 経済関係強化を検討」         

 

４月２３日 スクレ州の Edwin Rojas 知事は、スクレ州

での投資拡大を検討するためベトナムからミッション

団が訪問したと発表した。 

 

Rojas 知事によると、在ベネズエラ・ベトナム大使やベ

トナム企業らがクマナを訪問。スクレ州の特別経済地区

や工業地帯を視察したという。 

 

ベネズエラは制裁の影響で欧米・日本などの投資が減退

している。現在ベネズエラに投資するのは中国・ロシア・

トルコ・インド・ベトナムなど欧米資本主義と足並みを

そろえていないグループで、マドゥロ政権としてもこれ

らの国からの投資促進を模索している。 

 

 

 

社 会                        

「ルイサ・オルテガ元検事総長に汚職疑惑        

 ～米 検察高官に賄賂払った企業家に有罪判決～」           

 

米国の連邦裁判所でベネズエラ人企業家 Carlos Urbano 

Fermin 氏が、マドゥロ政権関係者に１０億ドルの賄賂

を支払った罪で有罪判決を受けた。 

 

Fermin 氏自身が賄賂の支払いを自白しており、彼の自

白によると、「PDVSA との契約の調査を逃れるため、検

察庁高官に賄賂を支払った」という。なお、裁判所の記

録には具体的な名前は書かれていない。 

 

しかし、この自白について、米国系メディア「AP 通信」

は、同裁判の状況を知る関係者２名から情報を入手。 

 

賄賂を支払った相手は、ルイサ・オルテガ元検事総長だ

ったと報じた。オルテガ元検事総長はこの記事の事実を

否定している。 

 

オルテガ元検事総長は、２０１７年３月までマドゥロ政

権の検察庁のトップ（検事総長）を務めていた人物。 

１７年３月にマドゥロ政権に反旗を翻し、この反乱をき

っかけに１７年は激しい抗議行動が起きた。 

 

現在はコロンビアに亡命し、打倒マドゥロ政権を掲げ活

動を続けている。 

マドゥロ政権を離反して以降、基本的に主要野党と同じ

スタンスで活動を続けていたが、２１年に入ってからは

「１９年以降の方針は誤りだった」と述べ、マドゥロ政

権下での選挙に参加する必要性を訴えている。 

 

マドゥロ政権は、今回米国が有罪判決を下した Carlos 

Urbano 氏の兄弟を逮捕していた。この逮捕について、

オルテガ元検事総長は「自身を陥れるための計略」と主

張していた。 
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Carlos Urbano 氏は２０１２年～１６年にかけて

PDVSA と多くの契約を交わしたという。 

 

オルテガ氏が検事総長を務めていた時期と一致してお

り、話に矛盾点は見られない。 

 

なお、オルテガ元検事総長がマドゥロ政権に反旗を翻し

た理由は、表向きには「マドゥロ政権が憲法秩序を犯し

たため（野党が多数派を占めていた国会の機能を奪った

こと）」とされているが、本当の理由は、オルテガ元検

事総長自身が米国の汚職調査・資産差し押さえを逃れる

ためだったとも指摘されている。 

 

２０１７年 トランプ政権が発足して以降、オルテガ検

事総長に対して米国が汚職捜査を行っていると報じら

れていた。オルテガ検事総長（当時）は、この疑惑を否

定。自身の名誉を守るため弁護士を雇うと発表していた。 

 

結果的に、オルテガ元検事総長は現在も米国政府の制裁

対象にはなっていない。 

 

彼女が雇った弁護士と米国検察との間で、マドゥロ政権

からの離反を宣言する見返りに捜査を辞める約束が交

わされた可能性は高そうだ。 

 

２０２１年４月２４～２５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 医療関係の抗議行動に参加」        

 

４月２５日 グアイド議長は、カラカスのラス・メルセ

デス地区で行われた抗議行動に参加した。 

 

抗議行動の内容は、Covid-１９ワクチンの調達、早期接

種を求めるもの。抗議行動自体はグアイド政権ではなく

「Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre」という女

性の市民団体が起こしたもののようだ。 

 

４月２１日 グアイド政権は、４０超の政党・市民団体

による新統一同盟の結成を発表。この同盟の中の市民団

体が抗議行動を呼びかけたようだ。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党国会） 

 

「ロシアから Sputnik V ８万個到着」           

 

４月２４日 ベネズエラにロシア製ワクチン「Sputnik 

V」８万個が到着した。 

 

これによりベネズエラにはこれまでに８８万個のワク

チンが到着したことになる（中国製の「Sinopharma」が

５０万個、ロシア製の「Sputnik V」が３８万個）。 

 

ベネズエラの人口が２，８００万人と仮定すると、８８

万個は全体の３．１％に過ぎない。 
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経 済                       

「米国ベネズエラ商工会議所セミナー             

    ～短期的な政権交代の可能性は低い～」            

 

４月１６日 「米ベネズエラ商工会議所（VenAmCham）」

は、世論調査会社「Delphos」の Felix Seijas 社長を招き

Zoom でオンラインセミナーを開催した。 

 

以下は、Seijas 社長のセミナー内容の概要。 

 

 

＜国民の政治に対する認識＞ 

 

現在、ベネズエラ国民の政治に対する認識は、５つに分

裂している。 

 

１つ目は「与党支持」。現在、約３０％の国民が「与党

支持」に分類される。 

 

２つ目は「野党支持」。現在、約３０％の国民がこの分

類に属する。 

彼らは抗議行動や投票など、野党政治家の呼びかけに比

較的応じやすい。 

 

３つ目は「穏健野党」。現在、約１０％の国民がこの分

類に属する。 

彼らは野党を支持しているわけではないが、政権交代は

望んでおり、期待感が高まれば抗議行動や投票にも参加

する。 

 

４つ目は「反与党」。国民全体の１５％程度。 

野党を支持しているわけではないが、与党の政権運営に

納得していないグループ。野党に共感しているわけでは

なく、「穏健野党」よりも更に政治参加をさせるのが難

しい。 

 

 

５つ目は「中立」。全体の１５％程度。 

このグループは何があっても基本的に政治にはかかわ

らない。 

 

国民の政治認識を踏まえると、与党は決して最も支持の

多いグループではないが、野党が分裂・弱体化している

ことで、結果的に安定していると指摘した。 

 

また、政権交代の可能性について「短期的には政権交代

の期待感は低い」と言及。 

 

政権交代が困難と思われる第１の理由は、マドゥロ政権

が権力を固めてしまったためと指摘。 

 

また、多くの野党政治家が外国に亡命したこと。 

これまで野党が行ってきた取り組みが暗礁に乗り上げ

ていること。などを挙げた。 

 

他、野党がこれまで行ってきたことについて「野党の活

動は、政府を極めて小さくしたが、マドゥロ政権はその

状況で生き延びる手段を学んだ。」と分析した。 

 

「Ultimas Noticias の制裁に関する世論調査」         

 

現地メディア「Ultimas Noticias」は、同社のウェブサイ

トで４月１９日～２２日にかけて制裁に関するアンケ

ート調査を実施した（回答者３，００１名）。 

 

質問は「米国の制裁・経済妨害がベネズエラ人の生活に

どのように影響を与えているか？」というもの。 

その結果を紹介したい。 

 

なお、ベネズエラでは、「Ultimas Noticias」は大衆紙と

認識されており、基本的に与党に近いメディアと理解さ

れている。 
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そのため、購読者も与党支持者が多いので、「Ultimas 

Noticias」のアンケート結果は与党に偏っている部分が

あることを前提に結果を見てもらいたい。 

 

この質問に対しての回答は、 

「全ての人に影響を与えている」が８５．９％。 

（２，５７８名） 

「いくつかの人に影響を与えている」が９．３％。 

（２７８名） 

「誰にも影響を与えていない」が４．８％ 

（１４５名） 

だった。 

 

 

 

（写真）Ultimas Noticias 

 

 

 

「政府 最低賃金ドル化を検討？」         

 

ベネズエラの政治経済学者トマス・ソシアス氏は、経済

系メディア「Bancaynegocios」の取材に答え、マドゥロ

政権が最低賃金を３０ドルに上げることを検討してい

ると言及した。 

 

一方、８，０００万ボリバル（約３０ドル）の補助金を

支給するとの提案もあり、現状は８，０００万ボリバル

の補助金支給に傾いているという。 

 

なお、現在のベネズエラの公務員の平均給料は４．７ド

ルと言われている（「ベネズエラ・トゥデイ No.586」）。 

 

個人的にはマドゥロ政権が最低賃金をドル化するのは

相当難しい気がしている。 

 

仮に最低賃金をドルにインデックスして、３０ドル相当

のボリバル通貨を給料として支払うようになった場合、

マドゥロ政権は異常な量のボリバルを給料として公務

員に支払う必要が出てくる。 

 

その場合、市中の通貨供給量が激増し、ボリバル建ての

インフレは想像を絶するものになり経済は混乱。 

 

ドル化が一層進み、ボリバル通貨が使用不可能にもなり

かねないだろう。 

 

「Inter DirecTV 撤退後１週間で１年分売り上げ」         

 

２０年５月 米国の有料放送サービス事業者「AT＆T」

は、米国の制裁を理由に有料放送「DirecTV」のベネズ

エラでのサービス提供を終了した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.447」）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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この発表から３か月後の２０年８月には「DirecTV」の

サービスを買い取る形で「Simple TV」（DirecTV ベネ

ズエラ会社の元社長が役員を務めるパナマの会社）とい

う会社が「DirecTV」のサービスを引き継いでいる。 

 

しかし、「DirecTV」のサービスが終了した２０年５月

～８月まで、視聴者の多くは有料放送が閲覧できない状

態が続いた。 

 

「DirecTV」のベネズエラ国内のシェアは有料放送市場

全体の４５．３％（１９９万世帯）で、多くの家庭に影

響を与えた。 

 

この期間、ベネズエラの有料放送事業者「Inter」は、多

くの新規顧客を得ることに成功したようだ。 

 

Inter の Marco Baptista 副社長は、経済系メディア「El 

Estimulo」の取材に応じ、この時期を振り返り DirecTV

が撤退を発表してからしばらくの間、我々の新規顧客が

急増したと言及した。 

 

この時期の１週間の売り上げは、我々がこれまで１年で

売り上げていた金額と同額になっていたと振り返った。 

 

Baptista 副社長は、引き続きベネズエラでのサービス提

供を続けると意欲を示し、新規投資を増やすとした。 

 

社 会                       

「Toyota de Venezuela カローラ新モデルを投入」            

 

「Toyota de Venezuela」は、ベネズエラにカローラの新

モデル「Corolla SEG 2.0 L 2021」を投入した。 

 

ガソリンタンクの容量は５０リットル。 

平均のガソリン消費量は１００キロで７．５リットルだ

という。 

 

正式な金額か分からないが、販売代理店のツイッター投

稿によると、同車の価格は２８，２７６ドル（プラス税）

だという。 

 

Toyota de Venezuela は、 

「ベネズエラ自動車市場のリーダーとして、顧客の求め

に応じるため、Toyota de Venezuela は最新モデル

Corolla SEG をベネズエラの消費者に用意する。」 

と発表した。 

 

なお、Toyota de Venezuela はベネズエラのスクレ州ク

マナに組み立て工場があるが、Corolla SEG はブラジル

から完成車を輸入するという。 

 

 

（写真）MSC Noticias 

“Toyota de Venezuela カローラ新モデルを発表” 

 

以上 


