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（写真）Al Navio “急進野党政治家の娘婿 汚職容疑で米国にて起訴” 

 

 

２０２２年７月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 不法入国で米国人３名を拘束」 

「米国政府 ベネズエラ人の TPS１８カ月延長」 

「マチャド VV 党首 予備選挙参加を宣言」 

「マドゥロ政権 欧州連合と関係修復？」 

経 済                     

「Rystad Energy ベネズエラの確認原油埋蔵量 

世界１０位以下にランクダウン」 

「OPEC ベネズエラ産油日量７０．６万バレル」 

「Wingo コロンビア―ベネズエラ再開に意欲」 

「中銀の GOLD 裁判 ７月１３日から開始」 

２０２２年７月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「急進野党政治家の娘婿 米国で起訴 

～PDVSA １２億ドルの汚職に関与疑惑～」 

「Delphos 予備選挙の参加意欲は高い」 

経 済                    

「企業の５０％はインフォーマルセクター」 

「８０％の消費者 購買傾向に変化」 

「INAC ２つの国の国際線運航を許可」 

「ポラール元従業員１万人の再雇用を求める」 

社 会                    

「アビラ山で強盗事件が増加」 
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２０２２年７月１１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 不法入国で米国人３名を拘束」       

 

「AP 通信」は、２０２２年に３人の米国人が拘束され

たと報じた。３名の拘束の事実は報じられておらず、ほ

とんど注目が集まっていなかったという。 

 

また、３名が拘束された理由は確定していないが、AP

通信によると不法にベネズエラに入国していたことが

原因とされている。 

 

３名のうち２名はカリフォルニア州に住む弁護士。 

１名は Eyvin Hernández 氏（４４歳）で、２０１９年か

らコロンビアに住んでいたという。 

もう１名は名前が不明。 

 

残り１名はテキサス州に住むパソコン技師（ Jerrel 

Kenemore 氏（下写真の男性）、５２歳）。 

 

彼らは別々にタチラ州で拘束されたという。 

 

 

（写真）AP 通信 Jerrel Kenemore 氏 

 

 

 

現在、米国籍で政治犯として拘束されているのは

CITGO 元役員５名と米国元海兵が１名。 

 

他、罪を犯しているので政治犯と言えるか分からないが

２０２０年３月にマドゥロ政権倒壊計画「 Gedeon 

Operation」に参加した米国民兵２名の合計８名とされ

ている。 

 

新たに米国籍の３名が政治犯として名前を連ねること

になるのかもしれない。 

 

「米国政府 ベネズエラ人の TPS１８カ月延長」         

 

米国国家安全保障省は、ベネズエラ人を対象とした「一

次保護資格（TPS）」を１８カ月延長すると発表した。 

 

２０２２年９月１０日から１８カ月の延長なので、期限

は２０２４年３月１０日になる。 

 

国家安全保障省によると、現在 TPS を受けているベネ

ズエラ人は３４．３万人だという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.778」でも紹介したが、

民主党議員２２名がバイデン政権に対してベネズエラ

人の TPS 更新を要請しており、その要請が受け入れら

れたことになる。 

 

なお、TPS で保護を受けたベネズエラ人は、ビザなしで

も米国に滞在・居住し、仕事に就くことも出来る。 
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「マチャド VV 党首 予備選挙参加を宣言」                  

 

急進野党のリーダー「ベネズエラ主導党（VV）」のマリ

ア・コリナ・マチャド党首は、野党が行う大統領選予備

選挙に参加する意思を表明した。 

 

マチャド党首は自身のツイッターで 

「マドゥロ政権の思い通りにはさせない。マドゥロ政権

をブロックする。我々はマドゥロ政権の共犯者になるこ

とはない。彼らの罠には陥らない。そして、今の状況を

腕組みしながら眺めることもしない。 

 

我々は国民の意見を聞く用意がある。ベネズエラは決し

て屈しない、自身の言葉を守る政治リーダーが必要だ。」 

と投稿した。 

 

 
（写真）マリア・コリナ・マチャド党首 twitter 

 

「マドゥロ政権 欧州連合と関係修復？」         

 

７月１１日 ベネズエラのカルロス・ファリア外相は、

欧州連合の Brian Glynn 米州地域外交サービス部長と

面談。 

 

エネルギー、環境、医療などの分野で協力関係を発展さ

せる意思を確認した。 

 

 

英国とベネズエラの関係は最悪と言えるが、EU は比較

的マドゥロ政権に対して穏健な対応を維持しており、今

回は一定の歩み寄りがみられるようだ。 

 

２月にも EU、マドゥロ政権、世界食糧機関（FAO）は

３者でベネズエラの食料事情改善のための協力協定を

締結しており、関係改善がみられる。 

 

 

（写真）カルロス・ファリア外相 

 

経 済                        

「Rystad Energy ベネズエラの確認原油埋蔵量    

       世界１０位以下にランクダウン」           

 

ノルウェーのエネルギーコンサルタント会社「Rystad 

Energy」は、年１回更新する世界のエネルギー動向に関

する報告書を公表。 

 

「世界の確認原油埋蔵量」について、上位１０位からベ

ネズエラを除外した。 

 

ベネズエラは世界１の石油埋蔵量として知られる国で、

一気に１０位以下に順位を落としたことになる。 

 

一般的に「確認原油埋蔵量」とは「経済的な観点から産

出が可能な原油の埋蔵量」を意味しており「Rystad 

Energy」はベネズエラ原油の多くについて、経済的な観

点から産出が困難と認識したことが理由と考えられる。 
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なお、「Rystad Energy」の報告によると確認原油埋蔵量

の上位１０位は、 

サウジアラビア、米国、ロシア、カナダ、イラク、イラ

ン、ブラジル、アラブ首長国連邦、クウェート、中国だ

という。 

 

エネルギー分野に精通する経済学者のヘルメス・ペレス

氏は 

「短期的にベネズエラの産油能力は制限されている。ベ

ネズエラはエネルギー市場で大きな潜在性があると認

識されているが、過去だ。 

 

この潜在性を復活させるためには、投資と実行のための

時間が必要になる。しかし、デフォルト状態で投資を期

待するのは難しいだろう。」 

との見解を示した。 

 

「OPEC ベネズエラ産油日量７０．６万バレル」                  

 

７月１１日 OPEC は、加盟国の２２年６月の産油量を

更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、６月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量１４，０００バレル減り、

日量７０．６万バレル。 

 

 

 

 

 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した６月の産

油量は先月から８０００バレル減り、日量７２．７万バ

レルだったとしている。 

 

 

（写真）OPEC 

 

「Wingo コロンビア―ベネズエラ再開に意欲」                  

 

ベネズエラとコロンビアは広大に国境を接する隣国で

ありながら、Covid-１９と政治関係が異常に悪いことを

理由に現在は国際線が飛んでいない。 

 

しかし、８月にペトロ新政権が発足することを受けてコ

ロンビアの政治方針が大きく変化。マドゥロ政権との関

係が改善し、国際線が復活するとの観測が高まっている。 

 

コロンビアの航空会社「Wingo」のホルヘ・ヒメネス販

売部長はインタビュー番組にて、「ベネズエラ航空監督

局（Inac）」の許可が下りれば、コロンビア―ベネズエラ

の国際線運航を再開する用意があるとコメントした。 

 

ヒメネス部長によると、再開するのはボゴタ―カラカス

間のみではなく、他のベネズエラ主要都市も予定してい

るという。 

 

「制限が解除された時点でベネズエラ向けの国際線を

再開する。Covid-１９以前、我々はボゴタ―カラカス間

しか運航していなかったが４つのベネズエラの都市の

空港は状態がよく、運航を検討している」と述べた。 
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「中銀の GOLD 裁判 ７月１３日から開始」                  

 

７月１３日～１８日にかけて英国にてベネズエラ中央

銀行の GOLD の裁量権を争う裁判が行われる。 

 

英国銀行は多くの国から中央銀行の GOLD の保管業務

を請け負っており、ベネズエラ中銀の GOLD３２トン

も保管している。 

 

しかし、ベネズエラの政府認識を巡り GOLD の裁量権

がグアイド暫定政権にあるかマドゥロ政権にあるかを

争っている。 

 

実際のところベネズエラを実効支配しているのはマド

ゥロ政権であり、通貨当局としての機能はマドゥロ政権

が任命した中央銀行にあるが、英国政府は政治的な認識

を理由にマドゥロ政権へ GOLD を渡すことを拒んでい

るのが実態だ。 

 

２０１９年、英国の司法当局は、当初グアイド暫定政権

に裁量権があるとの決定を下したが、マドゥロ政権がこ

れに抗議。その後、裁判所はマドゥロ政権側の主張を認

めた。 

しかし、その後グアイド暫定政権が再びこの決定に抗議。 

このように裁判と議論を繰り返し、結論が出ないままで

現在に至っている。 

 

７月１３日から始まる議論の争点は「グアイド暫定政権

が任命した中央銀行役員が有効なものかどうか」。 

 

グアイド暫定政権が任命した中央銀行役員は外国に居

住しており、通貨当局としての権限は無く、組織体も存

在しない。 

彼らが正当かどうかを議論すること自体がナンセンス

な気はするが、このような議論を続け、大量の弁護士費

用や法定費用を費やしているのが実情だろう。 

 

２０２２年７月１２日（火曜）              

政 治                       

「急進野党政治家の娘婿 米国で起訴           

  ～PDVSA １２億ドルの汚職に関与疑惑～」        

 

７月１２日 急進野党の代表政治家の１人でカラカス

首都区長を務めたことのあるアントニオ・レデスマ氏の

娘婿、ルイス・フェルナンド・ブテフ氏が汚職容疑で米

国にて起訴された。 

 

起訴された理由は PDVSA の石油事業に関連する１２

億ドルの汚職に関与したためだという。 

 

また、同じく汚職に関与したスイス人のラルフ・ステイ

ンマン氏も起訴されている。ただし、ステインマン氏は

拘束されていないという。 

 

報道によると、両名は２０１４年１２月～１８年８月に

かけて米国の金融システムを利用し、マネーロンダリン

グに手を貸していたという。この罪が確定すれば最大で

懲役２０年だという。 

 

「Delphos 予備選挙の参加意欲は高い」           

 

世論調査会社「Delphos」のフェリックス・セイハス社

長は、野党が行う予備選挙についてのアンケート調査を

実施。 

 

その結果について、「予備選挙に参加したいという国民

の意欲は高いが、現時点では決まっていないことが多く、

予備選挙の運営によっては投票率が下がる可能性も十

分にある」と指摘。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月１１日～７月１２日報道            No.７７９   ２０２２年７月１３日（水曜） 

6 / 7 

 

また予備選挙の運営方法について、回答者の多くは「市

民レベルで運営を行うことが望ましい」と考えていると

説明した。 

 

ただし、同時に CNE の関与を求める声も多いという。 

 

経 済                       

「企業の５０％はインフォーマルセクター」            

 

経済調査会社「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベ

ロス氏は、ベネズエラ経済の５０％超はインフォーマル

セクターと言及。 

 

その原因について、税制度が原因と指摘した。 

 

法人として正式に活動すると税金支払いに加えて、拠出

金、ゴミ収集費など公共サービスの支払い義務が生じ、

負担が大きすぎるため、法人で活動するインセンティブ

が失われるとした。 

 

また、経済的に厳しい状況の中で法人が負う税金を支払

うことが不可能でもあると指摘した。 

 

この、フォーマルセクターとインフォーマルセクターの

税的・制度的な負担の差が大きすぎることが問題とした。 

 

また、大規模金融取引税でドル建ての取引に一律３％の

税が加算されたこともインフォーマルセクターを促進

する要因となったとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「８０％の消費者 購買傾向に変化」         

 

コンサルタント会社「Atena Group」は、ベネズエラの

消費者は生活に必要最低限の消費を行っているとの調

査結果を公表した。 

 

また、アンケート調査の結果、約８０％の回答者は商品

についてブランドを意識するようになっているという。 

 

ベネズエラ人は元々ブランドを重要視する国民性があ

った。 

 

しかし、過去数年間は異常な経済低迷を受けてブランド

よりも価格を最優先事項に考える人々が大半となって

いた。 

 

しかし、直近の調査によると、今も価格は購買を決定す

る最も重要な要素ではあるが、品質・匂い・味などにつ

いて比較して購入する人々が大半になっているとした。 

 

「INAC ２つの国の国際線運航を許可」         

 

「ベネズエラ航空監督局（INAC）」は、アルジェリア・

カタールへの国際線の運航を許可した。 

 

現在、ベネズエラはトルコ、ロシア、ボリビア、パナマ、

ドミニカ共和国、キューバ、スペイン、ポルトガル、イ

ラン、ブラジル、セントビンセント・グレナディーン諸

島の国際線の運航を許可している。 

 

ここに新たに２カ国が加わったことになる。 

 

６月、マドゥロ大統領は中東を歴訪。 

トルコ、アルジェリア、イラン、クウェート、カタール、

アゼルバイジャンを訪問。カタールとアルジェリア訪問

の際に両国と国際線を運航することで合意していた。 
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「ポラール元従業員１万人の再雇用を求める」         

 

ベネズエラの食品大手「Polar」の労働組合フランク・キ

ハーダ代表は、国営報道局「VTV」のインタビュー番組

に出演。 

 

２０１６年以降に解雇した同社の労働者を再雇用する

よう求めた。 

 

キハーダ代表によると、２０１６年から現在までに１万

人が解雇されたという。これらの解雇は労働法に準拠し

ない不当解雇だったと主張。 

 

裁判所も労働者の再雇用を求める判決を下したが、

Polar がその命令に従っていないと非難した。 

 

「Polar」はベネズエラで最も大きな一族経営の会社で、

同社のロレンソ・メンドーサ社長は非常に強いカリスマ

性を持っている。 

 

そのため大統領選に出馬してほしいとの期待が強く、２

０１８年の大統領選の際も、仮にメンドーサ社長が出馬

することを決めた場合、主要野党は選挙に参加していた

と言われている。 

 

しかし、メンドーサ社長は、Polar の経営への悪影響を

懸念し、出馬することを断っていた。 

 

（写真）ロレンソ・メンドーサ社長 

 

社 会                         

「アビラ山で強盗事件が増加」               

 

カラカスのアビラ山で強盗事件が多発している。 

 

報道によると、７月１１日 午後５時３０分頃にアビラ

山で刃物を持った３人の男が複数の登山客を脅し、携帯

電話や靴、その他金銭になりそうな所有物を強奪したと

いう。 

 

犯人グループは捕まることなく、その場から去っていっ

た。 

 

最近、アビラ山ではこのような事件が頻繁に起きている

ようで、登山客に警戒を呼び掛けているという。 

 

以上 


