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（写真）グアイド政権 “４月１７日 医療従事者を中心とする抗議行動を実施” 

 

 

２０２１年４月１６日（金曜） 

 

政 治                     

「最高裁 El Nacional に罰金１３００万ドル超 

～ベネズエラの本社を失う可能性大～」 

「マドゥロ大統領 ４月１９日の週に残り支払う 

～ワクチン接種の本格開始は６月から？～」 

「ペルー大統領選 フジモリ候補は反マドゥロ派」 

「野党政治家 主要野党解体を要求」 

経 済                     

「IMF ベネズエラの SDR 引き出しは不可」 

社 会                     

「Anonymous 国営金融機関にサイバー攻撃」 

21 年 4 月 17～18 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド政権 医療関係者の抗議行動実施 

～４月１９日の抗議行動は？～」 

「Datanalisis ７６％は政権交代望んでいる」 

「カボベルデで国民議会選挙を実施」 

「ゲラ議員 マドゥロ政権と合意の必要に言及」 

経 済                    

「中央銀行 ２１年３月までインフレ率を更新」 

「グアイド議長 TELESUR 掌握を要請」 

「SUDEBAN BOD 銀行介入を１２０日延長」 

「ディーゼル燃料不足で作付けは目標の１０％」 
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２０２１年４月１６日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 El Nacional に罰金１３００万ドル超      

    ～ベネズエラの本社を失う可能性大～」       

 

４月１６日 ベネズエラの最高裁は、与党「社会主義統

一党（PSUV）」のディオスダード・カベジョ副党首が現

地メディア「El Nacional」を相手取り行った名誉棄損の

訴えを認め、「El Nacional」に対して２３．７万ペトロ

の賠償金を支払うよう命じた。 

 

「ペトロ」とは、マドゥロ政権が作ったデジタル通貨の

単位で、「ペトロの価格」＝「ベネズエラ原油の価格」

としているが、実際のところ両者の価格は一致していな

い。 

 

例えば、現在のベネズエラ原油価格は１バレル５０ドル

弱とされているが、報道によると今回の賠償金は１ペト

ロ５６．４ドルで換算されているようだ。 

 

１ペトロ５６．４ドルで計算すると、２３．７万ペトロ

は１，３３６．７万ドルになる。名誉棄損に対する賠償

金の相場は筆者には分からないが、かなり大きな額では

ないだろうか。 

 

今回賠償金の支払いを命じられた「El Nacional」は、伝

統的な野党系メディアで、ベネズエラで最もメジャーな

全国紙の１つ。故チャベス政権、マドゥロ政権と敵対し

続けたメディアである。 

 

過去、ベネズエラの野党系メディアと言えば、「El 

Nacional」と「El Universal」の２大巨頭だったが、「El 

Universal」は、与党系の人物に株式を買われ、現在はマ

ドゥロ政権への非難を封印。スポーツ紙のようになって

いる。 

 

「El Nacional」は、マドゥロ政権への非難を続け、政府

の嫌がらせと、経済悪化で経営が悪くなり１８年１２月

に印刷新聞の発行を停止した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.228」）。 

 

印刷新聞の発行は停止したが、現在もウェブサイトで情

報発信を続けている。 

 

今回の訴えの直接的なきっかけは、２０１５年に「El 

Nacional」が新聞で掲載したスペイン系メディア「ABC」

の転載記事。 

 

この記事は、ディオスダード・カベジョ PSUV 副党首の

元護衛を務めていた Leamsy Salazar 氏のインタビュー

記事で、Salazar 氏は、カベジョ PSUV 副党首が麻薬取

引に関与していたと指摘していた。 

 

この訴えを受けて、同年８月にカベジョ PSUV 副党首

は「El Nacional」を名誉棄損で訴え、現在に至っている。 

 

今回の一件について、「El Nacional」のミゲル・エンリ

ケ・オテロ氏はインタビューに答え、 

「今回の判決は、El Nacional を接収し、カベジョに引

き渡すためのものだ。El Nacional は物理的にはなくな

るかもしれないが、デジタルメディアを通じて情報発信

を続ける。」 

との見解を示した。 

 

以前からカベジョ副党首は、「この裁判で勝訴した暁に

は「El Nacional」の本社を学校として使用する」と述べ

ており、それが現実的な状況になっている。 

 

もちろん、今回の判決については多くの野党関係者から

マドゥロ政権を非難する声明が出されており、「報道に

対する抑圧」「報道の自由の侵害」が主張されている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
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「マドゥロ大統領 ４月１９日の週に残り支払う     

   ～ワクチン接種の本格開始は６月から？～」         

 

４月１０日 マドゥロ政権は COVAX へ５，９２０万

スイスフラン（約６４００万ドル）を支払ったと発表。 

この金額は２０年９月に OPS と合意した総額１．２億

ドルの半分に当たると説明した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.585」）。 

 

マドゥロ政権による COVAX 支払いを受けて、グアイ

ド議長は残り半分の支払いを提案していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイNo.586」）。 

 

しかし、マドゥロ大統領はグアイド政権の提案を無視。 

マドゥロ政権として支払い原資を探す意思を示した。 

 

そして、４月１８日 マドゥロ大統領は演説で「今週中

（４月１９日の週）に COVAXへ残りの支払いを行う。」

と発表した。 

 

また、ワクチン到着の見通しは５月と言及。 

６月～７月にかけて一般に向けた接種が本格化すると

説明した。 

 

ただし、マドゥロ大統領は過去「２１年４月にはワクチ

ンの本格接種を開始する」と説明しており、今回も実現

するかどうかは不明だ。 

 

「ペルー大統領選 フジモリ候補は反マドゥロ派」                  

 

４月１１日にペルーで行われた大統領選は、同日の選挙

で得票率５０％を超える候補がいなかったため、６月６

日に１位と２位通過の候補が決選投票を行う予定とな

っている。 

 

 

 

１位通過したのは、急進左派のペドロ・カスティジョ候

補。２位通過したのは、保守系右派に属するケイコ・フ

ジモリ候補。 

 

フジモリ候補のベネズエラに対するスタンスはよくわ

からなかったが、フジモリ候補は、故チャベス政権・マ

ドゥロ政権を強く非難する立場にあるようだ。 

 

フジモリ候補はテレビのインタビュー番組に出演。 

ベネズエラ移民に関する質問を受けると、 

「ベネズエラ国民は夢をもってペルーに来ているわけ

ではない。彼らは紛争の被害者だ。彼らは物不足と空腹

から逃げるためにペルーに来ている。 

 

チャベスとマドゥロはこの問題を生み出した癌で彼ら

がベネズエラ国民を殺害している。」 

との見解を示した。 

 

一方、１位通過のペドロ・カスティジョ候補は、グアイ

ド政権・マドゥロ政権のどちらをベネズエラ政府と認識

するかについて質問を受けると「ペルーの利益を優先し

て考える」と述べており、どちらをベネズエラの政府と

認識するかのスタンスは明確にしていない。 

 

「野党政治家 主要野党に解体を要求」         

 

主要野党の１つ「新時代党（UNT）」の筆頭書記官を務

めたこともある「人権擁護基金」のエンリケ・オチョア

氏は、現在の主要野党４党（大衆意思党、第一正義党、

行動民主党、新時代党）に対して、過去５年間の失敗の

責任を取り、解体するよう求めた。 

 

オチョア氏は、４月１３日にロドリゲス議長が暴露した

グアイド政権の２１年予算について言及。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
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オチョア氏は、現在の主要野党について「米国の操り人

形になっている」と指摘。 

 

また、米国に対して 

「ベネズエラに被害を与えるだけの野党政党への支持

を撤回し、マドゥロ政権の方針に反対している別のグル

ープを支援するべきだ」 

と方針転換を求めた。 

 

経 済                        

「IMF ベネズエラの SDR 引き出しは不可」           

 

米国金融系メディア「Bloomberg」は、「IMF はベネズ

エラの SDR を行使させない見通し」との記事を投稿し

た。 

 

SDR とは「特別引き出し権」と呼ばれるもので、IMF 加

盟国の政府が緊急的な資金が必要になった場合、引き出

しを求めることができる権利のこと。 

 

現在「国際通貨基金（IMF）」は、低中所得国の Covid-

１９ワクチン接種を推進する目的で、総額６，５００億

ドルの「特別引き出し権（SDR）」を新たに配分するこ

とを議論しており、承認される見通し。 

 

ベネズエラも低中所得国に入るため、SDR の配分を受

けることになるはずだが、IMF 加盟国内でベネズエラ

政府に対する見解が分かれており、引き出しができない

という。 

 

IMF は国連のような１国１票制ではなく、加盟国の拠

出額に応じて投票権が増える仕組み。 

 

最も多くの金額を拠出している米国の方針が強く反映

される組織となっている。 

 

 

社 会                        

「Anonymous 国営金融機関にサイバー攻撃」           

 

ツイッターのアカウント「Anonymous Venezuela」は、

４月１４日にベネズエラ銀行やベネズエラ国軍銀行な

どの公的金融機関にサイバー攻撃を仕掛けたことを明

らかにした。 

 

確かに、同日ベネズエラ銀行など複数の銀行ウェブサイ

トでポータルサイトにアクセスできないとの訴えが起

きていた。 

 

同アカウントでは「攻撃は始まったばかり」と書かれて

おり、今後も同様のサイバー攻撃が続くようだ。 

 

対象がマドゥロ政権であったとしても、国営銀行へのサ

イバー攻撃は犯罪だが、ツイッターはこのアカウントを

停止しないでよいのだろうか？ 

 

なお、このツイッターは１．４万人のフォロワーがいる

アカウントだ。 

 

 

（写真）Anonumous Venezuela 
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２０２１年４月１７日～１８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド政権 医療関係者の抗議行動実施       

       ～４月１９日の抗議行動は？～」        

 

４月１４日 グアイド政権の記者会見の際に「カラカス

看護師学校」の学長が４月１７日に抗議行動を実施する

と発表。グアイド議長は、医療従事者に限らず、他の国

民も参加するよう呼び掛けていた。 

 

Covid-１９感染の波が訪れている現在、大衆を集めるよ

うなイベントを実施することに疑問の声もあったが、抗

議行動は実施され、グアイド政権関係者も参加した。 

 

抗議行動は、チャカオ市にあるロス・パロス・グランデ

スの広場から出発。フランシスコ・デ・ミランダ通りの

至近距離にある国連開発計画（UNDP）まで行進した。 

 

抗議行動全体を映した写真が確認できないため、正確な

人数は分からないが、１ページ目の写真、下の写真が最

も大きなアングルで撮られている写真。 

１００名はいかない印象。その中の多くは政党関係者と

思われ、一般の参加者は少ないだろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

なお、１カ月前の３月１８日。 

学生団体が、ベネズエラの独立記念日にあたる４月１９

日に抗議行動を行うと発表。グアイド議長もこの抗議行

動を支持し、支持者に参加を求めていた。 

 

つまり、ベネズエラでは明日、抗議行動が行われる予定

だが、グアイド政権は同抗議行動についてツイッターで

参加を呼び掛けていない。無くなったのかもしれない。 

 

「Datanalisis ７６％は政権交代望んでいる」           

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン代表は、

アンケート調査の結果として、ベネズエラ人の７６％は

政権交代を望んでおり、現在の社会・経済混乱の責任は

マドゥロ政権にあると考えていると説明。 

 

グアイド政権に対して、「国民の意思は明確であり、野

党が正しい方針を示すことができれば政権は変えるこ

とができる」とアドバイスした。 

 

また、「野党はマドゥロ政権との闘いに注力しておらず、

野党内部の争いに注力している。野党は、現在の暫定政

権を維持するため、考えの異なる野党グループを攻撃し

ている。 

 

これが国民の失望を生んでいる。野党が今の方針を変え、

国民に政権交代に向けた道筋を示すことができない限

り、今の状況は変わらない。」 

と分析した。 

 

また、野党内部での考えの違いについて 

「良い悪いの問題ではない。ただ考え方が違うだけだ。」

と説明。 

 

考えの違う人を攻撃するのをやめるよう求めた。 
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「カボベルデで国民議会選挙を実施」         

 

４月１８日 アフリカのカボベルデで国民議会選挙が

開催された。国民議会の議員７２名全員が交代する選挙

で、同国の政治方針に大きな影響を与えるとされている。 

 

これまでカボベルデはベネズエラとは全く縁のない国

だったが、今は毎日のようにベネズエラのニュースを騒

がせている。 

 

理由は、マドゥロ政権のテスタフェロ（資金隠しに協力

する人物）とされるコロンビア人企業家のアレックス・

サアブ氏がカボベルデに拘束されているため。 

 

米国はカボベルデ政府に引き渡しを求めており、同国政

府も引き渡し意思を見せているが、同国が加盟する「西

アフリカ経済共同体」の裁判所がサアブ氏の米国引き渡

しが違法として、引き渡しをしないよう求めており、国

際問題に発展している。 

 

カボベルデには、大統領と首相が存在しており、国会議

員の議席が多い政党から首相が出る。 

 

現在は「民主運動（MpD）」が国民議会の４０議席と多

数派だが、MpD と対抗する社会主義政党「カボベルデ

独立アフリカ党（PAICV）」が議席の過半数を占めた場

合、PAICVから首相が選出される。 

 

その場合、カボベルデ政府の現在の方針が変わる可能性

がある。 

 

「El Nacional」によると、開票率９５％の時点で３６議

席は MpD。まだ４議席の結果が明らかになっていない

が、１議席でも MpD が採れば、MpD が引き続き多数

派になる。MpD には勝利の雰囲気が漂っているようだ。 

 

 

「ゲラ議員 マドゥロ政権と合意の必要性に言及」         

 

４月１８日 「第一正義党（PJ）」に属するホセ・ゲラ

議員は、ウラディミール・ビジェガス記者の番組に出演。 

 

与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長が訴えたグアイド政

権の２１年予算案についてコメント。 

 

グアイド政権の内部調査をする必要があるとの認識を

示した。 

 

ゲラ議員は、この訴えについて「国民の疑念を晴らすた

め、グアイド政権の予算案について調査を要請する。 

 

ただし、この訴えは、倫理的な観点から言って長年汚職

に手を染めてきたホルヘ・ロドリゲスから出てよいもの

ではない。 

 

彼らはベネズエラの予算法を無視している。最近、彼は

欧州に出張したようだが、そのお金はどこから出てい

る？」と反論した。 

 

また、マドゥロ政権との対話について、必要性を認めた。 

「ベネズエラは選挙を通じて政権交代をしなければい

けないと考えている。ベネズエラは統治に関する合意を

結ばなければいけない。今のベネズエラはマドゥロだけ

では統治できない。同様に我々だけでも統治できない。 

 

最低限の部分は合意を結ぶ必要がある。それが出来なけ

れば誰にとっても不幸だ」との見解を示した。 

 

「ウィークリーレポート No.195」でも触れたが、グア

イド政権の方針と異なり「第一正義党（PJ）」は、マド

ゥロ政権との対話・選挙参加を支持しているようだ。 

ゲラ議員の発言は、PJ の見解を反映したものと思われ

る。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a1ce552fe52e3bf7eec5de81d1f51f00.pdf
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経 済                       

「中央銀行 ２１年３月までのインフレ率を更新」            

 

ベネズエラ中央銀行は２１年３月までのインフレ率を

公表した。 

 

２１年１月のインフレ率は前月比４６．６％。 

２１年２月のインフレ率は同３３．８％。 

２１年３月のインフレ率は同１６．１％。 

この３か月間の累積インフレ率は１２７．８％となった。 

２０年４月～２１年３月までの１２カ月間の累積イン

フレ率は３，０２５．３％だった。 

 

なお、グアイド政権側が公表しているインフレ率は 

２１年１月は５５．２％。 

２１年２月は５０．９％。 

２１年３月は９．１％ 

累計インフレ率は１５５．３％。 

２０年４月～２１年３月までの累積インフレ率は３，８

６７％となっている。 

 

慢性的な高インフレが続いているので、先月比１６．

１％のインフレが低いように見えてしまうから不思議

だ。 

 

「グアイド議長 TELESUR 掌握を要請」         

 

４月１７日 グアイド議長は自身のツイッターで、 

「Telesur は、独裁政権の検閲により、虚偽の情報を流

すメディアになっている。Telesur はマドゥロ政権を維

持する手助けをしてしまっている。」と投稿。 

 

グアイド政権は「Telesur 再構築委員会」の委員に任命

したレオポルド・カスティージョ氏とライッサ・パティ

ーニョ氏に対して、Telesur を取り戻すための活動を続

けるよう求めた。 

 

また、グアイド政権の大統領府担当官で米国に亡命した

ロベルト・マレロ氏とエドゥアルド・サペネ氏に対して、

Telesurを取り戻すために協力するよう指示した。 

 

「Telesur」は０５年に故チャベス元大統領の呼びかけ

で設立された多国籍メディア。本社はカラカスにある。 

 

当時南米主要国の大統領の多くが左派系だったため、ベ

ネズエラ、ブラジル、エクアドル、アルゼンチンなどが

共同で出資して発足している。 

 

現在の南米の政治体制は当時と大きく異なっており、

「Telesur」は事実上マドゥロ政権が私物化しており、反

米左派的な報道が続いている。 

 

「El Nacional」へのマドゥロ政権の攻撃（賠償金の支払

い判決）に対応した発言と思われる。 

 

「SUDEBAN BOD 銀行介入を１２０日延長」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、ベネズエラの民間金

融機関「BOD 銀行」に行っている介入措置を１２０日

延長することを決定した。 

 

SUDEBAN が BOD 銀行への介入措置を開始したのは

２０１９年９月（「ベネズエラ・トゥデイ No.343」）。 

それから延長が繰り返され、現在に至っている。 

 

発端は、BOD銀行の外国のグループ会社で起きた事件。

顧客の資産を危険にさらすようなリスク投資を行い、顧

客の預金引き出しができなくなったとの問題が発覚し

た（「ウィークリーレポート No.120」）。 

 

この問題はBODのパナマなど別の外国グループ会社に

も波及し、１９年９月にベネズエラも BOD 銀行の介入

措置を開始した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/004652c0ce252b1e6d2e9681d51b3474.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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なお、BOD 銀行のビクトル・バルガス頭取は、与党に

も野党にもコネクションがあり、両方の資金提供者だっ

たとされている。同銀行には何らかの問題があるようだ

が、与党も野党も主だった調査は行っていない。 

 

「ディーゼル燃料不足で作付けは目標の１０％」         

 

ベネズエラの主食はトウモロコシだが、ディーゼル燃料

の不足により、トラクターが動かないため、作付け時期

に作付けができず、２１年夏の栽培が極めて深刻な状況

になる見通しだという。 

 

農業専門メディア「Minuta Agropecuaria」によると、ベ

ネズエラ国内の需要を鑑みると、本来この時期に１２万

ヘクタールの作付けをする必要があるが、燃料不足によ

りこの目標の１０％しか作付けができていないという。 

 

この問題はトウモロコシに限らず、砂糖、豆類なども同

様だという。 

 

食べ物を輸入するにも、マドゥロ政権にそこまで多くの

バラマキ資金はないだろうし、民間セクターが輸入する

食料品もドル建てで販売されるため多くの人にとって

手に入る商品ではなくなるかもしれない。 

 

この状況をあと何年も続けることはできないはずだ。 

 

以上 


