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（写真）大統領府 “マドゥロ政権 バイデン政権と２回目の協議？、与野党協議は４月か５月？” 

 

 

２０２２年３月２１日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 麻薬密売疑惑を否定 

～公開された書類は偽造、映像は別の場所～」 

「民衆権力 最高裁判事リストを国会に返却」 

「米国裁判所 サアブ氏の裁判の情報を非公開に」 

経 済                     

「サンビル 再開は２２年末から２３年５月末 

～他の接収施設も返還される可能性を示唆～」 

「Cendas-FVM ２月の基礎食糧費は４５５ドル」 

社 会                     

「栄養失調が原因で刑務所内にて死亡多数」 

２０２２年３月２２日（火曜） 

 

政 治                    

「ボカランダ氏 米ベネズエラが２回目の協議 

～エネルギー会社１１社の活動再開が主題～」 

「VP ４０名が離党、約１カ月で１４０名超」 

「大統領夫人親族の知人が祖国システムを開発」 

経 済                                           

「米国との協議を受けて債券価格が上昇」 

「並行レート 最低賃金改定後も微増に留まる」 

社 会                    

「水インフラ投資 経常予算の６６％は消失」 

「ペレス元捜査官母 所在を伝えた男性を非難」 
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２０２２年３月２１日（月曜）             

政 治                       

「グアイド政権 麻薬密売疑惑を否定          

 ～公開された書類は偽造、映像は別の場所～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.730」で、与党国会の

ホルヘ・ロドリゲス議長が、グアイド議長の所属する「大

衆意思党（VP）」が組織的に麻薬密売に関与している可

能性について告発したとの記事を紹介した。 

 

これを受けてグアイド議長および VP はロドリゲス議

長の告発を否定。マドゥロ政権のフェイクニュースだと

主張した。 

 

とはいえ、当事者が否定しても説得力がないためか、グ

アイド議長および VP は、フェイクニュースを特定する

ことを目的とした非政府系団体「Cazadora de Fake news」

のツイッターアカウントの投稿をリツイートする形で

マドゥロ政権の告発を否定している。 

 

なお、「Cazadora de Fake news」の投稿を見る限り、野

党に有利になるツイートのみで、どこまで VP に近い団

体なのかは判断できないが、政治的に中立な団体ではな

さそうだ。 

 

詳細は「ウィークリーレポート No.244」を参照された

いが、簡単に「Cazadora de Fake news」の投稿を紹介し

たい。 

 

「Cazadora de Fake news」がフェイクニュースと指摘

するのは２点。 

 

１点目は、グアイド議長が「麻薬密売容疑者（以下

Garofalo 氏）の自宅で開催されたパーティーに出席して

いた」とのロドリゲス議長の告発。 

 

ロドリゲス議長 は２０１９年にアンソアテギ州 の

Garofalo 氏自宅で撮影されたとして問題の映像を公開

したが、「Cazadora de Fake news」によると、この映像

は２０１８年にグアイド議長の友人宅で撮影したもの

だという。 

 

ただ、「Cazadora de Fake news」の指摘は出元がグアイ

ド議長の関係者なので、情報の出所が嘘をついている可

能性があり、こちらの情報も鵜呑みに出来ない。 

 

もちろん同団体の指摘が正しい可能性もあるが、グアイ

ド議長関係者の情報を元にロドリゲス議長の指摘をフ

ェイクニュースと断言する「Cazadora de Fake news」に

中立性があるとは思えず、同団体の情報をどこまで信頼

できるかは疑問がある。 

 

２点目は、グアイド議長が Garofalo 氏を VP のアンソ

アテギ州 Anaco 支部の党統括に任命したこと。 

 

ロドリゲス議長は、２０１６年にグアイド議長（当時は

全国 VP 取りまとめ役だった）が Garofalo 氏を Anaco

支部の統括に任命する趣旨の書類にサインしていたと

指摘。問題のグアイド議長のサイン入りの書類を公表し

た。 

 

この点について「Cazadora de Fake news」は、書類自体

が捏造だと反論。 

 

公開された書類に書かれているグアイド議長のサイン

は電子サインと酷似しており、グアイド議長の直筆のも

のではないと指摘した。 

グアイド議長が電子サインを使用し始めたのは２０１

９年からなので、２０１６年当時にこのサインは使われ

ていないとした。 

 

本件に関する詳細は「ウィークリーレポート No.244」

を参照されたい。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/032cb38ab540f57dbb485a9f8fbef1c3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/032cb38ab540f57dbb485a9f8fbef1c3.pdf
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「民衆権力 最高裁判事リストを国会に返却」         

 

現在、与党国会は新たな最高裁判事の任命プロセスを進

めている。 

 

任命プロセスの段階として、 

１．国会内で判事任命のための委員会を設置 

２．自薦他薦を含めて新たな最高裁判事の候補を募集 

３．判事になるために最低限必要な要件を精査し、候補

者リストを作成 

４．作成した候補者リストを民衆権（検察庁や行政監督

長ら）に提出 

５．民衆権内でリストに不適格人物がいないか精査 

６．精査した候補者リストを国会に返却 

７．国会内で最終的に任命者について議論 

８．国会にて最高裁判事を決定 

というプロセスが定められている。 

 

３月１５日 与党国会は民衆権力に対して、新最高裁判

事の候補者リストを提出していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.728」）。 

 

３月２１日 民衆権（エルビス・アモロソ行政監督長）

は、精査した上で最高裁の候補者リストを国会に返却し

たと発表した。 

 

これにより上記の６のプロセスまで終えたことになる。 

 

今後、与党国会内で最高裁判事を決める最終プロセスに

入る。新判事の任命は４月、早ければ３月中になるだろ

う。 

 

なお、最高裁判事は「司法権力」のトップであり、誰が

最高裁判事になるかはベネズエラ政治に大きな影響を

与える。 

 

 

与党国会の判事任命プロセスについて、「第一正義党

（PJ）」のファン・グアニパ元議員（野党国会の国会第

１副議長）は、「新たに任命される最高裁判事は与党の

党員とそん色ない。」と指摘。新たな最高裁判事の正当

性を認めない方針を示している。 

 

「米国裁判所 サアブ氏の裁判の情報を非公開に」                  

 

マドゥロ政権高官の資金隠しに協力していたとされる

コロンビア人企業家のアレックス・サアブ氏は米国で裁

判を受けている。 

 

３月２１日 米国検察庁は、サアブ氏の裁判に関する情

報の公開を制限するよう要請。裁判所が検察の要請を受

け入れ、情報の公開を制限することを決定した。 

 

２月、米国裁判所は、アレックス・サアブ氏が２０１８

年に「米国麻薬捜査局（DEA）」「米国連邦捜査局（FBI）」

の捜査に協力していたとの資料を公開した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.717」）。 

 

結局、最終的に情報は DEA、FBI に渡らなかったよう

で、それを理由にサアブ氏は２０１９年７月に米国政府

から個人制裁を受けたと報じられている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.718」）。 

 

サアブ氏の情報はベネズエラと米国の政治問題に大き

な影響を与えるため、情報管理には細心の注意を払う必

要がある。 

 

少なくとも米国側に不利になるような情報は米国検察、

裁判所ともに公開させないよう注意を払っていると思

われる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55e4a370305986bee2d797bdb3cfba32.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/55e4a370305986bee2d797bdb3cfba32.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97cd0b5d497eb4acbd0b922425ad6058.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/97cd0b5d497eb4acbd0b922425ad6058.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
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経 済                        

「サンビル 再開は２２年末か２３年５月末      

 ～他の接収施設も返還される可能性を示唆～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.730」で、カラカス旧

市街地のカンデラリアにある大型ショッピングセンタ

ー「Sambil」がオーナーの元に所有権が戻されたとの記

事を紹介した。 

 

２００８年に故チャベス元大統領は「Sambil」を接収。 

それ以来、「Sambil」は家を持たない人々の滞在場所と

して使用されていた。 

 

１４年間施設はまともなメンテナンスはされておらず、

施設は劣化している。 

 

「Sambil」のオーナーは、再びショッピングセンターと

しての活動を再開すると説明しているが、修繕には相当

な時間がかかる見通しだ。 

 

「Constructora Sambil」のアルフレド・コーエン社長は、

インタビュー番組「Onda La Superestación」に出演。 

 

コーエン社長は、「現在どの程度の補修が必要かの評価

を始めた段階」と説明。 

 

正確な活動再開の見通しは立っていないが、簡単な補修

で済むのであれば再開は２０２２年末、それが難しけれ

ば２０２３年５月末になるだろうとの見解を示した。 

 

与党は故チャベス政権時代に多くの民間セクターの資

産を接収してきた。 

 

しかし、石油産業の活動が止まり、民間セクターに経済

運営を委ねなければいけなくなったことでマドゥロ政

権は過去に接収した資産を民間に戻す動きがある。 

 

与党国会の「対話調和委員会」の副代表を務めるルイス・

エドゥワルド・マルティネス議員は、「国会ではベネズ

エラ経団連（Fedecamaras）と定期的に協議を続けてお

り、この協議を通じて与党が過去に接収してきた民間資

産を返還することを検討している。」と説明。 

 

「カンデラリアの「Sambil」はリストの最初にあった施

設で、コーエン一家とも協議し、この協議を中央政府に

伝え、副大統領府（デルシー・ロドリゲス副大統領）が

最終的な決定を下した。今後も新たな企業が返還される

可能性がある。」との見解を示した。 

 

「Cendas-FVM ２月の基礎食糧費は４５５ドル」                  

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、１月の基礎食糧費がド

ル建てで月額４５４．９３ドルだったと発表した。 

 

１月の食糧費は、月額４４８．０５ドルだったので、約

７ドル増えたことになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は BsD.２，１０１．７８。

先月比２．５％増になる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
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社 会                        

「栄養失調が原因で刑務所内にて死者多数」           

 

非政府系団体「ベネズエラ刑務所観測所（OVP）」は、

「米州機構（OAS）」の「国際人権委員会（CIDH）」の

会合に出席。 

 

ベネズエラの刑務所の状況について、２０１７年～２２

年１月までに９６０人の囚人が命を落としたと訴えた。 

 

OVP の Carolina Girón 氏は、ベネズエラ刑務所内で栄

養失調や結核が原因で亡くなる人が増えていると指摘。

４１２人（死者の４３％）の死因は栄養失調だったとい

う。 

 

軍人や看守が囚人の食事を奪うため、囚人に適切な食事

が配られないと指摘。ベネズエラの刑務所の悲惨な状況

について訴えた。 

 

２０２２年３月２２日（火曜）              

政 治                       

「ボカランダ氏 米ベネズエラが２度目の協議    

  ～エネルギー会社１１社の活動再開が主題？」～                

 

３月２２日 ベネズエラ人政治専門家のネルソン・ボカ

ランダ氏（野党系）は、自身のツイッターで 

 

「本日、６人の米国人がベネズエラの政府高官２名と協

議をするためにベネズエラに訪問した。ベネズエラ側の

政府高官のうち１名はタレク・エル・アイサミ石油相。

彼らはベネズエラでの産油活動と短期的な見通しにつ

いて意見交換を行う。」と投稿した。 

 

 

 

 

 

加えて、「米国政府とマドゥロ政権の第２回目の協議が

ベネズエラ大統領府（ミラフローレス）で行われる予定。 

 

協議の内容は１１のエネルギー会社のベネズエラ国内

での活動再開についてで、ロシアのウクライナ侵攻を受

けて米国がベネズエラの原油に関心を持っている。（新

たな協議は）４月か５月になりそうか？」と指摘。 

 

また、対話がうまく進展するようであれば、ベネズエラ

に米国領事館が戻ってくる可能性もあると補足。エネル

ギー問題についてバイデン政権は強い圧力をうけてい

るとの見解を示した。 

 

 

 

（写真）ネルソン・ボカランダ氏 Twitter 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年３月２１日～３月２２日報道            No.７３１   ２０２２年３月２３日（水曜） 

6 / 7 

 

 

「VP ４０名が離党、約１カ月で１４０名超」           

 

３月２２日 グアイド議長が所属する「大衆意思党

（VP）」の党員４０名超が離党したと報じられた。 

 

２月１９日には１００名超の VP 党員が離党を宣言し

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.718」）。 

 

つまり、約１カ月で１４０名超の党員が離党したことに

なる。 

 

加えて、主要野党のグループに属していた「ベネズエラ

中央大学」の代表が３９名の活動家の署名とともに政治

活動と距離を置く趣旨の文書を公開したという。 

 

今後どうなるのかは分からないがグアイド暫定政権が

弱体化していることは確かだろう。 

 

「大統領夫人親族の知人が祖国システムを開発」         

 

調査メディア「Armando.Info」は、マドゥロ政権が登録

を勧めている国民登録システム「祖国システム（Sistma 

Patria）」について、記事を投稿。 

 

同システムの開発者はマドゥロ大統領の妻、シリア・フ

ローレス氏の親族の知人だと告発した。 

 

「Armando.info」によると、同システムを開発したのは

「Landscape Vision Corp (Lanvicorp)」という会社で、

同システム開発を３，７００万ドルで受注したという。 

 

こ の Lanvicorp と い う 会 社 の 役 員 に は Carretero 

Napolitano という人物がおり、彼がシリア・フローレス

氏の親族のマルピカ・フローレス氏と強い関係があると

いう。 

 

 

Carretero Napolitano 氏は、マルピカ・フローレス氏と

の関係を利用し、ベネズエラで行われる他の公共事業に

ついても受注していたという。 

 

なお、Carretero Napolitano 氏のビジネスには自転車販

売業者として有名なパナマの会社が関与しているが、こ

の会社はベネズエラに自転車を売ることなく、建設業者

としてベネズエラで事業を行っていたという。 

 

経 済                       

「米国との協議を受けて債券価格が上昇」            

 

２０１７年、マドゥロ政権が外貨建債券の支払いを停止

してから４年以上が経過している。 

 

現在、ベネズエラ公社債の価格は額面１００に対して、

１０％以下で取引されているが、マドゥロ政権とバイデ

ン政権の交渉再開によりデフォルト問題に解決の兆し

が見え始め、債券価格が上昇している。 

 

例えばこれまで額面の６％の価格で取引されていた２

７年満期のベネズエラ国債は現在９．７％で取引されて

いるという。 

 

スイスの投資会社「Vontobel Asset Managment」の

Carlos de Sousa 氏は、バイデン政権とマドゥロ政権の

交渉について Bloomberg の取材に大使「米国のベネズ

エラ石油産業への制裁緩和は PDVSA 再構築のための

融資と関係しており、債券についても一定の進展が期待

できる。」と指摘。一連の流れについて「とても肯定的

にとらえている」と答えた。 

 

また、「望ましいことではないが、米国政府はより悪質

な独裁者がどちらかを選ばなければいけない状況にな

っている」との見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cf95ac48f195a2bc212fcc26fae12e3f.pdf
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「並行レート 最低賃金改定後も微増に留まる」         

 

３月１５日 マドゥロ政権は、最低賃金を月額 BsD.７

から BsD.１３０に引き上げた。 

 

一般的に最低賃金を引き上げるということは、国内のボ

リバル通貨の供給量が増え、ボリバル価値が下がること

を意味する。 

 

これまでの経験上、最低賃金が上昇した時は為替レート

が大きくボリバル安に触れるが、今回は大幅な最低賃金

増額だが、為替レートは安定している。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の２月末時点

のレートは１ドル BsD.４．６１だった。 

 

そして、最低賃金が改定された後の３月２１日の為替レ

ートは１ドル BsD.４．３８。むしろ２月末よりもボリ

バル高になっている。 

 

なお、中央銀行が定める公定レート（両替テーブル）は

１ドル BsD.４．３１と並行レートとほぼ変わらない。 

 

レートは感情により動くと言われるが、この数カ月為替

レートが安定したことで、ベネズエラ国民の為替に対す

る懸念が以前よりも緩和したのかもしれない。 

 

 

（写真）Dolar Today 

 

 

社 会                       

「水インフラ投資 経常予算の６６％は消失」            

 

「ウィークリーレポート No.242」でも紹介したが、現

在カラカス市民の一番の悩みは「水」だという。 

 

非政府系団体「Monitor Ciudad」のヘスス・アルマ代表

はカラカス水道公社「HidroCapital」について、同組織

に流れた資金の多くは闇に消えて適切な投資・メンテナ

ンスが行われていなかったと訴えた。 

 

アルマ代表によると、２００２年～１５年にかけて

「HidroCapital」には、合計で６４億２，６００万ドル

の予算が計上されていたという。しかし、この期間に実

際に使用された資金は３４％程度で６６％の予算はど

こかに消えたと指摘。設備に適切な投資を行わなかった

ことが現在の問題を引き起こしたと訴えている。 

 

「ペレス元捜査官母 所在を伝えた男性を非難」         

 

オスカル・ペレス元 CICPC 捜査官は２０１７年に内務

司法省のヘリコプターを奪い、最高裁本部に上空から手

りゅう弾を投下、発砲した人物。 

１８年１月に治安部隊に居場所を特定され射殺された

が、急進派には英雄としてたたえられている人物である

（「ベネズエラ・トゥデイ No.86」）。 

 

当時、ペレス元捜査官の居場所をマドゥロ政権にリーク

した人物がイレアル・ゴメスという人物だと報じられた。

同氏の兄弟は、検察庁副検事のアシスタントを務めてい

たようで、兄経由で情報が伝えられたと報じられている。 

 

この報道を受けてペレス元捜査官の母親はゴメス氏に

対して「このネズミが汚職者にペレスの居場所を伝えた」

と非難の投稿をしている。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ed1a2873054f7a626da1d5790548209.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf

