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（写真）VPITV “カルロス・オルテガ氏 マドゥロ大統領が近日中に辞任を表明すると主張” 

 

 

２０２０年６月２４日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 マドゥロ政権とテロ組織の関係訴え」 

「２０年国会議員選は議員定数が増加？」 

「Silver Corp USA ウェブサイトが消失」 

「軍部の暴力的な拘束映像が拡散」 

経 済                     

「米国政府 イラン船舶の船長５名に制裁」 

「Datanalisis 代表 米国政府の方針転換求める」 

「ロイター PDVSA 船舶は引き続き海上に滞留」 

社 会                     

「パスポートの発行・更新はビットコイン支払い」 

２０２０年６月２５日（木曜） 

 

政 治                    

「オルテガ氏 マドゥロ大統領の退陣を示唆 

～数日、数週間で退陣する確信あり～」 

「マドゥロ政権 制裁で投票権を失ったと主張」 

経 済                    

「英 GOLD 訴訟 司法に政権認識の権限無し？ 

～英国政府にベネズエラの政府認識を確認～」 

「PDVSA 民間セクターの精製活動参入を検討」 

「CENDAS-FVM ５月基礎生活費５２９ドル」 

社 会                     

「マイケティア空港の強盗グループ逮捕」 
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２０２０年６月２４日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 マドゥロ政権とテロ組織の関係訴え」       

 

６月２４日 米国国務省は「２０１９年テロリスト・レ

ポート」を公表。 

 

ベネズエラについて「コロンビア革命軍（FARC）」、「人

民解放軍（ELN）」、「ヒズボラ」などと結託し、軍部ら

の汚職を仲介し、マドゥロ政権を存続させていると訴え

た。 

 

また、FARC、ELN はマドゥロ政権が行っている食料販

売システム「CLAP」の食料品をコントロールし、地方・

国境での配布権限を有していると指摘。 

 

これらのテロ組織は GOLD の違法採掘、麻薬取引、先

住民の拉致・強制労働、野党政治家の迫害などを行って

いるとした。 

 

ELN については、コロンビア国境だけに留まらず全国

的に組織を広げており、アンソアテギ州、アマゾナス州、

アプレ州、ボリバル州、スリア州、タチラ州などを中心

にベネズエラ２３州中１２州に組織が点在しており、マ

ドゥロ政権下での ELN の役割は拡大しているとした。 

 

マドゥロ政権のテロ組織取り締まりに対する取り組み

について、特段の変化は見られず、現政権のシステムが

汚職、違法行為を行うのに適した環境になっていると指

摘した。 

 

 

 

 

 

 

「２０年国会議員選は議員定数が増加？」         

 

マドゥロ政権下での選挙に参加意思を示している穏健

野党グループの代表の一人、クラウディオ・フェルミン

氏は、「Venezolana de Television」のインタビュー番組

に出演。 

 

２０年に予定されている国会議員選では議員定数が増

える可能性があると述べた。 

 

「我々が検討していることが何か？ 

国の状況は変わっていく。国内の人口が増加するだけで

なく、外国からの移民の増減もある。１５年前と現在で

は状況がだいぶ違う。この変化を評価しなければならな

い。 

 

多様な意見を政治に取り入れるために、全てのグループ

が代表を持つことが求められている。そのために議員定

数を現在の１６７名から増やすことになるだろう。 

 

新たな議員定数が何人になるのかはまだ決まっていな

い。」 

と述べた。 

 

「Silver Corp USA ウェブサイトが消失」                  

 

２０年５月に起きたマドゥロ大統領拉致計画「Gedeón

オペレーション」の主犯格の一人であるジョーダン・ゴ

ドレウ氏の会社「Silver Corp USA」のウェブサイトが消

滅したと報じられた（「Gedeón オペレーション」につい

ては「ウィークリーレポート No.148」「No.149」参照）。 

 

５月に「Gedeón オペレーション」が発覚し、ゴドレウ

氏はグアイド政権が契約を違反したとして米国裁判所

に提訴している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9b4a76df7cbf8cf8b52d09764508d1db.pdf
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一方、米国政府は「Silver Corp USA」が米国政府の許可

を得ることなく、輸出規制品である武器を米国からコロ

ンビアに輸出したとして捜査を行っている。 

 

 

（写真）Joshua Goldman 氏ツイッター 

“消失した「Silver Corp USA」のウェブサイト” 

 

「軍部の暴力的な拘束映像が拡散」         

 

軍部の暴力的な拘束映像が拡散し、国際的に非難を受け

ている。 

 

問題となったのは Eva Leal 弁護士に対する拘束。 

 

ベネズエラでは６月２２日から Covid-１９を理由とし

た隔離措置が強化されており、やむを得ない事情がない

限り指定された時間以外の外出は禁止されている。 

 

問題が起きたララ州一帯では、午前７時～１５時までが

外出可能時間となっていた。 

 

 

 

Leal 弁護士は１５時２０分に大型車で移動中に道路を

監視している軍部に止められ、外出制限時間を過ぎてい

るとして罰金を要求されたという。 

 

その罰金の支払い先として、個人口座を指定され、これ

に抗議。車を出て携帯電話で映像を録画しようとしたと

ころで軍人が地面に Leal 弁護士を押さえつけ拘束。 

携帯・映像を抹消しようとした。 

 

しかし、乗車していた親族が録画を続け、その映像が拡

散され、マドゥロ政権の軍部の横暴として問題となって

いる。 

 

 
（写真）人権活動家 Pedro _Herndandez 氏ツイッター 

“Leal 弁護士を取り押さえるベネズエラ軍人” 
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経 済                        

「米国政府 イラン船舶の船長５名に制裁」           

 

６月２４日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、５月

にベネズエラへガソリンを輸出したイラン船舶５隻の

船長に制裁を科した。 

 

制裁を科されたのは以下の５名。 

 

１．Ali Danaei Kenarsari (CLAVEL の船長) 

２．Mohsen Gohardehi ( PETUNIA の船長) 

３．Reza Vaziri (FOREST の船長) 

４．Hamidreza Yahya Zadeh (FAXON の船長) 

５．Alireza Rahnavard (FORTUNE の船長) 

 

ムニューシン財務長官は、制裁の理由について 

「イランによる腐敗したマドゥロ独裁政権への支援は

米国の制裁を回避するためのもので、世界に不安定をも

たらすものである。 

 

１９年１１月、イラン政府はガソリンの使用制限を布き、

補助金を引き下げ、ガソリン価格を５０％値上げした。

そして、値上げに抗議したイラン国民を暴力的に抑圧し

た。この事件で女性、子供を含む約１，５００人が殺害

された。 

 

イラン政府は自国民へのガソリン供給を制限しながら、

ベネズエラに１５０万バレルのガソリンを輸出し、今後

も汚職政権にガソリンを供給しようとしている。 

 

イラン国民は汚職のためにガソリンの使用を制限され

ており、これらの行動を止める必要がある」 

と説明した。 

 

 

 

 

「Datanalisis 代表 米国政府に方針転換求める」           

 

６月２４日 世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン社長はトランプ政権が現在の方針を転換する可

能性について示唆した。 

 

レオン代表によると、米国はこれまでの対ベネズエラ方

針について再評価を行っているところだという。 

 

「トランプ大統領は、これまで自身が取り入れてきた意

見が実態と異なっていたと認識し始めている。 

 

彼らは 

“マドゥロ政権が経済制裁や経済的な孤立に耐えること

が出来ない”“軍部のマドゥロ政権への不満は爆発寸前” 

とトランプ大統領に説明してきたが、この主張は両方と

も間違っていた。 

 

トランプ政権は、制裁で容易に政権が交代できると考え、

制裁を強化したが、マドゥロ政権は安定してしまった。 

 

現在は、制裁で経済が孤立した上にマドゥロ政権が安定

するという最悪のシナリオに至っている。 

 

このままだとベネズエラは、キューバ、イラン、シリア

と同じ結果になる（個人的には既に同じ結果になってい

る気がするが・・）。 

 

制裁がマドゥロ政権の退陣に資するだろうか？ 

この１年半の結果を分析すれば結論は明確だろう。」 

と訴えた。 
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「ロイター PDVSA 船舶は引き続き海上に滞留」         

 

ロイター通信は、PDVSA が生産した原油が引き続き販

売先を見るつけることが出来ず、あるいは販売をためら

い海上で滞留していると報じた。 

 

米国政府は PDVSA の原油輸出を制限しており、輸出を

仲介する船会社、船舶に制裁適用をほのめかし、取引を

しないよう圧力をかけている。 

 

PDVSA の原油を積んでいる船会社は制裁を恐れ、海上

や港に滞留している。 

 

ロイターの船舶追跡システム「Refinitiv Eikon」による

と、PDVSA の原油を積んだ船は１６隻あり、中には６

カ月間滞留している船舶もあるという。 

 

滞留している原油量は１，８１０万バレル相当で、現在

の PDVSA の生産量の２カ月分に相当するという。 

 

なお、原油を船舶に滞留させているだけでも維持費がか

かり、１日当たり少なくとも３万ドルはコストがかかっ

ているという。 

 

社 会                        

「パスポート発行・更新はビットコインで支払い」           

 

６月２４日 「外国出入国管理局（Saime）」は、外国在

住のベネズエラ人のパスポート発行・更新に当たり、デ

ジタル通貨「ビットコイン」で決済する仕組みを開始し

た。 

 

米国の経済制裁により SAIMEへのドル建ての電子支払

いは障害がおきており、パスポートの発行・更新に問題

が起きている。 

 

 

下の写真の通り、パスポート申請サイトに決済手段とし

てビットコインが表示される。 

 

うまく決済が出来なかったという意見もあるが、実際に

決済が出来てパスポート発行手続きが進んでいるとい

う意見もある。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

２０２０年６月２５日（木曜）              

政 治                       

「オルテガ氏 マドゥロ大統領の退陣を示唆       

    ～数日、数週間で退陣する確信あり～」        

 

６月２５日 「行動民主党（AD）」党員のカルロス・オ

ルテガ氏は、ある信頼筋との交渉の結果、マドゥロ大統

領が数日内に辞任すると述べた。 

 

「すべてが失われたわけではない。 

０２年４月以来、初めて本当の意味で政権交代が現実味

を帯びている。我々はこの犯罪国家から脱出する機会を

得ていると確信を持っている。 

 

信頼と将来への希望を維持しよう。あるグループがこの

悲劇を脱出するための仕事を加速させている。 

我々のゴールが近づいている。 
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私の言っていることは確かなことだ。 

私の得ている情報では、あるグループがマドゥロの辞任

のために独裁政権と交渉をしている。良い結果が出るこ

とを期待している。 

 

機会がくれば誰が誰と交渉をしていたのかが分かる。」 

と述べた。 

 

オルテガ氏の言及した交渉グループは誰か全くわから

ず、情報の真偽は不明。 

 

現状を見る限り、マドゥロ大統領が辞任を表明するとは

考えにくいが、彼の発言が正しければベネズエラにとっ

てポジティブな変革になるだろう。 

 

「マドゥロ政権 制裁で投票権を失ったと主張」           

 

ベネズエラ政府は、国連のグティエレス事務局長に対し

て、米国の制裁の影響で国連の拠出金を支払うことが出

来ず、国連の投票権を失ったと訴えた。 

 

ベネズエラは約２，１５５．３万ドルの拠出金支払いを

滞納しており、２０年１月から国連での投票権を失って

いるという。 

 

「我々は米国および諸外国から国連拠出金の支払いを

妨害されている。我々が支払いを試みるたびに支払いは

拒絶される。運が良ければ支払った資金が口座に戻って

くる。 

 

ベネズエラは責任ある国際社会の一員として、国連の拠

出金の支払い意志と能力がある。しかし、トランプ政権

が金融機関らに圧力をかけ支払いを妨害している。」 

と訴えた。 

 

 

 

経 済                       

「英 GOLD 訴訟 司法に政権認識の権限無し？     

  ～英国政府にベネズエラの政府認識を確認～」            

 

マドゥロ政権は、英国銀行に保管されている GOLD の

所有権を巡り英国裁判所に提訴。 

 

６月２２日から２５日まで英国銀行に保管されている

GOLD の所有権を巡り、与野党の中央銀行が協議を行

っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.462」参照）。 

 

６月２５日 同訴訟の協議を対応している英国裁判所

の Nigel Teare 判事は「出来るだけ早く判決を下す」と

述べるにとどまり、現時点では GOLD の所有権がどち

らにあるか結論が出ていないとした。 

 

６月２５日 グアイド政権側の会計監査グループは、裁

判の状況についてツイッターで発表。 

 

マドゥロ政権は Covid-１９対応のため「国連開発計画

（UNDP）」に GOLD を引き渡すと主張していたが、そ

のような計画は決まっていなかったと説明。 

 

また、英国裁判所は「司法当局にどちらがベネズエラの

正当な政府かを決める権限はない」との判断から「英国

政府にどちらをベネズエラの正当な政府と認識するか

を確認することになった。」 

と説明。 

 

英国政府は、ベネズエラの正当な政府をグアイド政権と

認識しており、数週間後には結論が出るとした。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29150fd04fc066308d582dce847443db.pdf
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「PDVSA 民間セクターの精製活動参入を検討」         

 

スリア州の「ベネズエラ石油商工会」のセサル・デビッ

ド・パラ代表は、ガソリン不足に対応するため小規模な

精製施設を設置するよう提案した。 

 

パラ代表によると、スリア州、タチラ州、メリダ州、ト

ゥルヒージョ州に日量５万バレル程度の精製能力のあ

る小規模な施設を設置することで、短期間でガソリン不

足を緩和することが出来るとした。 

 

また、日量２万バレルを精製する製油所であれば３．５

億ドル程度の投資で設置することが出来ると説明。 

米国、クルディスタン、インドネシア、シベリアなどで

も設置実績があるとした。 

 

他、ロイター通信は、PDVSAが民間セクターの企業と、

「製油所の改修にかかる費用をガソリンや石油製品で

支払う交渉」をしていると報じた。 

 

ガソリンを受け取った民間セクターはガソリンを輸出

することも可能にする方向で検討しているという。 

 

米国の制裁により PDVSA の現金キャッシュは枯渇し

ており、外国の契約者に支払う原資がない。 

 

滞納を理由に契約者は精製活動を中止しており、打開策

として精製活動の対価としてガソリン燃料を渡すこと

を検討しているという。 

 

「CENDAS-FVM ５月の基礎生活費５２９ドル」         

 

６月２５日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、２０年５月の基礎生活費（５人

家族が通常の生活を送るのに必要な金額）を発表した。 

 

 

５月の基礎食料費については前号「ベネズエラ・トゥデ

イ No.462」で紹介した通り。 

 

「基礎生活費」は食料費に加えて、住居費・交通費・医

療費・教育費・娯楽費など食料以外の生活費を加えた経

費。CENDAS-FVM は、１９年３月から基礎生活費の公

表を停止しており、久しぶりの公表となる。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年５月の基礎生活費は

BsS.１００，１８５，３５３．８２。先月から２４．９％

増加した。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」の５月の並行

レート平均値は１ドル BsS.１８９，４６３だった。 

同レートでドル換算すると５２８．７９ドルになる。 

 

社 会                       

「マイケティア空港の盗難グループ逮捕」            

 

６月２５日 「犯罪科学捜査班（CICPC）」は、カラカ

スのマイケティア国際空港で盗難を繰り返していた３

名を逮捕したと発表した。 

 

３名は空港職員で、外国から到着した貨物を運ぶ際に、

それらの貨物を盗んでいた。 

 

CICPC の発表によると、盗んだ物資は「Mercado Libre」

などネットを通じて販売し、収入を得ていたという。 

 

マイケティア国際空港はベネズエラの玄関口。ベネズエ

ラに到着する際には同空港に到着する。 

前述のように、預け荷物の中身が盗まれることは多い。

また、入国時に荷物を X 線に通す時など職員・軍人らに

呼び止められ何か理由を付けて所持品を取ろうとする

ことも珍しくない。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29150fd04fc066308d582dce847443db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/29150fd04fc066308d582dce847443db.pdf

