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（写真）Orinoco Tribune “レオナルド・モラレス氏 CNE 副代表に就任” 

 

 

２０２０年８月７日（金曜） 

 

政 治                     

「新たな CNE 副代表が決定 

～後任は発展進歩党（AP）の選挙監視人～」 

「米議員 ベネズエラのテロ支援国家入りを支持」 

「囚人 Helicoide で Covid-１９に感染し、死亡」 

経 済                     

「PDVSA 米制裁回避のため契約内容を変更 

～PDVSA 自身が仕向け地まで原油を輸送～」 

「USB 銀行 マドゥロ政権関係者の口座を閉鎖」 

「INTER DirecTV のアンテナで視聴可能」 

「Sisor 電力ステーションで火災発生」 

2020 年 8 月 8～9 日（土・日） 

 

政 治                    

「行動民主党本部をコレクティーボが襲撃」 

「Gedeon 作戦参加の米国人、懲役２０年」 

「米裁判所 アルカラ氏の証拠書類を厳重保護」 

「Delphos 野党に選挙への参加求める」 

「８月１０日から２レベルに分けて隔離措置」 

経 済                    

「Nabors Petopiar での活動停止を発表」 

「スリア州周辺の産油量は日量１．２万バレル」 

社 会                     

「アルタミラ パーティー実施で２２名逮捕」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月７日～８月９日報道              No.４８２   ２０２０年８月１０日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２０年８月７日（金曜）             

政 治                       

「新たな CNE 副代表が決定               

  ～後任は発展進歩党（AP）の選挙監視人～」       

 

８月６日 CNE の副代表を務めていたラファエル・シ

モン氏が辞任を表明した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.481」参照）。 

 

８月７日 シモン氏の辞任を受け、最高裁の憲法法廷は、

新たな CNE 副代表としてレオナルド・モラレス氏を任

命。 

 

モラレス氏は同日、最高裁判事らの前で CNE 副代表就

任を宣誓した。 

 

 

（写真）情報通信省 

 

モラレス氏の任命について、選挙専門家のエウロヒオ・

マルティネス氏は 

「本来、CNE 役員はどの政党にも所属してはいけない

が、モラレス氏は発展進歩党（AP）の党員で、１２月の

国会議員選でモラレス氏は AP の選挙監視人に登録さ

れている。」 

と規則違反を指摘した。 

 

 

AP は、１８年５月の大統領選で野党側の対抗馬として

選挙に参加したヘンリー・ファルコン氏（元ララ州知事）

を党首とする政党で、穏健野党に属する政党。 

１２月の国会議員選にも参加をする予定。 

 

８月７日 AP は、モラレス氏の CNE 役員就任を支持

する声明を発表。モラレス氏は今回の選挙を成功に導く

ことができると信じているとの見解を示した。 

 

なお、モラレス氏が AP を離党したかどうかについては

明確にされていない。 

 

「米議員 ベネズエラのテロ支援国家入りを支持」         

 

米国共和党のマリオ・ディアス・バラート下院議員（フ

ロリダ州）は、「Venezuela ３６０」のインタビュー番

組に出演。 

 

ベネズエラをテロ支援国家入りさせることに同意する

との見解を示した。 

 

「トランプ政権は現在起きていることに対応している。

現在、マドゥロ政権はテロ国家でテロリストを支援して

いる。また、テロを撲滅するための活動にも非協力的だ。 

トランプ政権はこれまでもこの事実を指摘している。 

 

私は次のステップとして、ベネズエラを正式にテロ支援

国家入りさせる段階に来ていると考えている。」 

と述べた。 

 

なお、バラート下院議員は具体的にいつ頃、ベネズエラ

をテロ支援国家入りさせるのかは言及しなかったが、テ

ロ支援国家入りさせることでマドゥロ政権に更なる圧

力をかけることが出来ると述べた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2014cf0beb7f54023cdea56229b8b17b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2014cf0beb7f54023cdea56229b8b17b.pdf
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「囚人 Helicoide で Covid-１９に感染し、死亡」                  

 

野党第一正義党（PJ）のホセ・マニュエル・オリバレス

議員（コロンビアに亡命）は、カラカスにある SEBIN の

収容施設「Helicoide」に収容されていた Erick Echegaray

氏（７０歳）がCovid-１９に感染し、死亡したと訴えた。 

 

オリバレス氏によると、Erick 氏は Covid-１９感染確認

後に、カラカス大学病院に搬送されたが、収容能力が限

界に達しており、マラカイの医療センターに移動。搬送

中に亡くなったという。 

 

オリバレス氏は、収容施設内で Covid-１９感染が拡大

しており、無実の罪で捕らえられている政治犯を一刻も

早く解放する必要があると訴えた。 

 

今回の告発を受けてグアイド議長もツイッターでマド

ゥロ政権を非難する投稿を流した。 

 

また、国連の人権高等弁務官事務所に対して、収容され

ている政治犯の状況を確認するよう求めた。 

 

経 済                        

「PDVSA 米制裁回避のため契約内容を変更      

  ～PDVSA 自身が仕向け地まで原油を輸送～」           

 

８月７日 ロイター通信は、PDVSA が制裁の影響を抑

えるため、契約内容を変更していると報じた。 

 

新たな契約では、PDVSA 自身が仕向け地まで商品を運

ぶようにしているという。 

 

これまで PDVSA の原油取引は購入者が自社で船舶を

雇い、ベネズエラの港で貨物を引き受ける形が一般的だ

ったという。 

 

 

しかし、米国の制裁の影響で現在はほとんどの船会社が

ベネズエラ産原油の輸出を引き受けない。 

 

この状況に対応するため、PDVSA は自社で保有してい

る船舶を用いて取引先に直接商品を運ぶようにし始め

ているという。 

 

ただし、船舶自体は PDVSA の所有物であったとしても

船の操縦は別の会社に委託していることが多く、委託を

受けている会社も PDVSA の不払いを理由に契約を切

っているケースが多いようだ。 

 

ドイツの「Bernhard Schulte Shipmanagement」は、

PDVSA の不払いを理由に数十の船舶を PDVSA に返却

したという。 

 

関係者によると、現在 PDVSA が所有している船舶で保

険の有効期限が満了しておらず、運航可能なものは４隻

しかないという。 

 

「USB 銀行 マドゥロ政権関係者の口座を閉鎖」         

 

「Bloomberg」は、スイスの「USB 銀行」がマドゥロ政

権に関係があるとされるベネズエラ人の口座を閉鎖し

ていると報じた。 

 

米国政府は、ベネズエラの政権交代のため金融取引の監

視を強化しており、その影響で口座を閉鎖しているとい

う。 

確認できただけでも米国在住でベネズエラに顧客を持

つ１７のコンサルタントが USB 銀行の口座を閉鎖させ

られているという。 

 

「Bloomberg」によると、USB 銀行が米国に住むベネズ

エラ人富裕層から預かっている預金額は２０～３０億

ドルに上るとしている。 
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「INTER DirecTV のアンテナで視聴可能」                  

 

有料放送サービス事業者「INTER」のエドゥアルド・ス

ティゴール社長は、DirecTV のアンテナを使用し、

INTER の放送を受信できると述べた。 

 

スティゴール社長によると、DirecTV のアンテナを持っ

ている人は、デコーダーを購入するだけで「INTER」の

放送を視聴できるようだ。 

 

今年５月、DirecTV はベネズエラでの放送サービスを停

止しており、その受け皿として「INTER」の利用が拡大

する可能性が報じられていた。 

 

「INTER」の視聴料は最低金額で月６ドル。３０以上の

高画質のチャンネルを視聴できるという。ただし、デコ

ーダーの設置のため初期費用として１５０ドルがかか

る。デコーダーはベネズエラ国内に３万キットあり、現

在２万キットを輸入しているという。 

 

「Sisor 電力ステーションで火災発生」                    

 

８月７日 モナガス州マトゥリンの流通公社「東部供給

システム（SISOR）」で火災が発生した。 

 

火事は SISOR の電力ステーションで発生した。 

この火災により近隣で停電が起きているという。 

 

 

２０２０年８月８日～９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「行動民主党本部をコレクティーボが襲撃」        

 

８月９日 与党支持者とされる武装団体がカラカスに

ある「行動民主党（AD）」の２事務所（エル・パライソ、

ラ・フロリダ）を襲撃した。 

 

今回の襲撃について、アジュップ AD 幹事長はマドゥロ

政権の仕業だと非難している。 

 

一方、現地メディア「La Patilla」は、今回の襲撃はベル

ナベ・グティエレス氏の命令だと報じている。 

 

ベルナベ・グティエレス氏は AD の党員だったが、１２

月の国会議員選への参加意向を示し、アジュップ AD 幹

事長らと対立。 

 

アジュップ幹事長はグティエレス氏を AD から除名す

ると決定したが、マドゥロ政権側の最高裁は AD の執行

役員としての権限はグティエレス氏にあると決定。 

 

AD は分裂している（「ベネズエラ・トゥデイ No.459」

参照）。 

 

「Gedeón 作戦参加の米国人、懲役２０年」           

 

サアブ検事総長は、２０年５月に「Gedeón オペレーシ

ョン」に参加し、拘束された米国人２名に対して禁固２

０年の有罪判決が下されたと発表した。 

 

２名は Airan Berry 氏と Luke Denman 氏。 

 

「Gedeón オペレーション」計画者の一人、米国セキュ

リティ会社「Silver Corp USA」のジョーダン・ゴドレウ

氏に雇われた米国人傭兵だった。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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サアブ検事総長によると、罪状は武器の不法所持、テロ

共謀罪だという。 

 

 

 

「米裁判所 アルカラ氏の証拠書類を厳重保護」         

 

米国ニューヨーク州裁判所の Alvin K. Hellerstein 判事

は、クリベル・アルカラ氏の弁護士に対して、全ての証

拠書類は第三者に渡してはいけないと命じた。 

 

つまり、裁判所はアルカラ氏が提出した証拠が第三者に

渡ることを禁止したことになる。 

 

仮に第三者に渡った場合、情報を流した者は、法に従い

処罰を受けることになるという。 

 

クリベル・アルカラ氏は元ベネズエラ軍人。 

２０年３月、米国政府は麻薬取引の元締めとしてクリベ

ル・アルカラ氏に懸賞金をかけ、指名手配にした。 

 

指名手配発表同日、アルカラ氏は、「自身は米国アドバ

イザーとグアイド政権と共に軍事同盟を結び、マドゥロ

政権を転覆させようとしていた」と主張（「ベネズエラ・

トゥデイ No.424」参照）。 

 

 

 

翌日にはコロンビア警察がアルカラ氏の身柄を米国麻

薬捜査局（DEA）に引き渡していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.425」参照）。 

 

アルカラ氏拘束から１カ月ほどが経過した５月に

「Gedeón オペレーション」が実行され、クリベル氏が

拘束前に述べていたことが事実であることが確認され

ていた。 

 

「Gedeón オペレーション」には、何らかの形で米国政

府も関わっていた疑惑があり、国家にとって極めてセン

シティブな裁判で情報漏洩には細心の注意を払うとい

うことだろう。 

 

「Delphos 野党に選挙への参加求める」         

 

世論調査会社「Delphos」のフェリックス・セイハ社長

は、グアイド政権が示す「Ni-Ni」方針を大きな誤りだ

と非難した。 

 

「Ni-Ni」とは「どちらも否定する」という意味で、選

挙参加を否定し、マドゥロ政権との対話も否定するグア

イド政権の方針を指す。 

 

セイハ社長は、１２月６日の国会議員選不参加は２００

５年と同じ状況を生み出すと懸念を示した。 

 

２００５年、当時も野党は国会議員選をボイコットし、

結果的に与党が絶対多数の国会が誕生した。その結果、

チャベス政権に都合の良い法律が次々と作られ、国が混

乱する原因となった。 

 

なお、「Delphos」はアンドレス・ベジョ・カトリック大

学と共同で１２月の国会議員選への参加意思について

のアンケート調査を実施。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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アンケートでは、仮にグアイド政権が参加しなかったと

しても投票すると回答した人が４６．６％に達していた

という（「ベネズエラ・トゥデイ No.479」参照）。 

 

「８月１０日から２レベルに分けて隔離措置」         

 

８月９日 マドゥロ大統領は Covid-１９隔離措置を発

表。８月１０日からの１週間は、２つのレベルに分けて

隔離を行うとした。 

 

感染者が多い地域「レベル１」は、食料・医薬品・建設

業・金物店・化学品産業・銀行・公共交通・美容院・機

械工場、歯科医・繊維業・皮革業・配管業の営業が許可

される。 

 

レベル１に該当する州は、カラカス首都区、ミランダ州、

スリア州、ラグアイラ州、スクレ州、ボリバル州、タチ

ラ州、アラグア州、カラボボ州。 

 

「レベル２」は、上記の業種に加えて、大型ショッピン

グセンター、屋外映画館、洗濯業・司法書士・配達業者

の活動が許可される。レベル１に指定された州以外はレ

ベル２に該当する。 

 

ベネズエラでの Covid-１９感染は引き続き増加傾向に

あり、最近では１日当たり８００名前後、感染者が増え

ている。 

 

直近８月９日、新たに Covid-１９の感染が確認された

のは８４４名、死者は８名。 

 

これまでの Covid-１９感染者数は合計で２５，８０５

名。死者は２２３名になる。 

 

 

 

 

経 済                       

「Nabors Petopiar での活動停止を発表」            

 

「Forbes」は、米国の石油・ガス掘削請負業者「Nabros」

がベネズエラでの掘削活動を完全に停止したと報じた。 

 

「Forbes」によると、「Nabros」は先週月曜（つまり８

月３日）まで「Chevron」が参画している Petropiar で

掘削活動を継続していたという。 

 

２０年４月２１日、米国の「外国資産管理局（OFAC）」

は、「Chevron」などベネズエラでエネルギー事業を行っ

ている米国企業へのライセンスを更新。 

 

原油の掘削・購入・販売などは禁止され、ベネズエラ国

内の資産を保護するための活動のみが許可された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.435」参照）。 

 

「Nabros」は同ライセンス発行後も３カ月ほどベネズ

エラで掘削活動を継続していたことになり、OFAC とど

のような合意をしていたのかは不明だが、いずれにせよ

ベネズエラでの「Chevron」の活動はほぼ停止状態にあ

るということだろう。 

 

「スリア州周辺の産油量は日量１．２万バレル」         

 

「Argus Media」は、ベネズエラの伝統的な産油地帯ス

リア州周辺の産油量が、８月第１週の時点で日量１万１，

６００バレルまで減っていると報じた。 

 

１年前（１９年）、同地域の産油量は日量２５万バレル。 

２００１年には日量１５０万バレルを産出する地域だ

ったという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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現在、スリア州で産出を続けているのは PDVSA と

「Maurel y Prom」の合弁会社「Petroregional del Lago」。 

２０１８年に「Shell」から「Maurel y Prom」が株式を

購入していた。 

 

他、ベラルーシの「Belarusneft」との合弁会社「Petrolera 

Bielo Venezolana」も産油活動を継続している。また、

規模は大きくないが「Petroindependiente」「Petrolera 

Sinovenezolana」も産油活動を継続しているという。 

 

社 会                       

「アルタミラ パーティー実施で２２名逮捕」            

 

８月８日 チャカオ市アルタミラのルイス・ロチェ通り

「Residencia Helena」でパーティーをしていた若者２２

名（女性１４名、男性８名）が逮捕された。 

 

Covid-１９で隔離措置を命じられている中、集団イベン

トを実施したことが理由。４２本のアルコール類も押収

されたという。 

 

パーティー会場には任天堂のキャラクター「ルイージ」

のぬいぐるみがあり、ベネズエラでのツイッター検索で

「ルイージ」が一時上位に上がったという。 

 

 

（写真）チャカオ市警 

 

 

 

（写真）一般人投稿 

“ルイージの解放を求めるマリオ” 

 

以上 


