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（写真）America TeVeCanal41 “CITGO から受け取った１，５００万ドルは１７年の反政府デモに使用？” 

” 

 

 

２０２０年５月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「一部野党が米国に野党トップの交代求める？ 

～主導者はカプリレス元ミランダ州知事か～」 

経 済                     

「PDVSA PDV Puertos を新設 

～PDV Marina に代わり港湾業務を対応予定～」 

「Rosneft ベネズエラ事業撤退を正式に発表」 

「野党国会の株式売却非承認で Nynas 再制裁も」 

「燃料不足下でもキューバに燃料供給を継続」 

「グリサンティ氏 PDVSA 並行役員を辞任」 

「ベネズエラ産原油 １４．７５ドル／バレル」 

2020 年 5 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「PDVSA による元米国議員への詐欺訴訟 

～契約金は１７年の反政府運動に流れた～」 

「マドゥロ政権 Silver Corp の告訴状を公開 

～契約後、５日以内に１５０万ドル支払い～」 

「セケア元軍人 マドゥロ政権スパイの報道」 

「米 イグレシア西副大統領の麻薬取引関与捜査」 

「伯 マドゥロ政権外交官の追放措置を延期」 

経 済                    

「ベネズエラ向け燃料輸出巡り米・イラン緊張」 

「製油所再稼働計画 ７月中に日量２０万バレル」 
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２０２０年５月１５日（金曜）             

政 治                       

「一部野党が米国に野党トップの交代求める？      

  ～主導者はカプリレス元ミランダ州知事か～」       

 

「Bloomberg」は、複数の野党議員が米国国務省に対し

て、既存の方針の転換と野党リーダー（グアイド議長）

の交代を求めたと報じた。 

 

方針転換を求めた野党議員団の方針とは、国会議員選に

参加するための与野党協議の再開。 

また、グアイド政権がコントロールする資金（米国に凍

結されているベネズエラ中央銀行の資産）を貧困層にあ

て、政治的な目的への使用を減らすものだという。 

 

しかし、米国政府は、これらの求めを拒否したという。 

 

米国政府による拒否を受けて、野党議員団はベネズエラ

の政治権がワシントンからカラカスに戻るよう戦略を

計画するという。 

 

野党議員団は、「トランプ政権はフロリダ州の亡命ベネ

ズエラ人とキューバ系移民のために動いており、ベネズ

エラ国民のために動いているわけではない」との見解を

示している。 

 

とは言え、米国政府がグアイド議長の支持を継続する限

り野党リーダーは交代しないというのが一般的な認識

のようだ。 

 

情報提供者は 

「どの国にも、この種の内部闘争は存在する。 

勝てるか分からない試合を避けるため、現時点で関係者

の情報を明らかにする意思は無い。 

 

 

基本的に多くの野党政治家は、米国がグアイド議長の支

持を辞めない限り彼の支持を継続するつもりだと言っ

ている。」 

と述べたという。 

 

この報道後、フランシスコ・ポレオ記者（「Gedeón オペ

レーション」の契約書を公表したパトリシア・ポレオ記

者とは別の人物）は、米国の方針転換を求めたのはカプ

リレス元ミランダ州知事の派閥議員だとの記事を投稿

した。 

 

カプリレス元ミランダ州知事は、１２年１０月、１３年

４月の大統領選で野党統一候補となった人物。 

 

一時は高い人気を集めたが、与野党協議の再開や選挙参

加を支持する穏健的な方針から主流野党と方針が合わ

ず存在感は小さくなっている。 

 

なお、ポレオ記者が投稿した記事には米国国務省と接触

を取った野党議員の名前が挙げられている。 

 

その中の２人、エウドロ・ゴンサレス議員、アンヘル・

アルバラード議員は記事の内容を否定。カプリレス元知

事がグアイド議長への支持を撤回したとの報道につい

ても否定している。 

 

なお、この報道が流れた後、カプリレス元知事自身はツ

イッターを投稿。 

 

「５月１６日、コロナ感染症から２カ月が経過した。 

水がないのに、どのようにベネズエラ人は手を洗うのか。

ガソリン不足の問題も重なった。我々は悲惨な状況で生

きている。国民の声を隠そうとする人がいるが、私は国

民を代表する声になる」 

と投稿。 
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ポレオ記者の記事の内容を否定せず、マドゥロ政権に向

けたとも、グアイド政権に向けたとも理解できそうなメ

ッセージを公表した。 

 

（写真）カプリレス元ミランダ州知事ツイッター 

“水タンクを取り合うベネズエラ人の様子” 

 

経 済                        

「PDVSA PDV Puertos を新設           

 ～PDV Marina に代わり港湾業務を対応予定～」           

 

「ロイター通信」は、PDVSA が新たな会社を設立した

と報じた。 

 

新たな会社は「PDV Puertos S.A.,」。同社は PDVSA の

保有する港湾のオペレーション手続き、管理業務、メン

テナンスなどを行う会社だという。 

 

 

社長はプエルト・カベジョ港の代表を務めていた

Abraham Ecola 氏。 

 

「PDV Puertos S.A.,」は「PDV Marina」の後継組織と

される。「PDV Marina」は汚職問題が相次いで発覚（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.416」参照）。 

 

アイサミ経済担当副大統領が委員長を担っていた

「PDVSA 改革委員会」は、「PDV Marina」社長を含む

複数の幹部を汚職の罪で解任していた。 

 

「Rosneft ベネズエラ事業撤退を正式に発表」         

 

５月１５日 「Rosneft」は、ベネズエラの事業の完全撤

退を完了したことを発表した。 

 

ロシア系メディア「Sputnik」によると、「Rosneft」が保

有していた「Consorcio Petrolero Nacional (CPN)」の株

式８０％（残りの２０％は「Gazprom」が保有）は、ロ

シア政府１００％出資会社「Roszarubezhneft」のものに

なったという。 

 

その後、４月末に CPN の株式８０％はロシアのセキュ

リティ会社「RN-Okhrana-Ryazan」（「Rosneft」にセキ

ュリティサービスを提供していた会社）が保有者になり、

現在「RN-Okhrana-Ryazan」は「Roszarubezhneft」の

子会社になっているという。 

 

なお、「Sputnik」は、４月末に「RN-Okhrana-Ryazan」

の資本金が２５万ルーブルから３，２２７．５億ルーブ

ル（４３億６，３００万ドルに相当）に急騰したと報じ

ている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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「野党国会の株式売却非承認で Nynas 再制裁も」                  

 

「ロイター通信」は、５月１１日に外国資産管理局

（OFAC）の制裁が解除された「Nynas」について、再

び制裁が科せられる可能性について報じた。 

 

理由は、米国政府がベネズエラの正当な政府と認識して

いるグアイド政権が今回の株式売却を認めていないた

めだという。 

 

マドゥロ政権側の PDVSA は「Nynässtiftelsen」という

独立ファンドに「Nynas」の株式３５％を売却した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.444」参照）。 

 

この売却によりPDVSAの「Nynas」株式保有率が１５％

に低下。PDVSA が支配権を持つ会社ではなくなり、

OFAC の制裁が解除されることになった。 

 

しかし、グアイド政権側の PDVSA 並行役員は今回の株

式売却を認めないと発表（「ベネズエラ・トゥデイ

No.445」参照）。 

 

米国政府として株式が「Nynässtiftelsen」に移ったと認

識できないのであれば、「Nynas」は再制裁を科せられる

可能性があると報じた。 

 

「燃料不足下でもキューバに燃料供給を継続」         

 

石油産業の専門家ファン・フェルナンデス氏は、マドゥ

ロ政権がキューバに対して石油燃料を送り続けている

と非難した。 

 

フェルナンデス氏曰く、マドゥロ政権は１月～４月にか

けて少なくとも７．２万バレルの原油、１月に５万バレ

ルのレギュラーガソリン、２月～３月に９万バレルのジ

ェット燃料をキューバに送ったという。 

 

また、１月～４月にかけてキューバの発電に必要な燃料

オイル７．２万バレルも送ったと訴え、これらの輸送で

キューバに原油を送るために PDVSA の船８隻（「Yare」

「Esperanza」「Carlota C」「Terepaima」「Sandino」

「Petion」「Alicia」「Paramaconi」）を使用したとマドゥ

ロ政権を非難した。 

 

なお、グアイド政権下で外相の役割を担っているフリ

オ・ボルヘス氏（１７年の国会議長）は、マドゥロ政権

がキューバのGDPの２０％をファイナンスしていると

訴えている。 

 

「グリサンティ氏 PDVSA 並行役員を辞任」                  

 

５月１５日 グアイド政権に PDVSA 並行役員に任命

されたアレハンドロ・グリサンティ氏は、PDVSA 並行

役員を辞任したと発表した。 

 

アレハンドロ・グリサンティ氏は、大統領府の債務再編

担当も務めていたが同職も辞任した。 

 

グリサンティ氏は、以前バークレイズ銀行でベネズエラ

債券部門の担当リサーチャーを務めていた。 

 

数日前には、「PDVSA２０債」の無効化を求めるグアイ

ド政権の方針に不満を述べていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.439」参照）。 

 

「ベネズエラ産原油 １４．７５ドル／バレル」                  

 

石油省は、５月１１日~１５日の週のベネズエラ産原油

平均価格を公表した。 

 

５月１１日~１５日の平均価格は、１バレル１４．７５

ドル。先週が１バレル１３．４５ドルだったので、先週

から１．３ドル上昇したことになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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２０年４月の平均原油価格は１バレル１２．６６ドルに

なる。 

 

 

 

２０２０年５月１６～１７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「PDVSA による元米国議員への詐欺訴訟        

  ～契約金は１７年の反政府運動に流れた～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.445」で、１７年に

PDVSA が 米 国 政 府 へ の ロ ビ ー 活 動 費 と し て

「 Interamerican Consulting」（米国共和党の David 

Rivera元議員とRivera元議員の兄弟の２名だけの会社）

に支払った１，５００万ドルの返金を求めて訴えを起こ

したとの記事を紹介した。 

 

この事件について、筆者は１７年当時の話であることも

あり、マドゥロ政権側の PDVSA が訴えを起こしたと思

い込んでいたが、それは勘違いで訴えを起こしたのはグ

アイド政権側のコントロール下にある「PDV USA」だ

った。 

 

 

今回、「PDV USA」が River 元議員に訴えを起こした背

景は、「CITGO」の外部監査で同契約のイレギュラーが

発覚し、訴えを起こすべきとの結論に至ったからだとい

う。 

 

そして、本件について訴えを受けた David Rivera 元議

員から意外な回答が返ってきた。 

 

Rivera 元議員の公表した声明文によると、当時「CITGO」

から受け取った資金は、米国政府の合意の上でレオポル

ド・ロペス党首を含むベネズエラ野党に全額が流れ、１

７年に起きた反政府デモの実行資金などに充てられた

という。 

 

以下、Rivera 元議員の声明文の訳。 

 

「この取引は、マドゥロ政権に拘束されている CITGO

の元役員６名とレオポルド・ロペスを含む野党政治家に

よる取引だった。彼らはこの資金を１７年夏にマドゥロ

政権を倒壊させるための反政府デモに使用した。 

 

この資金の１００％はベネズエラ野党に向けられた。 

米国国務省も国家安全保障省もこのオペレーションを

完全に認識している。」 

 

 

（写真）AN  

“グアイド政権から訴えを受けた David Rivera 元議員” 
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グラフ： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～２０年５月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
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この指摘に対して、グアイド政権は 

「レオポルド・ロペス党首はラモベルデ刑務所におり、

今回の一件に関与することはできない」と反応。 

Rivera 元議員は嘘をついていると主張している。 

 

なお、米国民主党も今回の件の調査に乗り出している。

Rivera 議員の主張が正しいかどうかは、「Interamerican 

Consulting」の口座情報と Rivera 元議員自身の協力が

あればすぐに分かるのではないか。 

 

本件は衝撃的なニュースではあるもののベネズエラで

本件を取り上げるメディアは少ない。また、「Google」

で「David Rivera PDVSA」のキーワードで調べると、

Rivera 元議員が PDVSA に訴えられたという記事は出

てくるが、Rivera 議員の反論記事が出てこない。 

 

個人的にメディアの独立性に強い疑念を感じる。 

 

「マドゥロ政権 Silver Corp の告訴状を公開      

 ～契約後、５日以内に１５０万ドル支払い～」           

 

５月１７日 マドゥロ政権は「Gedeónオペレーション」

に関して新たな情報を発表した。 

 

今回発表したのは「Silver Corp USA」がフロリダ州裁判

所に訴えたグアイド政権への告訴状。 

 

告訴状の日付は２０年４月２８日。 

「SilverCorp USA」が委託した「Volk Low」という弁護

士事務所が告訴状を提出している。 

 

告訴相手は、ファン・グアイド議長、セルヒオ・ベルガ

ラ議員、ファン・ホセ・レンドン氏、カルロス・ベッキ

オ氏（グアイド政権の在米ベネズエラ代表大使）、フェ

ルナンド・ブラシ氏（グアイド政権の在米ベネズエラ商

務官）、マニュエル・レトゥレタ氏（役職不明）の６名。 

 

訴えの内容は、契約書に定められた１５０万ドルの支払

いを求めるもの。 

 

「ウィークリーレポート No.148」でも紹介したが、レ

ンドン氏が公表した契約書には、契約締結後５日以内に

グアイド政権は「Silver Corp USA」に１５０万ドルを支

払うと明記されている。 

 

この条文を理由に１５０万ドルの支払いを求めている。 

 

 
（写真）ベネズエラ国営報道局 

“「Silver Corp USA」によるグアイド政権への告訴状” 

 

筆者は「ウィークリーレポート No.148」で本件を指摘

したものの、１５０万ドルの支払いについて契約違反が

あったのはグアイド政権側ではないかのと報じるメデ

ィアはなかった。 

そのため、筆者の英語の読み違いかと心配するほどだっ

たが、これもメディアの報道自粛だったということだろ

う。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
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「セケア元軍人 マドゥロ政権スパイの報道」         

 

「Gedeón オペレーション」の実行部隊として、５月４

日にアラグア州で拘束されたアントニオ・セケア氏がマ

ドゥロ政権の内通者だったとの噂について「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.444」（アントニオ・セケア元軍人の証

言）で紹介した。 

 

セケア氏がマドゥロ政権の軍人だった当時について記

事があったので紹介したい。 

 

セケア氏は軍部高官の一人で、離反前には野党側から

「拷問者」「麻薬取引者」として非難を受けていた。 

 

１９年４月にレオポルド・ロペス党首を自宅軟禁から解

放し、コロンビアに亡命するまで、セケア氏はミランダ

州エルアティージョ市「Cerro Verde」の高級マンショ

ンに住んでいたという。 

 

同マンションの住人によると、セケア氏の家では度々パ

ーティーが開催され、高級車がとまっていたという。 

 

また、セケア氏の車や家財は自身で購入したものではな

く、マフィア団のボス、ドミンゴ・ゴンクラベ氏（通称、

Zar de los Casinos）から押収したものだったという。 

 

また、反マドゥロ政権派の軍人アンヘル・ビバス元将軍

を拘束したのもアントニオ・セケア氏だとされている。 

 

「Infobae」「PanamPost」によると、セケア氏がマドゥ

ロ政権の内通者である可能性は高いと指摘している。 

 

 

 

 

 

 

「米 イグレシア西副大統領の麻薬取引関与捜査」         

 

スペインメディア「Mil２１」は、米国のウィリアム・

バル検事総長がスペインのパブロ・イグレシアス副大統

領と「太陽カルテル」の関係を捜査していると報じた。 

 

「太陽カルテル」とは、ベネズエラ国軍高官を中心とす

る麻薬取引グループのこと。 

 

２０年３月、米国政府は、マドゥロ大統領とカベジョ制

憲議長、クリベル・アルカラ氏に太陽カルテルの元締め

として懸賞金をかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.424」参照）。 

 

記事では 

「米国は「Podemos」（イグレシアス氏が党首を務める

政党）が明確に「Euskadi Ta Askatasuna（バスク祖国と

自由、バスク地方の分離独立を目指す民族組織）」など

のテロリストに支持を表明していることに懸念を抱い

ている。 

 

イグレシアス党首は「Euskadi Ta Askatasuna」の囚人を

支援するよう指示した形跡がある。」 

としている。 

 

また、米国検察はベネズエラの麻薬取引にイグレシアス

副大統領が関与している可能性を疑っており、捜査を進

めていると報じている。 

 

「伯 マドゥロ政権外交官の追放措置を延期」         

 

４月３０日、ブラジル政府は、マドゥロ政権に対して、

５月２日までに在ブラジル・ベネズエラ大使館を明け渡

すよう要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」

参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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この求めに対してマドゥロ政権は抗議。 

ブラジル最高裁に訴えを起こした結果、最高裁はブラジ

ル政府の決定を１０日間延期するよう命じ、ブラジル政

府に対して、１０日以内に今回の措置の理由を説明する

よう要請していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.440」参

照）。 

 

本件について、５月１６日  ブラジルの最高裁は

「Covid-１９の問題が鎮静化するまでマドゥロ政権外

交官がブラジルに留まることを許可する」 

との決定を発表した。 

 

今回の決定によりマドゥロ政権外交官はしばらくブラ

ジル大使館に留まることになりそうだ。 

 

経 済                       

「ベネズエラ向け燃料輸出巡り米・イラン緊張」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.444」で、イラン原油

を乗せたタンカーがベネズエラに向かっているとの記

事を紹介した。 

 

その後もイランは追加でベネズエラへ原油を送ってい

るとされており、ガソリン燃料など石油製品を積んだ５

隻のタンカー（４，５５０万ドル相当の燃料）がベネズ

エラに向かう可能性があると報じられている。 

 

本件について、米国政府は警戒感を示している。 

 

米国政府は、４月から麻薬取締強化の名目でカリブ海に

軍艦を派遣している。イラン政府はベネズエラへの燃料

輸出を妨害し、圧力をかけるため、米国政府が追加で警

備船１隻・軍艦４隻をカリブ海に派遣したと主張。 

 

国連のグティエレス事務局長あてに米国の行動を非難

する訴えを送った。 

 

「製油所再稼働計画 ７月中に日量２０万バレル」         

 

エネルギー情報専門メディア「Argus Media」は、PDVSA

がベネズエラ国内の製油所再稼働計画を進めていると

報じた。 

 

計画期間は６～８週間。 

遅くとも７月１５日までに、カルドン製油所の稼働を日

量８．６万バレルに引き上げ、アムアイ製油所の稼働を

日糧１０．８万バレルに引き上げることを目標にしてい

るという。 

 

仮に国内の燃料精製が日量１９．４万バレルになれば、

国内のガソリン不足感は和らぐことになるだろう。 

 

現在、米国の制裁圧力を受けてベネズエラは欧州、イン

ド、ロシアからガソリン燃料を購入できていない。 

 

この間はイランの協力を仰ぎながらガソリン不足に対

応する計画と思われる。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edf533789772540790f8c251d8b412b8.pdf

