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（写真）第一正義党（PJ）ツイッター “ファン・レケセンス議員 自宅軟禁に変更” 

 

 

２０２０年８月２８日（金曜） 

 

政 治                     

「PJ レケセンス議員 自宅軟禁措置に変更 

～カプリレス元知事とゴンサレス議員関与？～」 

「レデスマ元カラカス首都区長・グアイド議長協議 

～対話・選挙参加を否定、透明性と信頼が必要～」 

「UCAB 少なくとも６０％は投票意思あり」 

経 済                     

「米国 イランのガソリン輸出を支援する３会社 

のウェブサイトを差し押さえ」 

「米国裁 差し押さえガソリンの競売を承認」 

「グアイド議長 米国の経済制裁について見解」 

2020 年 8 月 29～30 日（土・日） 

 

政 治                    

「マチャド VV 党首・グアイド議長協議 

交渉決裂・グアイド議長の任期は残１２０日」 

「カプリレス元知事・グアイド議長面談 

カプリレス元知事、選挙参加意思を表明？」 

「野党政治家の面談に対する周囲の反応」 

経 済                    

「マイケティア空港 再開に向けて協議開始 

～Covid-１９対策プロトコールを実施～」 

「SUNDDE カラカスの主要スーパーを査察 

～Luvebras、Excelsior Gama、Plaza’s～」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月２８日～８月３０日報道            No.４９１   ２０２０年８月３１日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２０年８月２８日（金曜）             

政 治                       

「PJ レケセンス議員 自宅軟禁措置に変更       

 ～カプリレス元知事とゴンサレス議員関与？～」       

 

８月２８日  １８年８月から SEBIN の収容施設

「Hericoide」に収容されていた「第一正義党（PJ）」の

ファン・レケセンス議員が解放され、自宅軟禁になった。 

 

１８年８月５日 マドゥロ大統領が軍事イベントで演

説をしていた際、上空からドローンが接近し、爆発する

事件「ドローン襲撃事件」が起きた。 

 

拘束された実行犯ファン・カルロス・モンテリオス氏（退

役軍人）は、今回の事件に PJ のフリオ・ボルヘス幹事

長とファン・レケセンス議員が関与していると証言。 

 

この証言を理由に１８年８月７日からレケセンス議員

は SEBIN に拘束され、Hericoide に収容されていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.173」参照）。 

 

なお、拘束から３日後の８月１０日にロドリゲス情報通

信相は、レケセンス議員の証言映像を公表（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.175」参照）。 

 

証言映像でレケセンス議員は、 

・ボルヘス幹事長の指示で、ファン・モンテリオス氏を

ベネズエラからコロンビアの国境へ通過させる手助

けをしたこと。 

・モンテリオス氏をコロンビアに移動させるにあたり、

アレクサンダー・ルッソ（ドローン襲撃事件の関係者）

とメッセンジャーで連絡と取ったこと。 

・自分はモンテリオス氏が何のためにコロンビアに移

動したか、ベネズエラでどのような活動をしていたの

か認識していなかったこと。 

などを述べていた。 

野党はレケセンス議員の証言は麻薬などを飲まされて

無理やり強要された証言で虚偽だと主張していた。 

 

しかし、２０年５月の「Gedeón オペレーション」には

何らかの形で野党が関与しており、「Gedeón オペレー

ション」を実行したグループと１８年５月の「ドローン

襲撃事件」を起こしたグループが同一グループであるこ

とは確認されている。 

 

これらを踏まえると、レケセンス議員の証言は虚偽では

ない可能性も十分に考えられるだろう。 

 

なお、今回のレケセンス議員の解放について、政治専門

家（特に選挙分野の専門家）のエウロヒオ・マルティネ

ス氏は、PJ のリーダーであるカプリレス元ミランダ州

知事と「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス

議員が関与していると指摘している。 

 

実際にレケセンス議員の解放を最初にビデオで投稿し

たのはカプリレス元ミランダ州知事だった。 

 

カプリレス元知事とゴンサレス議員は、マドゥロ政権下

での選挙参加を検討している野党政治家と認識されて

いる。 

 

 

（写真）カプリレス元ミランダ州知事ツイッター 

“Hericoide の収容施設から解放されたレケセンス議員” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/edd69d8e32e6de83870c41728bd39108.pdf
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「レデスマ元カラカス首都区長・グアイド議長協議    

 ～対話・選挙参加を否定、透明性と信頼が必要～」         

 

レデスマ元カラカス大首都区長は、グアイド議長と２時

間半にわたる電話会談を行った。 

 

レデスマ元カラカス大首都区長は、１５年２月に

SEBIN により「Hericoide」に収容され１７年８月に自

宅軟禁措置に変更。 

 

それから３カ月後の１７年１１月に自宅から脱出し、コ

ロンビアに移動（「ベネズエラ・トゥデイ No.61」）。現

在はスペインに亡命している。 

 

政治思想は急進野党に分類され、軍事介入での政権交代

を支持している。 

 

８月２９日 レデスマ元カラカス大首都区長は、「El 

Nacional」のインタビューに対応。協議の内容について

否定的な見解を示した。 

 

「野党は「Frente Amplio」を止めて、「Pacto de Unidad」

という新しい同盟を作ろうとしている。しかし、統一と

はグループ名ではない。統一には提案する内容と倫理観

が重要だ。倫理的な約束と全員を巻き込んだ提案が必要

だ。 

 

もし政府の簒奪者と対峙するのであればこれらの要素

が不可欠だ。」 

と述べた。 

 

また、全ての野党はマドゥロ政権と対峙するスタンスを

守らなければならないと主張。 

 

選挙参加や与野党対話などマドゥロ政権との歩み寄り

を支持する考えを否定した。 

 

他、現在の野党に必要な要素として「透明性と信頼」を

挙げ、汚職・熟慮の無い政策実行・指針の無い方針を続

けてはいけないと主張した。 

 

「UCAB 少なくとも６０％は投票意思あり」                  

 

アンドレス・ベジョ・カトリック大学の政治研究センタ

ーは直近の世論調査結果を公表。 

 

仮にグアイド政権が１２月の選挙に参加する意志を示

した場合、少なくとも６０％の有権者は投票する意志が

あるとした。 

 

しかし、このまま野党が選挙不参加を訴える場合、投票

意思を持つ有権者は４６％まで減少するとした。 

 

経 済                        

「米国 イランのガソリン輸出を支援する３会社    

          ウェブサイトを差し押さえ」           

 

８月２８日 米国司法省は「イラン革命軍」によるベネ

ズエラへのガソリン輸出に関与しているとされる３つ

の会社のウェブサイトを差し押さえたと発表した。 

 

差し押さえ措置を受けた３社は 

「Mobin International」 

「Sohar Fuel」 

「Oman Fuel」 

という名前の会社。 

 

米国司法省は、上記３社がベネズエラへのガソリン燃料

の輸出を計画したとしている。 

 

８月１４日 米国政府はベネズエラにガソリンを輸出

しようとしていた４隻を差し押さえたと発表した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.485」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/38d5e473bfb6d83ad33a969a08366ee7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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今回ウェブサイトの差し押さえを受けた３社は、このガ

ソリン輸出を計画した会社のようだ。 

 

「米国裁 差し押さえガソリンの売却を承認」           

 

米国テキサス州南部裁判所は「Kolmar Americas Inc」に

対して、差し押さえたガソリンを２７５万ドルで売却す

ることを承認した。 

 

このガソリンは、マドゥロ政権の協力者の一人、ウィル

メル・ルペルティ氏がベネズエラへ輸出を試みたガソリ

ンで「ベネズエラ・トゥデイ No.465」で紹介したもの。 

 

差し押さえられたタンカーに積まれていたガソリンは

１０万２６６バレル。現在の市場価格で５５９万ドルに

相当すると報じられており、２７５万ドルでの売却は破

格の取引と言えそうだ。 

 

なお、このガソリン競売による資金が誰の口座に入るの

かは明らかにされていない。 

 

差し押さえられたガソリンはマドゥロ政権がルペルテ

ィ氏から購入したものであることは間違いない。 

 

決済が完了したかどうかは明らかになっていないが、マ

ドゥロ政権と後払いで取引をするとは考えにくい。 

 

このガソリンを購入するにあたり、ベネズエラの国庫か

ら支出されたものであれば、競売で得た資金は米国のベ

ネズエラ中央銀行あるいは PDVSA の口座に入金され

るべきだろう。 

 

本件とは直接関係ないが、８月１４日 米国のポンペオ

国務長官が、イランのガソリンを積んだタンカー４隻を

差し押さえたと発表した際、 

 

 

「このガソリンの資金は米国テロ被害者支援基金に流

れる」と説明していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.485」

参照）。 

 

米国が科した制裁に違反したことを理由に、ベネズエラ

の資産が差し押さえられ、ベネズエラとは関係ない米国

のテロ被害者の対策費に支出されるというのは避けて

ほしいものだ。 

 

「グアイド議長 米国の経済制裁について見解」         

 

米国政府はベネズエラへガソリン燃料が届かないよう

妨害をしているが、１０月以降はこれまで Eni、Reliance、

Repsol らに許可していたディーゼル燃料の取引も止め

ることを検討していると報じられている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.487」参照）。 

 

８月２８日 グアイド議長は本件について以下のよう

な見解を示した。 

 

「人権を侵害し、汚職を行っている者への制裁は肯定的

に理解している。 

 

我々はより効果的でより望ましい手段を検討、協議して

いる。 

 

しかし、ベネズエラ国民が困難に直面している責任は全

てマドゥロ政権にある。 

 

彼らがベネズエラを破壊し、PDVSA に汚職を蔓延させ

た。」 

と述べた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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２０２０年８月２９～３０日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マチャド VV 党首・グアイド議長協議        

  交渉決裂・グアイド議長の任期は残１２０日」        

 

８月２９日 急進野党のリーダーでベネズエラ主導党

（VV）党首のマリア・コリナ・マチャド氏とグアイド議

長が協議を行った。 

 

今回の協議はグアイド議長の呼びかけにマチャド党首

が応じたもの（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

マチャド党首は、グアイド議長との協議後に自身のツイ

ッターで結果を報告。 

 

グアイド議長と統一した方針で合意に至らなかったと

発表した。 

 

マチャド党首のビデオメッセージの内容は以下の通り。 

 

 

「グアイド議長との協議結果について報告する。 

 

私は、ベネズエラとベネズエラ国民が望んでいる、今ま

でと異なる提案を聞くことが出来ると期待していた。 

 

我々が１つの結論に至ることが出来たかとの質問につ

いての回答は「ノー」だ。 

 

これはグアイド議長に渡した意見書に記している。 

 

率直な意見交換を行った。 

 

その中で、グアイド議長は「ベネズエラ国民に対して改

めて意志を問う」という提案をした。 

 

しかし、国民への質問は、１７年７月１６日に実施済み

で、グアイド政権はこの約束を達成していない。 

 

ベネズエラ国民がマドゥロ政権の下でずっと生きてい

かなければいけないとの考えは間違いだ。 

 

もしベネズエラを変えたいのであれば、それには汚職者

との共存の可能性を完全に排除する信頼の高い、決して

屈さない人物が指揮を執る必要がある。 

 

グアイド政権はこれまでの約束を果たすために１２０

日の期間が残っている。 

 

人々の不安は２１年１月５日以降の話ではない。 

人々は明日を不安に感じている。 

 

マドゥロ政権が犯罪政権であることはもう分かってい

る。これ以上、国民に質問をする必要はない。 

 

そして、国民は犯罪政権が投票で変わることは無いこと

をはっきりと認識している。 

 

私は統一を乱す全ての工作行為に対峙する。 

 

 

また、ベネズエラ人記者 Gregory Jaimes 氏は、自身の

ツイッターで両者の協議の内容を投稿。 

 

Jaimes 氏によると、マチャド党首は憲法１８７条１１項

の行使（人道的な国際介入）を求めたが、グアイド議長

は他の政治関係者の合意を必要とすると伝えたという。 

 

なお、彼女がグアイド議長へ送った意見書は現在 公開

されている。その内容は次号の「ウィークリーレポート」

で紹介したい。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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（写真）マリア・コリナ・マチャド VV 党首 

 

「カプリレス元知事・グアイド議長面談         

  カプリレス元知事、選挙参加意思を表明？」           

 

マチャド VV 党首との面談翌日の８月３０日、グアイド

議長はカプリレス元ミランダ州知事と意見交換を行っ

た。 

 

カプリレス元知事のスタンスは、マチャド党首とは正反

対。詳細は「ウィークリーレポート No.163」を参照さ

れたい。 

 

ベネズエラ人記者 Gregory Jaimes 氏は、カプリレス元

知事とグアイド議長の協議の内容について 

「カプリレスは１２月の国会議員選への参加を計画し

ている。カプリレスは単独で選挙に参加することになる

だろう。」 

と投稿した。 

 

「野党政治家の面談に対する周囲の反応」         

 

一連の野党政治家の協議について他の政治関係者も

様々な見解を示している。 

 

総論すれば、外国にいるベネズエラ人ジャーナリストは

マチャド党首の意見に好意的な印象だ。 

 

「Factores de Poder」のジャーナリストの１人、ジョエ

ル・アルバレス氏（彼自身はコスタリカ人だが、ベネズ

エラ問題に傾倒している）は、 

「グアイド政権がマチャド党首の方針を支持すること

を期待したい」 

との見解を示した。 

 

国内メディアは、グアイド議長・マチャド党首のどちら

を支持するとも言えない報道が多い。 

 

マチャド党首がグアイド議長に宛てた意見書は、グアイ

ド政権のこれまでの政権運営についてかなり批判的な

内容が多い。 

 

批判的な見解が多すぎるためか、グアイド政権を支持す

る主要野党からはマチャド党首による野党の足並みを

乱す姿勢を強く非難する声も出ており、マドゥロ政権倒

壊のための団結どころか、グアイド政権とマチャド陣営

の戦いが始まりそうな雰囲気さえある。 

 

なお、カプリレス元知事の提案についての報道は「可も

なく、不可もなく」で無視されている印象が強い。 

 

他方、１３年～１５年頃に野党を主導していたヘスス・

トーレアルバ氏など古株政治家はカプリレス元知事の

姿勢を評価。ただし、「カプリレスの提案は遅すぎた。」

とも指摘している。 

 

個人的な見解を述べれば、グアイド議長の提案する「国

民への問いかけ（国民が何を望んでいるのか）」は一案

だと考えている。 

 

ただし、これが「野党支持者だけへの問いかけ」になる

ようであれば、誤った結論が出て問題が更に複雑になる。 

 

与党派・無党派のベネズエラ人を含む全てのベネズエラ

人に問いかけることが重要だろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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少なくともマチャド党首が指摘する 

「全ての国民が同じ意見を持っており、今さら国民に問

う必要はない。」 

という認識は違う気がする。 

 

「ベネズエラ国民の大多数がマドゥロ政権の退陣を望

んでいる」というのは正しいだろう。 

 

しかし、 

「（試みが失敗する可能性があるとしても）マドゥロ政

権を変えるため、ベネズエラ国民全員が更なる制裁強化

を歓迎しており、外国政府による軍事介入を望んでいる」 

と考えているのであれば、それは間違いだろう。 

 

経 済                         

「マイケティア空港 再開に向けて協議開始       

   ～Covid-１９対策プロトコールを実施～」            

 

ベネズエラの玄関口「マイケティア国際空港」が運航再

開に向けて準備を進めているようだ。 

 

「マイケティア国際空港」の代表と国内線・国際線を運

航する航空会社の代表、「ベネズエラ民間航空団体

（ALAV）」の代表、「ベネズエラ航空関連事業者商工会

（Ceveta）」の代表らが空港の活動再開に向けた会合を

行ったという。 

 

再開後は「世界保健機構（WHO）」と「国際民間航空団

体」が推奨する Covid-１９の対策プロトコールを順守

する形になるようだ。 

 

具体的には 

・機内持ち込みできる荷物は１人１つまで。 

・国際線チェックインは出発予定時刻の４時間前。 

・国内線のチェックインは出発予定時刻の２時間前。 

などが施行されるという。 

 

ベネズエラは、Covid-１９感染拡大を防止するため２０

年３月半ばから国内線・国際線の飛行機の運行を停止し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.418」参照）。 

 

本格的に運航が停止してから既に６カ月近くが経過し

ており、民間の航空会社は事業継続の危機にあるとして

マドゥロ政権に運航再開を求めている。 

 

「SUNDDE カラカスの主要スーパーを査察       

   ～Luvebras、Excelsior Gama、Plaza’s～」         

 

８月２９日 「価格統制庁（SUNDDE）」は、カラカス

のスーパーマーケット３店舗の査察を行った。 

 

査察を受けたスーパーは「Luvebras」「Excelsior GAMA」

「Plaza’s」。カラカスに駐在した人ならば馴染みのスー

パーだろう。 

 

査察では特に「ベネズエラ中央銀行の為替レートをベー

スに商品を販売しているか」「レシートは発行している

か」「Covid-１９対策が取れているか」を確認したとい

う。 

 

 

（写真）「価格統制庁（SUNDDE）」ツイッター 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d8ce0d147bef6f5da313d3827507430a.pdf

