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（写真）国家通信センター（野党） “６月２９日 EU マドゥロ政権関係者・穏健野党ら１１名に制裁” 

 

 

２０２０年６月２９日（月曜） 

 

政 治                     

「EU マドゥロ政権・穏健野党ら１１名に制裁 

～マドゥロ政権 欧州大使に国外退去命じる～」 

「Financial Times 米国・野党に方針転換求める 

～国会議員選後、野党政治家の亡命が増える～」 

「汚職訴えを受け、在パナマ大使館職員が辞任」 

「米国 サアブ氏の身柄引き渡しを正式に要請」 

経 済                     

「マドゥロ政権 ALBA の枠組みで食料供給」 

社 会                     

「コロンビア ベネズエラ人滞在者数が減少」 

２０２０年６月３０日（火曜） 

 

政 治                    

「CNE 国会議員選は１２月実施 

～議員定数を１６７名から２７７名に増員～」 

「UNT ゴンサレス議員 選挙に参加するべき」 

経 済                    

「滞留タンカー 競売にかけられる」 

「ロシアへの債務返済 ２３年から増加」 

「野党国会 PDVSA の並行役員を任命」 

社 会                     

「屋外映画館の入場料は４５ドル／台」 

「Covid-１９下で入室強盗が増加」 
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２０２０年６月２９日（月曜）             

政 治                       

「EU マドゥロ政権・穏健野党ら１１名に制裁     

 ～マドゥロ政権 欧州大使に国外退去命じる～」       

 

６月２９日 欧州連合は、ベネズエラの民主主義と国の

権利を侵害し、国民の自由と表現の自由を脅かしている

としてマドゥロ政権関係者および穏健野党議員ら１１

名に制裁を科した。 

 

・José Ornelas Ferreira 氏 

（軍人、国家防衛評議会秘書官） 

 

・Gladys del Valle Requena 氏 

（制憲議会の第２副議長） 

 

・Tania Díaz Gonzalez 氏 

（制憲議会の第１副議長） 

 

・Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso 

（倫理評議会代表） 

 

・Juan José Mendoza Jover 氏 

（最高裁の憲法法廷代表判事） 

 

・Jorge Eliezer Marquez Monsalve 氏 

（大統領府担当相、CONATEL 社長） 

 

・Frank Mora Salcedo 氏 

（検察庁の検察官） 

 

・Franklyn Leonardo Duarte 氏 

（与党派国会の第１副議長） 

 

・Dinora Bustamante Puerta 氏 

（検察庁の検察官） 

・José Gregorio Noriega Figueroa 氏 

（与党派国会第２副議長） 

 

・Luis Eduardo Parra Rivero 氏 

（与党派国会の議長） 

 

制裁を科された１１名は欧州へ渡航することが禁止さ

れ、欧州域内に保有する資産は凍結される。 

 

今回の制裁はあくまで個人制裁で、一般のベネズエラ人

に与える影響はない。 

 

今回の制裁を受けた前日にホルヘ・ロドリゲス情報通信

相は「Wall Street Journal」の記事を引き合いに出し、ス

ペイン大使が、野党によるマドゥロ大統領殺害計画の遂

行をほう助していたと訴えていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.464」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、「事実を指摘した結果、欧州連合が

報復を仕掛けてきた」と訴えた。 

 

また、マドゥロ政権は、Isabel Brilhante 在ベネズエラ欧

州代表大使を「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定。７２

時間以内にベネズエラから出ていくよう命じた。 

 

 

（写真）欧州連合 

“Isabel Brilhante 在ベネズエラ欧州代表” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf
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マドゥロ政権の発表を受けて、欧州連合のボレル外交

政策委員長は、記者会見を実施。 

 

ベルギーにいる欧州ベネズエラ代表大使（マドゥロ政

権側）を召還し、状況の説明を求めると説明した。 

 

また、外交原則の同等対応を取る可能性についても言

及しており、マドゥロ政権の欧州ベネズエラ代表大使

を国外追放することも検討に入れているようだ。 

 

「Financial Times 米国・野党に方針転換求める    

 ～国会議員選後、野党政治家の亡命が増える～」         

 

米国紙「Financial Times」は、ベネズエラ人経済専門家

マイケル・ペンフォード氏のコラムを掲載。 

 

ペンフォード氏は、米国政府と野党に対して既存の政治

方針の転換を求めた。 

 

トランプ政権の対ベネズエラ政策は、政権交代に結び付

かず、結果的にマドゥロ政権と犯罪組織とのつながりを

強固にしてしまったと指摘。 

 

また、既存の政策を継続すれば政権交代が遠のくと指摘。 

対話による解決を求めた。 

 

米国・野党は現在の国会議員を２１年以降も正当な国会

と認識する方針を取るかもしれないが、マドゥロ政権が

擁立した新国会が実効支配をすると指摘。その結果、野

党議員の多くが国外に亡命することになるとした。 

 

亡命した野党政治家がベネズエラの政権交代をさせる

ことは極めて困難であることはキューバの経験から明

確になっており、野党はベネズエラ国内で活動する必要

があると主張。 

 

 

このままベネズエラから野党政治家がいなくなれば、キ

ューバと同じ状況になると指摘した。 

 

「汚職訴えを受け、在パナマ大使館職員が辞任」                  

 

６月２９日 グアイド政権がコントロールする在パナ

マ・ベネズエラ大使館の Yuraima Reyes 氏が辞任を表明

した。 

 

在パナマ・ベネズエラ大使館の Fabiola Zavarce 大使は、

Reyes 氏が汚職の訴えを受けたことで、その裁判に注力

するためとしている。 

 

Reyes 氏の汚職を非難したのは急進野党「ベネズエラ主

導党（VV）」のホセ・アマリオ・グラテロル氏。 

 

６月２８日 グアテロル氏は、グアイド議長に対して陳

情書を提出。 

 

Reyes 氏について「故チャベス政権およびマドゥロ政権

下で与党に協力していた人物」と訴えていた。 

 

Reyes 氏はグアテロル氏に対して裁判を起こす構えの

ようで、Fabiola Zavarce 大使も Reyes 氏の方針を支持

している。 

 

なお、Zavarce 大使によると Reyes 氏は在パナマ・ベネ

ズエラ大使館でベネズエラ難民の法的助言などを行う

役割を担っており、多くのベネズエラ難民の問題を解決

してきたとしている。 

 

「米国 サアブ氏の身柄引き渡しを正式に要請」         

 

６月１２日 マドゥロ政権との汚職取引を理由にコロ

ンビア人企業家アレックス・サアブ氏がカボ・ベルデで

拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
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サアブ氏は引き続きカボ・ベルデの収容施設に拘束され

ており、米国政府に引き渡されるか、マドゥロ政権の要

請に従い解放されるか不明な状況が続いている。 

 

６月２９日 コロンビア系メディア「El Tiempo」は、

カボ・ベルデ政府の内部関係者（匿名）から内部の動き

を入手。 

 

内部関係者は 

「先週、全ての書類が翻訳された。カボ・ベルデ政府は

米国政府に対して身柄引き渡し申請を受け付けたこと

を伝えた。数日内に結論があるだろう。」 

と述べた。 

 

他方、サアブ氏の弁護人は６月１２日の拘束時に適切な

手続きが踏まれていなかったと指摘。正当な拘束ではな

いため、解放する必要があると主張している。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 ALBA の枠組みで食料供給」           

 

６月２９日 マドゥロ政権経済閣僚らは、「米州ボリバ

ル同盟（ALBA）」の同盟国とビデオカンファレンスを実

施。 

 

アレアサ外相は、「ALBA」および「Petrocaribe」の枠組

みを通じて、欧米各国からの経済迫害に対抗すると述べ

た。 

 

また、新たに「ALBA Alimentos」というプログラムの

開始を発表。「ALBA Alimentos」を通じてベネズエラ国

民に必要な食料などを供給するとした。 

 

「ALBA Alimentos」の実施資金は「Banco de ALBA」

から融資を得るという。 

 

 

 
（写真）大統領府 

“ALBA 加盟国とのビデオカンファレンス” 

 

社 会                        

「コロンビア ベネズエラ人滞在者数が減少」           

 

Covid-１９の感染拡大を理由とする移民制限措置が理

由か、ここ２カ月はコロンビアに滞在するベネズエラ人

が減少しているという。 

 

コロンビア移民管理局の発表によると、２０年４月のベ

ネズエラ人滞在者数は１７８万８，８３０名。 

２０年３月の１８０．９万人から約２万人減少。 

２０年２月の１８２．５万人から４万人弱減少した。 

 

なお、移民ステータスに問題を抱えているベネズエラ人

は１０２．４万人いるとしており、半数以上はステータ

スに問題を抱えているとした。 

 

ベネズエラ移民が最も多いのは首都ボゴタで３５万２，

６２７名。次いで、ベネズエラと国境を接するノルテ・

デ・サンタンデールで２０．３万人のベネズエラ移民が

いるとしている。 
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２０２０年６月３０日（火曜）              

政 治                       

「CNE 国会議員選は１２月実施             

  ～議員定数を１６７名から２７７名に増員～」        

 

６月３０日 「選挙管理委員会（CNE）」のインドラ・

アルフォンソ代表は、国会議員選についての情報を発表。 

 

選挙は１２月に実施されるとした。 

 

また、議員定数は２７７名になると発表。現在の１６７

名から１１０名（６６％）増員するとした。 

 

ベネズエラの国会議員選挙は、中選挙区制と比例代表制

の両方を採用している。 

２７７名のうち５２％（１４４名）は中選挙区制により

選出。４８％（１３３名）は比例代表制により選出され

ることになる。 

 

他、選挙参加資格を持つ政党は８７政党。 

全国規模の政党は２８政党。地方政党は５６政党。先住

民枠の政党は６政党とした。 

 

国会議員の任期は５年間。今回当選した議員の任期は２

０２１～２６年を予定している。 

 

 

（写真）選挙管理委員会（CNE） 

“インドラ・アルフォンソ CNE 代表” 

 

「UNT ゴンサレス議員 選挙に参加するべき」           

 

６月３０日 「新時代党（UNT）」の党員で１９年に国

会第２副議長を務めたスターリン・ゴンサレス議員は、

野党が現在の方針を転換する必要があると主張。 

 

国会議員選に参加するためにマドゥロ政権と交渉をす

る必要性を説いた。 

 

「憲法で保障された信頼性のある選挙を実施するため

には政治的な合意の道を探らなければならない。 

『選挙に出ない、交渉しない』という思想に対して非難

の声が高まっている。 

一年前に我々を支持してくれていた同盟国も今ではマ

ドゥロ政権と交渉するよう求めている。」と言及。 

 

「国の状況は変わっていく。我々が考えたルートは目的

を達成できなかった。外国に亡命した状態で我々の目的

が達成できるとは思えない。我々はベネズエラ国内で戦

わなければいけない。」と主張した。 

 
（写真）@Jovel Alvarez 記者 

“スターリン・ゴンサレス議員” 
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この種の主張はメディア、ソーシャルメディアなどで非

難されるため、野党政治家は大きな政治コストを支払う

ことになる。 

 

今回もメディア関係者からスターリン議員に対して「ね

ずみ」「裏切り者」など非難の意見が報じられている。 

 

 

経 済                       

「滞留タンカー 競売にかけられる」            

 

AP 通信は、この２カ月間、メキシコ湾に滞留している

マルタ籍の船舶「Alkimos」に積まれたガソリンが７月

１日に競売にかけられると報じた。 

 

「Alkimos」には１０万２６６バレル、金額にして５０

０万ドル超のガソリンが積まれているという。 

 

「Alkimos」は、「Capital Ship Management Corp」とい

う会社が運航しており、同社はギリシアのサッカーチー

ム「Olympiakos」のオーナーEvangelos Marinalis 氏が所

有する会社のようだ。 

 

この「Alkimos」は、アルーバにガソリンを輸出する名

目で「Euro Shipping SA」というスイスの会社と契約を

締結。 

 

その後、「Euro Shipping SA」はマドゥロ政権との取引

が指摘されている Wilmer Ruperti 氏の親族の会社だっ

たことが判明。 

 

そして、「Alkimos」に積まれたガソリンは、海上で

「Beauty One」という船舶に引き渡す予定であること

が判明。 

 

 

 

これらの行為は米国政府が科している制裁対象になる

可能性があるため、「Alkimos」は移動ルートを変更し、

ヒューストンに向かい「Euro Shipping SA」に対して契

約違反を理由に訴訟を起こしていたという。 

 

「ロシアへの債務返済 ２３年から増加」         

 

「ロイター通信」は、ロシア政府とベネズエラ政府が交

わした債務返済スケジュールについて情報を公開した。 

 

この情報は、ロシア政府がロシア下院議会に提出した政

府の計画資料の中に書かれていたという。 

 

同資料によると、マドゥロ政権は１９年～２２年にかけ

ては毎年１億３，３００万ドルを返済する義務がある。

そして、２３年～２６年にかけて返済額が６億８，４０

０万ドルに増えるという。 

 

つまり、１９年～２６年にかけて合計で３２．７億ドル

の返済をすることになる。 

 

１８年 マドゥロ政権とロシア政府は協定を締結。 

原油代金の前払いとして３１．２億ドルをマドゥロ政権

に引き渡したという。 

 

「野党国会 PDVSA の並行役員を任命」         

 

６月３０日 グアイド議長率いる野党国会は、ビデオカ

ンファレンス形式で国会を実施。PDVSA の並行役員と

して、新たに Horacio Francisco Medina Herrera 氏を任

命した。 

 

５月 PDVSA の並行役員２名が辞任したため、その補

充要因となる（「ベネズエラ・トゥデイ No.446」「No.448」

参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
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Horacio Francisco Medina Herrera 氏は、PDVSA の部

長職（具体的な部署、いつ頃勤務していたのかなどの情

報は不明）を務めたことのある人物のようで、労働組合

「Unapetro」の代表を務めているという。 

 

Horacio Francisco Medina Herrera 氏が新たに PDVSA

役員メンバーに加わったことで、グアイド政権下の

PDVSA 並行役員は、Javier Ricardo Linares Peña 氏、 

Horacio Francisco Medina Herrera 氏、Luis Antonio 

Vilchez Gallardo 氏の３名になっている。 

 

なお、今回の任命について急進野党に属する議員団は賛

成を投じなかった。 

 

急進野党議員団「７月１６日グループ」は、Horacio 

Francisco Medina Herrera 氏の PDVSA 役員任命に賛成

票を投じなかった理由について、賛否を下すために必要

な情報と時間が無かったためとしている。 

 

また、先日 CITGO が発行した債務についても透明性を

欠く行動が見受けられ、現在の PDVSA 役員の運営に懸

念を持っていることも賛成票を入れなかった理由とし

ている。 

 

社 会                       

「屋外映画館の入場料は４５ドル／台」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.464」で、カラカスに

２つの屋外映画館が開館するとの記事を紹介した。 

 

記事を紹介した当時は、まだ入場料が明らかにされてい

なかったが、この映画館の入場料が高いと話題になって

いる。 

 

 

 

 

CINEX 自身は入場料について一般公表しておらず、実

際にチケットを購入しようとした人の投稿が情報源に

なっているが、その価格は車１台当たり BsS.９４５万。 

ドル建てだと４５ドルになるとしている。 

 

車１台で４人が乗り、映画鑑賞をすれば、一人あたり約

１１ドルになる。ドル建ての生活が出来るベネズエラ人

であれば十分に納得できる金額だろうが、そうではない

ベネズエラ人には法外な値段と言えるだろう。 

 

なお、この訴えを受け、検察庁はチケットの販売価格に

ついて調査を行うとしている。 

 

（写真）@Sergio Monsalve 

 

「Covid-１９下で入室強盗が増加」          

 

米国メディア「La Voz de America」は、Covid-１９の隔

離措置が始まって３カ月間の間に不動産に侵入する強

盗が増加したと報じた。 

 

同メディアによると、３カ月の間にカラカスだけで１５

件の不動産侵入が確認されている。強盗団は個人宅より

も長期間、閉店にしている店舗を狙っているようだ。 

 

個人的にはもっと多いと感じていたので３カ月で１５

件は意外な数字ではある。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf

