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（写真）PDVSA “PDVSA 改革委員会 米国政府へオペレーション情報を提供した内部関係者を逮捕” 

 

 

２０２０年３月２日（月曜） 

 

政 治                     

「トランプ大統領、ドゥケ大統領会談 

~ドゥケ大統領 制裁の強化を求める~」 

「カベジョ政権議長 ララ州抗議行動の関与否定」 

「元グアイド政権在コロンビア・ベネズエラ大使 

~ベネズエラの問題はレオポルド・ロペス党首~」 

経 済                     

「PDVSA 元幹部 米国に内部情報を売却」 

「PDVSA 総裁 チャベス CITGO 社長へ交代？」 

「海運会社 ベネズエラ産原油の輸送停止を発表」 

「グアイド派の債務再編委員会が始動」 

２０２０年３月３日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 穏健野党と会談 

~CNE 役員選定委員会は野党国会で宣誓しない~」 

経 済                    

「CAF ベネズエラ株で遅延債権の回収を検討」 

「PDV Holdings アルーバ製油所と合意」 

「政府 カタールに米国との交渉協力を要請」 

「自動車免許税などが改定」 

社 長                    

「ミス・ベネズエラ２０ 候補者出そろう」 

「オランダ ４月１日からビザを要請」 
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２０２０年３月２日（月曜）             

政 治                       

「トランプ大統領、ドゥケ大統領会談          

    ~ドゥケ大統領 制裁の強化を求める~」       

 

３月２日 コロンビアのドゥケ大統領は、米国を訪問。 

ホワイトハウスでトランプ大統領とベネズエラ問題に

ついて協議した。 

 

両者は、「ラテンアメリカ地域で最も重要な課題が、一

刻も早いベネズエラの政権移行」であることで合意した。 

 

ドゥケ大統領は「ベネズエラの状況は危機的だ。大量の

国民が飢餓で苦しんでいる。彼らは医療へのアクセスも

できない。本当に深刻な事態だ。」 

とベネズエラ情勢に懸念を表明した。 

 

また、コロンビアへの移民問題について 

「ベネズエラ移民はラテンアメリカ地域の深刻な問題

になっている。コロンビアは、１７０万人のベネズエラ

移民を受け入れており、最も大きな難民受入国になって

いる。」と伝えた。 

 

また、ドゥケ大統領は、トランプ大統領に対して制裁強

化の必要性について言及。 

 

「私は、独裁政権を倒壊させるために、これまで以上に

制裁を強化することが重要だと考えている。 

 

マドゥロ独裁政権は、医療システムを破壊した。 

この問題に対応するため共同で対処しなければいけな

い。民主的な政権移行のために我々は共同で対処しなけ

ればいけない。」 

との見解を示した。 

 

「カベジョ政権議長 ララ州抗議行動の関与否定」         

 

２月２９日にララ州の州都バルキシメトで起きた与党

支持者による抗議行動への介入について、グアイド政権

は、今回の一件について国際司法裁判所に提訴する方針

を示している。 

 

また、米国政府、米国議会議員、欧州連合、コロンビア

など国際社会がマドゥロ政権に対して非難の声をあげ

ている。 

 

メディアでは、今回の一件はカベジョ政権議長によるも

のと報じられているが、カベジョ政権議長自身は今回の

一件は「米国による工作行為」として、自身の関与を否

定している。 

 

「帝国主義国は常に工作行為を行っていることを国民

は知らなければいけない。彼らは裏工作の専門家だ。別

に今に始まったことではない。彼らは世界の国民に何を

信じてほしいかを決めることができる。 

 

野党は、自国民を欺く行為を恥じなければいけない。あ

そこにはピストルを持った男がいた。それは大分前から

わかっていた。 
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しかし、彼らは警戒していなかった。彼らはグアイドに

銃を向けられても平気な態度だった。 

普通なら「伏せろ！」と誰かが叫び周囲は混乱するはず

だ。しかし、そのような写真はない。」 

と主張した。 

 

「元グアイド政権在コロンビア・ベネズエラ大使    

 ~ベネズエラの問題はレオポルド・ロペス党首~」         

 

２０年１月まで在コロンビア・ベネズエラ代表大使を務

めていたカルデロン・ベルティ氏は、大衆意思党（VP）

のレオポルド・ロペス党首および主要野党を批判した。 

 

「ベネズエラ国民は本当の意味で軌道修正を必要とし

ている。グアイドは、主要野党 G４（大衆意思党、第一

正義党、行動民主党、新時代党）とその取り巻きの害悪

なグループの操り人形をやめなければならない。」 

とグアイド議長に対して、主要野党とは別の方針を示す

よう求めた。 

 

また、グアイド議長が所属する大衆意思党（VP）の党首

であるレオポルド・ロペス党首を批判した。 

 

「レオポルド・ロペスは、１９年４月３０日に起きた自

由オペレーションの失敗の責任者だ。 

 

仮にグアイドが暫定大統領としての全権を行使しない

のであれば、同じことを繰り返すと確信している。レオ

ポルド・ロペスはベネズエラおよび国の問題でしかな

い。」との見解を示した。 

 

カルデロン・ベルティ氏は主要野党ではなく、マリア・

コリナ・マチャド氏率いる急進野党に属する政治家で方

針の対立から２０年１月に在コロンビア・ベネズエラ大

使を解任されていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.376」

参照）。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ベルティ元在コロンビア・ベネズエラ代表大使” 

 

経 済                        

「PDVSA 元幹部 米国に内部情報を売却」           

 

先日、マドゥロ大統領が組織した「PDVSA 改革委員会」

は、米国に PDVSA の内部情報を提供したとの理由で

PDVSA 職員を逮捕したと発表した。 

 

逮捕されたのは、アルフレド・マルシアル・チリノス・

アスアヘ氏（特別オペレーション長）、アジェニス・ト

ーレアルバ氏（原油オペレーション総括）の２名。 

 

２名は、組織戦略上の機密・重要情報を米国政府に提供

し、ベネズエラの石油産業を攻撃する手伝いをしていた。 

 

同時に、PDVSA のオペレーション情報（国内販売、輸

出先、地域別の産油状況、ロジスティクス情報）を提供

していた。 

 

この悲惨な裏切り行為で、米国に極めて貴重な内部情報

を漏らし、国内経済を悪化させた。 

 

PDVSA 改革委員会は、情報を提供した２名の職員の罪

を追求するよう検察庁に申請したという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e7199c50d3ec67c137f3548d67f5fd78.pdf
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「PDVSA 総裁 チャベス CITGO 社長へ交代？」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.413」で PDVSA の役

員４名が交代したとの記事を紹介した。 

 

現時点では、PDVSA 総裁であるマニュエル・ケベド総

裁（石油相）は総裁職を交代していないが、彼の続投が

認められたわけではなく、解任の可能性は引き続き残っ

ている。 

 

本件について、エネルギー情報メディア「Argus Media」

は、PDVSA 総裁がアスドゥルバル・チャベス CITGO

社長（マドゥロ政権にとっての CITGO 社長）に交代す

る可能性があると報じた。 

 

アスドゥルバル・チャベス氏は、故チャベス元大統領の

従兄弟。 

 

故チャベス元大統領の血縁で PDVSA 上層部に上り詰

めた人物ではあるが、石油化学エンジニアで故チャベス

元大統領が大統領に就任する前から石油産業に携わっ

ており、石油産業についてはケベド総裁よりも経験があ

る。 

 

 

（写真）entornointeligente 

“アスドゥルバル・チャベス CITGO 社長 

（マドゥロ政権側）” 

 

「海運会社 ベネズエラ産原油の輸送停止を発表」         

 

海 運 会 社 「 Mercantile ＆  Maritime 」 は 、「 Rosneft 

Trading」への制裁を受けて、今後ロシアとベネズエラ

との原油取引に関与しないとの声明を発表した。 

 

「Mercantile ＆ Maritime」は、 

「厳格な検討の結果、我が社は米国政府が科した制裁を

受けて、あらゆる関連取引を停止することを宣言する。 

 

「Mercantile ＆ Maritime」は、原油、ガスを運搬する

世界企業として、全ての商業法と海運規則を遵守する。」 

との声明を発表。 

 

「Mercantile ＆ Maritime」は、シンガポール籍の海運

会社で、原油船を９隻保有しており、「Rosneft Trading」

は同社を通じて多くのベネズエラ産原油を輸送してい

た。 

 

「グアイド派の債務再編委員会が始動」         

 

グアイド政権は債務再編委員会を組織していた。 

 

１９年８月、グアイド議長は「対外債務再編委員会」の

発足を発表。 

 

債権者らとの会合が水面下であったことは何度か報じ

られていたが、発足以降目立った動きは報じられていな

かった。 

 

債務再編委員会は、今後のステージを２つに分類。 

 

１つ目のステージとして、債務再編に精通した組織の洗

い出し、２つ目のステージとして最も適切な組織との契

約に分かれている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
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本選定プロセスは、グアイド政権が任命した中央銀行役

員が担う。 

 

なお、対外債務と言うとベネズエラ政府の債務に加えて、

PDVSA の債務も上がるだろうが、記事を読む限り想定

している対外債務はベネズエラ政府の債務だけのよう

だ。 

 

なお、債務再編に含まれる対外債務は、「商業債務」「債

券」「手形」「商業銀行からの融資」「外国政府からの融

資」など。金額にして１，５００億ドル超を想定してい

るという。 

 

２０２０年３月３日（火曜）                

政 治                        

「マドゥロ政権 穏健野党と会談           

 ~CNE 役員選定委員会は野党国会で宣誓しない~」        

 

（３月２日のニュースだが、紙面の関係上３日に記載） 

 

３月２日 マドゥロ大統領は穏健野党に属する政治家

と会合を実施。選挙の実施について意見交換を行った。 

 

穏健野党から交渉に出席したのは、１８年５月の大統領

選に出馬した発展進歩党（VP）のヘンリー・ファルコン

党首。ハビエル・ベルトゥッシ牧師、ティモテオ・サン

ブラーノ議員など。 

 

国会議員選の実施のために新たな選挙管理委員会

（CNE）役員を早急に選定する必要があるとの認識で

合意した。 

 

なお、本件とは別の話だが、３月１日に主要野党率いる

野党派国会と与党派国会の議員が共同で「CNE 役員検

討委員会」を再発足した（「ベネズエラ・トゥデイ No.413」

参照）。 

 

穏健野党とは別に、同委員会を通じても CNE 役員の任

命作業は進んでいるが、本件について与党派国会のフラ

ンシスコ・トーレアルバ政権議員は、CNE 役員選定委

員会は、野党国会では宣誓しないとの姿勢を示した。 

 

トーレアルバ政権議員は、 

「CNE 役員選定委員会は、グアイドの前で宣誓しない。

グアイドは、国会議長ではない。CNE 役員選定委員会

は、カラカスの町の広場で宣誓しない。ここ立法機関で

宣誓をする。」 

と引き続き与党派国会、野党派国会には大きな認識の隔

たりがあることを示した。 

 

 

（写真）大統領府 

“CNE 役員選定に向けて協議する与党と穏健野党” 

 

経 済                        

「CAF ベネズエラ株で遅延債権の回収を検討」            

 

第一正義党（PJ）のフリオ・ボルヘス幹事長は、「アン

デス開発公社（CAF）」が、ベネズエラの未回収債権を

ベネズエラ株を購入することで回収しようとしている

と訴えた。 

 

CAF は、１９年１２月に４億ドルの融資の返済期限が

切れているという。この未回収分を回収するためのもの

だという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dadbd45d5aa493a51e86b515eb58102a.pdf
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なお、この「株（Accion）」が何を意味するのかは不明。 

 

国営企業の株式を指しているのかもしれないし、ベネズ

エラ政府が CAF に出資している出資金を意味している

のかもしれない。 

 

ボルヘス幹事長は 

「CAF が、ベネズエラの債権を回収し、決算書をきれい

にするため、ベネズエラの Accion を購入しようとして

いるとの情報を入手した。」 

 

「仮にこのオペレーションが実行された場合、ベネズエ

ラは CAF の Accion を失う。各国に対して、この問題を

注視するよう求める。この問題はラテンアメリカ経済の

将来にネガティブな影響を与える可能性がある。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス PJ 幹事長ツイッター 

 

「PDV Holdings アルーバ製油所と合意」         

 

ロイター通信によると、グアイド政権がコントロールす

る CITGO 製油所とアルーバ政府は、CITGO がアルー

バの製油所「San Nicolas 製油所」の使用権をアルーバ

政府に返還することで合意したと発表した。 

 

 

 

ベネズエラの政治問題を理由に１年ほど前から「San 

Nicolas 製油所」は操業を停止していたという。 

 

グアイド政権がコントロールする CITGO だと、アルー

バ製油所で精製する日量２０．９万バレルの石油燃料の

販売先がないことが理由だという。 

 

また、１６年にアルーバ政府と CITGO は６億８，５０

０万ドルを投じて施設の補修をすることで合意したが、

これもベネズエラの政治的な問題を理由に停止してい

た。 

 

今後、アルーバ議会の承認を経て、３月１６日までに

「San Nicolas 製油所」は完全にアルーバ政府のコント

ロールに戻るという。 

 

「政府 カタールに米国との交渉協力を要請」         

 

エネルギー情報メディア「Argus Media」は、デルシー・

ロドリゲス副大統領が、米国の経済制裁緩和のためにカ

タール政府に仲介を求めたと報じた。 

 

２月２８日、ロドリゲス副大統領はカタールを訪問し、

Tamin Bin Hamad Al-Thani 首 長 、 Mohammed bin 

Abdulrahman Al-Thani 外務大臣らと会談した。 

 

当時は、二国間協力に関する協議と、共通の課題につい

て意見交換をしたと報じられていたが、実際のところは

米国政府の経済制裁（PDVSA への制裁）緩和のために

協力を要請していたという。 

 

カタール政府、ベネズエラ政府はこの報道を肯定も否定

もしていない。 
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「自動車免許税などが改定」                  

 

３月３日 国家国土交通局（INTT）は、自動車免許登

録に関する手数料を更新した。 

 

以下が新料金（新規登録料／更新料）。 

 

２° grado （二輪車免許） 

Bs.175.000 ($2.37) / Bs.25.000 ($0.34) 

 

３° grado （普通車免許、ピックアップタイプまで） 

Bs.250.000 ($3,38) / Bs.100.000 ($1,35) 

 

４° grado （普通トラック免許） 

Bs.375.000 ($5,07) + 120.000 por la certificación de 

saberes / Bs.150.000 

 

５° grado （大型トラック免許） 

Bs.625.000 ($8,45) + 120.000 por la certificación de 

saberes / Bs.250.000 

 

自動車登録料は、BsS.５０万から（重量により異なる）。 

 

軽二輪車の所有権移転料は、BsS.３１，２５０。 

大型二輪車の所有権移転料は、BsS.７５万。 

ナンバープレート料は BsS.１００万。 

公共交通用のナンバープレートは Bss.５０万。 

貨物車のナンバープレートは Bss.３７５万となってい

る。 

 

社 会                        

「ミス・ベネズエラ２０ 候補者出そろう」            

 

３月３日 「ミス・ベネズエラ・オーガニゼーション」

は２０年のミス・ベネズエラのファイナリスト候補者を

公表した。 

 

ミス・ベネズエラはベネズエラ２３州１首都区の代表２

４名が最も美しいベネズエラ人女性を競うコンクール。 

「美の大国」と呼ばれたベネズエラの伝統イベントでも

ある。 

 

ファイナリスト候補者は「ミス・ベネズエラ」のインス

タグラムにて確認可能。 

 

今回はファイナリストの選定段階で、一般人もインター

ネットを通じて候補者の中から投票可能。 

 

「オランダ ４月１日からビザを要請」         

 

３月３日 オランダ政府は、４月１日からオランダ領で

あるアルーバ、クラサオ（キュラソー）、サンマルティ

ン、ボナイレ、サンエウスタキオ、サバの６島へのベネ

ズエラ人の入国にビザを必要にすると発表した。 

 

４月１日以降、６島に入国するベネズエラ人は、サンイ

グナシオ・ショッピングセンターにある英国・アイルラ

ンド・カナダ共同ビザ申請センターに訪問し、所定の手

続きをしなければならない。 

 

必要要件は渡航チケット、パスポートの白紙欄が２枚以

上あること、出国予定日から最低でも３ヶ月の有効期限

があること。 

 

ビザ要件をもうける理由について、ベネズエラの経済危

機の長期化によりベネズエラ人移民の数が警戒水準に

達しているためとした。 

 

なお、米国、カナダ、英国、アイルランドのビザを保有

しているベネズエラ人は本要件の対象外となる。 

 

以上 
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