
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年７月３日～７月５日報道               No.４６７   ２０２０年７月６日（月曜） 

1 / 8 

（写真）大統領府 “７月５日 マドゥロ大統領、独立記念日に軍人らを前に演説” 

 

 

２０２０年７月３日（金曜） 

 

政 治                     

「検察庁 グアイド政権関係者１１名の拘束指示 

～英国の GOLD 簒奪を計画～」 

「CNE 役員 EU の選挙監視団参加を示唆」 

経 済                     

「ベネズエラのリグ稼働数がゼロに」 

「SIDOR ２年ぶりに活動を再開」 

「ドル送金が可能なベネズエラの金融機関リスト」 

社 会                     

「屋外映画館初日 警察の介入で停止」 

「サマーク・ロペス氏汚職資金 賠償金に使用？」 

2020 年 7 月 4～5 日（土・日） 

 

政 治                    

「独立記念日 グアイド議長 選挙不参加呼びかけ           

マドゥロ大統領 軍部に忠誠を呼びかけ」 

「アレックス・サアブ氏 Sal 島に移動 

～人身保護と体調管理のため～」 

「Covid-１９隔離措置 来週も延長」 

経 済                    

「マドゥロ大統領息子の GOLD 汚職訴え」 

「米国ストーリー大使 制裁責任論を否定」 

社 会                     

「RCTV ストリーミング配信を再開」 
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２０２０年７月３日（金曜）             

政 治                       

「検察庁 グアイド政権関係者１１名の拘束指示     

        ～英国の GOLD 簒奪を計画～」       

 

７月３日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、ベ

ネズエラ中央銀行が英国に保管している GOLD を簒奪

した罪で、本件に関与したグアイド政権関係者１１名の

拘束を指示した。 

 

＜グアイド政権に任命されたベネズエラ中銀役員＞ 

 

1.- Ricardo Adolfo Villasmil 

2.- Giacoma Cuius Cortesia 

3.- Manuel Rodríguez Armesta 

4.- Nelson Andrés Lugo 

5.- Carlos Antonio Suares 

 

＜グアイド政権に任命された会計監査総長グループ＞ 

 

6.- José Ignacio Hernández 

7.- Irene De Lourdes Loreto 

8.- Geraldine Afiuni 

 

＜グアイド政権の外交代表者＞ 

 

9.- Vanessa Neumann（英国ベネズエラ代表大使） 

10.- Julio Andrés Borges（グアイド政権の外相） 

11.-Carlos Vecchio（米国ベネズエラ代表大使） 

 

現地では本件について大きく報じられているが、実際の

ところ拘束を命じられた１１名は全員コロンビア、米国

などグアイド政権の同盟国にいる。 

 

あくまでマドゥロ政権のポーズに過ぎず、実際に彼らが

拘束される可能性は限りなく低いだろう。 

「CNE 役員 EU の選挙監視団参加を示唆」         

 

「選挙管理委員会（CNE）」のラファエル・シモン・ヒ

メネス副代表は、欧州連合が１２月６日の国会議員選に

選挙監視団として参加する可能性があると述べた。 

 

また、数カ月のうちに欧州連合のボレル外交政策委員長

がベネズエラに訪問し、選挙監視団として参加する可能

性を評価すると述べた。 

 

６月３０日 欧州連合は、マドゥロ政権関係者および与

党国会の役員を務めている穏健野党の議員ら１１名に

制裁を科した（「ベネズエラ・トゥデイ No.465」参照）。 

 

同制裁を理由にマドゥロ政権は、在ベネズエラ欧州代表

大使に国外追放を命じたが、アレアサ外相とボレル外交

政策委員長が電話で協議し、対話による解決を模索する

ことで合意。 

 

欧州代表大使の追放措置を撤回し、歩み寄りの雰囲気が

報じられていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」参照）。 

 

今回の選挙については主要野党が不在で、野党支持者ら

に投票をしないよう呼びかけている。従って、マドゥロ

政権は不正などしなくても容易に多数派になることが

出来る。 

 

仮に欧州連合が１２月の選挙の監視団として参加すれ

ば、同選挙に不正が無かったとお墨付きを与えることに

なる。 

 

この点を踏まえると、主要野党が参加しない選挙に欧州

連合が監視団として参加する可能性は低いだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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経 済                        

「ベネズエラのリグ稼働数がゼロに」           

 

「Baker Hughes」は、６月のベネズエラのリグ稼働数が

ゼロになったと報じた。１年前には２２のリグが稼動し

ていたという。 

 

経済専門家のルイス・オリベロ氏は 

「ベネズエラは極度に石油産業に依存しているが、石油

産業は壊滅的な状況にある。産油量の減少に加えて、売

り先もない。原油を貯蔵する施設も存在しない。」 

とコメントした。 

 

他、経済専門家のホセ・マニュエル・プエンテ氏は、 

「現在、ベネズエラの産油量は日量３０万バレル程度に

なっている。 

 

１８年には米国向けだけで日量５０万バレルを輸出し

ていた。また、日量１２万バレルの希釈剤、軽質油を輸

入していた。 

 

制裁は問題の原因ではないが、後続的な問題を悪化させ

ている。」 

との見解を示した。 

 

「SIDOR ２年ぶりに活動を再開」                  

 

ボリバル州の地方紙「El Coreo del Caroni」は、ベネズ

エラの鉄鋼公社「SIDOR」が約２年ぶりに工場の稼働を

再開したと報じた。 

 

SIODR 役員は、日量１，３５０トンの鉄鋼棒を生産す

ることを目標にすると言及。生産された鉄鋼は、住居建

設に使用するとした。 

 

 

 

稼働再開が報じられた一方で現地の労働者によると、長

い間、生産か停止していたため、施設が老朽化しており、

工場稼働には問題が山積しているという。 

 

SIDOR で安全対策担当員を務めているカルロス・ラミ

レス氏は 

「労働者が安全に活動を出来る状況にはない。 

施設の老朽化だけが問題ではなく、電力不足も問題だ。

この施設が中期的に稼働を継続できるとは思えない。」

と稼働再開に懸念を表明している。 

 

「ドル送金が可能なベネズエラの金融機関リスト」         

 

金融専門家ホセ・アコスタ氏は、現地紙「El Diario」の

インタビューに対応し、現在の銀行のドル取引の状況に

ついて説明した。 

 

アコスタ氏は 

「ベネズエラでは、国内銀行間でドル送金を行うための

規則は定められていないが、国内銀行間でドル送金を行

うことが違法とも定められていない。」 

と説明。 

 

「違法ではない取引は合法」との認識の上で、ベネズエ

ラ国内のドル口座から国内の別のドル口座に送金が出

来るようになっているという。 

 

また、現在ドル送金を受け付けているベネズエラ国内の

銀行が以下８行あると言及した。 

 

-Banco BBVA Provincial 

-Banesco Banco Universal 

-Banco Exterior 

-Banco del Tesoro 

-Banco Nacional de Crédito 

-Banco Mercantil 
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-Banco Occidental de Descuento (BOD) 

-Bancamiga 

 

社 会                        

「屋外映画館初日 警察官の介入で停止」             

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.464」「No.465」で、カラカ

スに屋外映画館が開館するとの報道を紹介した。 

 

チケット料金について、車１台４５ドルという金額が高

額と報じられ、検察庁がチケットの価格を調査すると発

表。 

 

最終的に１人９ドル、１台あたり５人までで最大４５ド

ルになったと報じられている。 

 

そして、運営初日となる７月３日は多くの人が屋外映画

館に来場。屋外映画館の入口付近は入場を待つ車の行列

が出来た。 

 

 

（写真）El Diario 

“屋外映画館の入場待ちをする車の行列（カラカス・メ

トロポリタン大学前）” 

 

 

 

しかし、２２時頃、警察官が会場に入り映画を停止する

よう要請。最後まで映画を見ることは出来なかったよう

だ。 

 

関係者の話によると、屋外映画館を運営する「Cinex」

はミランダ州政府およびスクレ市の許可を事前に得て

いなかったという。 

 

「サマーク・ロペス氏汚職資金 賠償金に使用？」           

 

サマーク・ロペス氏は、マドゥロ政権のテスタフェロの

一人として２０１７年２月に米国政府に制裁を科せら

れた人物。 

 

特にアイサミ石油相と関係が深いテスタフェロと認識

されており、サマーク・ロペス氏が制裁を受けた際、ア

イサミ石油相も同時に米国の制裁を受けている。 

 

そのサマーク・ロペス氏が米国に保有する資産が、

FARC に誘拐された米国人３名の手に渡りそうだと報

じられている。 

 

０３年、米国人３名（Keith Stansell 氏、Marc Gonsalves

氏、Thomas Howes 氏）は、防衛省の契約で麻薬取締関

連の業務に当たっていたが、捜査中に FARC 工作員に

拘束され３名は FARC に監禁された。 

 

０８年にコロンビア軍による救出ミッションで３名は

解放されたが、５年間監禁生活を送っていたことになる。 

 

帰国後３名は FARC を提訴。 

 

米国フロリダ州裁判所は、米国に凍結されている FARC

の資産３億１，８００万ドルを賠償金として３名に支払

うよう決定を下した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd466857ee352326c4469db1b133f3bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
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しかし、フロリダ州裁判所の決定とは別に米国の法律に

より３名は FARC の凍結資金を賠償金として受け取る

ことが出来なかったという。 

 

その後、１８年にトランプ大統領がテロ資金関連の法律

を改定。これにより３名が FARC の凍結資産から賠償

金を受けることが出来るようになった。 

 

そして、米国裁判所はサマーク・ロペス氏が米国に保有

する資産５，３００万ドルを賠償金の一部に充てるよう

決定。 

 

サマーク・ロペス氏の弁護人は、ロペス氏と FARC 氏の

関係性を証明するものはないとして決定の取り消しを

求めたが、この求めは棄却されたという。 

 

ロペス氏の弁護団は決定を不服として上訴する意向を

示している。 

 

 

（写真）Maduradas 

“米国政府に制裁を科せられたサマーク・ロペス氏” 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年７月４日～５日（土曜・日曜）              

政 治                        

「独立記念日 グアイド議長 選挙不参加呼びかけ           

    マドゥロ大統領 軍部に忠誠を呼びかけ」        

 

７月５日は、ベネズエラの「独立記念日」で祝日。 

今年は独立２０９周年記念となる。 

 

「独立記念日」を機にグアイド議長、マドゥロ大統領は

ともに演説を行った。 

 

グアイド議長は、オンラインフォーラムを実施。 

マドゥロ政権からの第２の独立を勝ち取るため、国民の

団結が必要だと訴えた。 

 

また、独裁政権が仕掛ける選挙と言う罠に落ちてはいけ

ないと主張。１２月に実施される国会議員選に投票しな

いよう呼びかけた。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッターより抜粋 
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一方、マドゥロ大統領は軍人高官らを前に演説。 

 

米国が帝国主義を振りかざし、ベネズエラを侵略しよう

としていると主張。ベネズエラの独立を勝ち取るために

戦いを続けなければならないと軍に忠誠を求めた。 

 

なお、「独立記念日」は軍人の昇格日でもある。 

 

Covid-１９感染拡大防止のため、マドゥロ政権は大人数

の集会を禁止しているはずだが、大規模な軍事イベント

を実施した（一応、参加した軍人らはマスクをしている）。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

 

「アレックス・サアブ氏 Sal 島に移動         

       ～人身保護と体調管理のため～」           

 

７月４日 マドゥロ政権のテスタフェロとしてカボ・ベ

ルデで拘束されたコロンビア人企業家アレックス・サア

ブ氏が、Sao Vicente の刑務所から Sal 島の刑務所に移

動したと報じられた。 

 

Sal 島に移動した理由について、最初は様々な憶測が報

じられていたが、主な理由とされているのがサアブ氏の

「人身保護」と「体調管理」。 

 

 

 

「人身保護」について、ベネズエラ人記者のカスト・オ

カンド氏は、マドゥロ政権が「Dead or Alive（生死問わ

ず）」でサアブ氏の身柄を確保するため懸賞金１，００

０万ドルをかけたと報じた。 

 

刑務所には多くの囚人がおり、彼らがサアブ氏を殺害す

る可能性があったため、安全な場所に移したという。 

 

ベネズエラ人記者のネルソン・ボカランダ氏は、医療と

安全確保が Sal 島に移動した理由と報じた。 

 

ボカランダ記者によると、Sao Vicente の刑務所はかな

り危険な刑務所だという。また、サアブ氏は体調を崩し

ているようで医療アテンドが必要となり、Sal 島の刑務

所に移動したとしている。 

 

カボ・ベルデ政府は、米国政府とベネズエラ政府（背後

にロシア政府）の政治的な利害に挟まれており、囚人に

殺されたということはあってはならないだろう。 

 

カボ・ベルデ政府として、サアブ氏の身柄を出来るだけ

安全な場所に移動させたいという意向があったのでは

ないか。 

 

「Covid-１９隔離措置 来週も延長」           

 

７月５日 マドゥロ大統領は新たに４１９名の Covid-

１９感染を確認したと発表。ベネズエラでの感染確認者

数が７，０００名を超えた（７，１６９名）と発表した。 

 

１日で４１９名の感染者が確認されたのはこれまでで

最も多い。 

 

なお、７月５日時点で Covid-１９を理由とする死者数

は６５名となっている。 
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ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、７月６日の週はこれ

まで以上に隔離措置を厳格にすると説明。全国的な隔離

を発表した。なお、いつ隔離措置を停止するかは明言し

ていない。 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領息子の GOLD 汚職訴え」            

 

２０年４月の「自由オペレーション」の際にマドゥロ政

権を離反したクリストファー・フィゲラ元 SEBIN 長官

は、マドゥロ大統領の息子マドゥロ・ゲラ氏が関与する

GOLD の汚職取引について訴えた。 

 

フィゲラ元 SEBIN 長官によると、ゲラ氏はサンティア

ゴ・モロンという企業家とオリノコ流域金鉱区の商売を

独占しており、安価な価格で採掘した GOLD を買い取

り、中央銀行を介して販売し、大きな利益を得ていると

いう。 

 

GOLD 取引の汚職についてはアイサミ石油相、カリス

ト・オルテガ中銀総裁、シモン・セルパ財務相らも関与

していると指摘した。 

 

 

（写真）LA RAZON “マドゥロ・ゲラ氏” 

 

 

 

 

「米国ストーリー大使 制裁責任論を否定」         

 

ジャームス・ストーリー・ベネズエラ米国代表大使（米

国の大使館機能はコロンビアに移動）は、現地メディア

「el Estimulo」の取材に応じ、マドゥロ政権の人権侵害

を非難。同時に制裁がベネズエラの問題の原因ではない

と主張した。 

 

「先日、バチェレ国連人権高等弁務官はマドゥロ政権に

よる人権侵害を非難した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.466」参照）。 

 

バチェレ弁務官がマドゥロ政権の人権侵害を非難する

のはこれで３回目になる。これらの問題は起きてはなら

ないことだ。 

 

ベネズエラの警察部隊はテロリストのように国民を攻

撃しており、年間で７，０００人の人命を奪っている。

彼らは犯罪者だけでなく、ベネズエラの政治家も取り締

まっている。」 

と言及。 

 

「現在、多くのベネズエラ人が制裁の影響を感じている。

DirecTV はベネズエラで放送が出来なくなった。Copa

航空も同様だ。制裁はマドゥロ政権に有利に働いている

のではないか？」 

との質問に対して、 

 

「マドゥロ政権は全ての責任を他者に押し付けようと

する。 

 

マドゥロ政権は、停電の原因は私（ストーリ－大使）に

あると言う。また、Covid-１９の感染が拡大している責

任はコロンビアのドゥケ大統領が感染者をベネズエラ

に送り込んでいるからだと言う。他者の責任にするのは

マドゥロ政権の常とう手段だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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米国とラテンアメリカは今でもベネズエラへ食料品を

輸出している。実際のところ医薬品や食料品の輸出を妨

害するような仕組みは存在しない。 

 

マドゥロ政権はロシアから武器を購入しており、キュー

バに原油を送り、イランと友達になり、中国に債務を支

払おうとしている。 

 

これがベネズエラ経済悪化の理由であり、マドゥロ政権

は国民の事を第一に考えていない。 

 

我々は、政権移行プロセスを提示しており、制裁を解除

することを約束している。彼らの言うベネズエラ経済悪

化の責任は制裁にあるという主張は出まかせだ。」 

と回答した。 

 

社 会                       

「RCTV ストリーミング配信を再開」            

 

７月４日 「RCTV（ラジオ・カラカス・テレビジョン）」

は、７月５日の独立記念日からストリーミング形式での

放送を開始すると発表した。 

 

RCTV は、ベネズエラで最も大きなテレビ局だったが、

右派系のテレビ局でもありチャベス政権と対峙してい

た。 

 

０７年、チャベス政権は「RCTV」が反政府的として放

送ライセンスをはく奪すると決定。０７年５月に

「RCTV」は消滅。１３年ぶりの放送再開となる。 

 

「RCTV」の発表によると、アプリをダウンロードすれ

ば誰でも無料で「RCTV」の番組を閲覧することが出来

る。ただし、有料会員にならなければ閲覧できない番組

もあり、有料会員は広告・宣伝などが入らないようだ。 

 

 

コンテンツは基本的に過去に「RCTV」が製作した番組

で、２．２万時間のテレビドラマ、１．３万時間のエン

ターテイメント番組、７，０００時間のニュース番組な

どを見ることが出来るという。 

 

以上 

 


