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（写真）国営報道局 “コロンビアからのクーデター阻止？ カベジョ制憲議長 米国・コロンビア関与訴え” 

 

 

２０２０年５月１日（金曜） 

 

政 治                     

「制憲議会 麻薬取締関連法の改定を検討」 

「Movistar マドゥロ政権に顧客情報を提供？」 

経 済                     

「グアイド政権 PDVSA の資産売却検討を非難」 

「Chevron ベネズエラからの撤退を否定」 

「イラン政府 米国による取引への圧力を非難」 

「原油価格 １バレル９．６６ドル」 

社 会                     

「ポルトゥゲサ州刑務所で暴動 

～少なくとも４６名が死亡、７０名が負傷～」 

2020 年 5 月 2～3 日（土・日） 

 

政 治                    

「コロンビアからのクーデターを阻止？ 

～高速船を拿捕、８名死亡・２名を拘束～」 

「グアイド議長 マドゥロ政権の自作自演」 

「伯最高裁 マドゥロ政権外交官の追放を延期」 

「Covid-１９感染確認者 ３５７名、死者１０名」 

経 済                    

「メキシコ企業輸出の水槽トラックが到着」 

「Morichal オペレーションセンターで原油漏れ」 

社 会                     

「ペタレ地区で犯罪グループが連日の抗争」 
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２０２０年５月１日（金曜）             

政 治                       

「制憲議会 麻薬取締関連法の改定を検討」       

 

５月１日 ディオスダード・カベジョ制憲議長およびネ

ストル・リベロール内務司法平和相は、２０１０年に制

定した「麻薬取締法（正確には対テロリスト資金・対集

団犯罪組織資金組織法）」の改定を検討すると発表した。 

 

カベジョ制憲議長は国営放送のテレビ番組で 

「リベロール内務司法平和相から制憲議会に対して、麻

薬取締法の改定法案を受け取った。 

 

この法案が成立することで、コロンビアで生産された麻

薬がベネズエラに入ってくることは無くなる。 

 

ベネズエラを麻薬の無い国にするため、この法案は早急

に制憲議会で承認されなければならない。」 

と述べた。 

 

３月２６日 米国政府は麻薬取引の元締めとしてマド

ゥロ政権幹部ら１４名を訴えた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.424」参照）。 

 

４月１日 米国政府は、麻薬取締のためカリブ海での米

軍配備を増強すると発表。ベネズエラ近海も含めて海

軍・空軍らを配備し取り締まりを行っている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.427」参照）。 

 

この流れを受けてか４月中旬からマドゥロ政権側でも

ベネズエラ国内で麻薬取締オペレーションが行われて

おり、ファルコン州、カラボボ州で麻薬取引の大きな組

織の責任者が逮捕されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.435」参照）。 

 

 

「Movistar マドゥロ政権に顧客情報を提供？」         

 

１９年４月末に行われた「自由オペレーション」でマド

ゥロ政権から離反したクリストファー・フィゲロア元

SEBIN 長官は、通信会社「Movistar」がマドゥロ政権に

対して顧客の情報を提供していると訴えた。 

 

フィゲロア元 SEBIN 長官は「TVV Noticias」のインタ

ビューにて 

「ベネズエラの Movistar は、独裁政権に反対するグル

ープに悪影響が出るような情報をマドゥロ政権に提供

していた。 

 

マドゥロ政権に都合が悪いウェブサイトを閉鎖する、あ

るいはメール情報や通話情報を盗むための手伝いをし

ていた。「自由オペレーション」に参加した軍人の電話

情報は全てダビングされた。 

 

私はベネズエラを出た後で自分の携帯電話を破壊した。

しかし、携帯電話にだけ入っていた写真、「Telegram」

「WhatsApp」のやり取りが多くの人に共有されていた。 

 

他にも Movilnet なども同様の対応をしている可能性が

ある。」 

と述べた。 

 

 
（写真）Maduradas 

“クリストファー・フィゲロア元 SEBIN 長官” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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経 済                        

「グアイド政権 PDVSA の資産売却検討を非難」           

 

グアイド政権側の会計監査総長を務めるホセ・エルナン

デス氏は、マドゥロ政権内で検討されている PDVSA の

資産売却について非難した。 

 

「マドゥロ政権は、PDVSA の資産を第三者・外国政府

に引き渡すことを検討している。これは石油産業の民営

化で明確な憲法違反である。 

 

マドゥロ政権による PDVSA 資産の引き渡しは１６年

から始まっており、今に始まったことではない。 

当時、マドゥロ政権は外国の債券保有者に支払い保証を

与えるため、CITGO の株式を担保に PDVSA２０社債

を発行した。」 

と訴えた。 

 

 

（写真）エルナンデス会計監査総長（グアイド政権） 

 

４月２７日 アイサミ経済担当副大統領が石油相に就

任。チャベス CITGO 社長が PDVSA 総裁に就任した。 

 

その後、PDVSA 組織改革が噂されており、PDVSA が

石油関連事業会社の株式５０．１％超を保有することを

定めた「炭化水素法」の改定も検討されていると報じら

れている。 

 

 

 

なお、エルナンデス会計監査総長は、PDVSA２０社債

について、同社債の発行にあたり国会の承認を経ていな

かったとして当該社債の無効化を求めて、ニューヨーク

裁判所に提訴している（「ベネズエラ・トゥデイ No.363」

参照）。 

 

この方針については、野党内でも意見が一致していない

ようで、第一正義党はこの訴えに反対をしており、裁判

ではなく債券保有者との交渉での決着を望んでいるよ

うだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」参照）。 

 

「Chevron ベネズエラからの撤退を否定」                  

 

「Chevron」の Mike Wirth 社長は、「CNBC」のインタ

ビューに対して、ベネズエラからの撤退を検討していな

いとコメントした。 

 

「もちろん我々の意図は、米国政府の要求を順守するこ

とだ。しかし、撤退は考えていない。今後の活動を減ら

すことも検討していない。」 

と述べた。 

 

４月２１日 米国政府は、ベネズエラで石油事業を行う

米国エネルギー事業者に対して発行していた制裁ライ

センスを更新。 

 

ベネズエラ国内に各社が保有している資産を維持する

ための活動だけを許可した。 

 

つまり、「Chevron」は、採掘・原油販売・購入など通常

の事業活動は出来なくなっている。 

 

４月２１日に更新されたライセンスの有効期限は１２

月１日だが、Mike Wirth 社長は同ライセンスの内容は

今後も延長されるだろうとの姿勢を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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「イラン政府 米国による取引への圧力を非難」         

 

マドゥロ政権が、ベネズエラ中央銀行に保管していた

GOLD９トン（約５億ドル）をイランに売却し、石油産

業の立て直し協力を得たとの記事が報じられている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」参照）。 

 

５月１日 本件について、米国のポンペオ国務長官は、

自身のツイッターで 

「マドゥロがベネズエラから９トンの GOLD を盗み、

イラン政権に送った。世界をリードする泥棒集団は結託

し、世界に恐怖をばら撒いている。彼らの主な被害者は

ベネズエラ国民であり、イラン国民だ。」 

と非難した。 

 

 

 

４月２９日には、米国国務省でベネズエラ問題を担当す

るエイブラムス担当官もイラン政府とベネズエラ政府

との GOLD 取引について非難している。 

 

 

 

 

これに対して、イラン政府は米国の不当な報道姿勢を非

難。米国政府は、ベネズエラ経済の回復を妨げ、精製施

設の改修を阻害するために様々な障害をマドゥロ政権

に科していると訴え、イランとベネズエラの健全な経済

活動を阻害することを停止するよう求めた。 

 

「原油価格 １バレル９．６６ドル」                  

 

石油省は、４月２７日~５月１日の週のベネズエラ産原

油平均価格を公表した。 

 

４月２７日~５月１日の平均価格は、１バレル９．６６

ドル。先週が１バレル９．９８ドルだったので、先週か

ら更に下落したことになる。２０年４月の平均原油価格

は１バレル１２．６６ドルになる。 

 

なお、ベネズエラ石油省の発表では、同週の WTI は先

週比２６２．５％増の１バレル１５．１９ドル。 

先週の WTI（WTI５月限先物）は、一時１バレル△３

７ドルを下回った。その結果、一週間の平均価格が異常

に下がり１バレル４．１９ドルとなっていたため、反動

で急騰している。 
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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４月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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社 会                        

「ポルトゥゲサ州刑務所で暴動             

 ～少なくとも４６名が死亡、７０名が負傷～」           

 

５月１日 ポルトゥゲサ州グアレナにある「ロス・ジャ

ノス刑務センター（通称 Cepello）」で暴動が発生。 

 

囚人・刑務官含めて、少なくとも４６名が死亡、７０名

の負傷者が出たと報じられている。 

 

マドゥロ政権側の発表では、囚人が軍人を攻撃し脱獄を

図り暴動に発展したとされている。 

 

他方、暴動が起きた理由は、囚人の家族が囚人のために

渡しに来た食料を刑務官が自分のものにしたことが理

由との訴えもあり、真相は分からない。 

 

いずれにせよ、深刻な人権問題であることは間違いなく、

米州機構、野党、人権団体などがマドゥロ政権の対応を

非難している。 

 

なお、マドゥロ政権からは今回の事件について詳細な発

表はされていない。 

 

２０２０年５月２～３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「コロンビアからのクーデターを阻止？           

  ～高速船を拿捕、８名死亡・２名を拘束～」        

 

５月３日 ネストル・リベロール内務司法平和相は、マ

ドゥロ大統領を暗殺する目的でコロンビアから来た犯

罪者の計画を未然に阻止したと発表した。 

 

リベロール内務司法平和相によると、事件が起きたのは

５月３日の早朝。 

 

コロンビアから高速船でラグアイラ州（旧バルガス州）

モクト地区に侵入しようとした犯罪者グループを国軍、

国家警察らが発見。 

 

犯罪グループと軍部らが海上で衝突し、８名が死亡、２

名を逮捕したとしている。 

 

死亡した８名のうちの１名は、先日コロンビアで米国麻

薬捜査局（DEA）に引き渡されたクリベル・アルカラ氏

の協力者コリン・イバラ氏（通称パンテラ、アンドレス・

イサラ元観光相のボディーガード）が含まれていると発

表した（両名の関係については「ベネズエラ・トゥデイ

No.425」（ロドリゲス情報通信相 アルカラ氏について

説明）参照）。 

 

ただし、「ベネズエラ国際資産保護連合（CARIVE）」と

いう団体は同組織のツイッターで、パンテラ氏は生きて

いるとの声明を発表している。 

 

なお、押収した所持品の中にはペルーの身分証明書、米

国国旗のワッペンが付いたヘルメットなどがあったと

しており、ロドリゲス情報通信相が証拠写真を公開して

いる。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相 

“拿捕した拘束船から押収したとされる証拠品” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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カベジョ制憲議長は、今回の事件について背後にコロン

ビア政府、米国 DEA が関与していると主張。拘束した

犯人自身が米国 DEA の関与を証言していると述べた。 

 

他、現地メディア「Venepress」は、ハビエル・キンテ

ロ元ベネズエラ軍人と米国軍特別部隊 Jordan Goudreau

氏のビデオメッセージを公開。 

 

同メッセージによると、今回の計画は「Operacion 

Gedeon」の一環で、今後も続くと説明。ベネズエラ国

内の軍人らに対して計画への協力を求めた。 

 

 

（写真）Venepress 

“クーデターへの協力を求めるキンテロ元軍人ら” 

 

「グアイド議長 マドゥロ政権の自作自演」           

 

上記を見る限り、マドゥロ政権側が主張するクーデター

計画があったように見えるが、今回の事件は、全てが海

上で起きており、客観的に事件が起きたことを確認でき

るものは何もない。 

 

 

証拠品をねつ造することも容易だろう。 

 

野党側は今回の事件についてマドゥロ政権の自作自演

の可能性を指摘している。 

 

グアイド議長は自身のツイッターにて 

「もちろん愛国者の軍人の中にはベネズエラのために

戦う覚悟がある人物がいる。しかし、バルガス州で起き

た一件は明らかに独裁政権の自作自演によるものだ。 

 

グアナレで起きた大量虐殺やペタレで起きている抗争

を無視し、バリナス州の問題を騒ぎ立てている。虚偽の

証拠をばら撒き、国民を混乱させようとしている。」 

と訴えた。 

 

「伯最高裁 マドゥロ政権外交官の追放を延期」         

 

４月３０日 ブラジル政府は、ブラジルに駐在するマド

ゥロ政権外交官らに対して５月２日にまで本国に帰国

するよう要請。 

 

これに対して、マドゥロ政権側は合意していないとして

ブラジル政府の方針を非難。ウィーン条約および国際法

違反を理由にブラジル最高裁に訴えを起こしていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」参照）。 

 

本件について、５月２日 ブラジル最高裁はボルソナロ

政権に対して、ベネズエラ人外交官を５月２日までに帰

国させるとの決定を延期するよう命じた。 

 

同時にボルソナロ政権に対して、今回の措置の理由につ

いて１０日以内に説明をするよう命じた。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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「Covid-１９感染確認者 ３５７名、死者１０名」         

 

５月３日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者数

は３５７名、死者は１０名となっている。 

 

４月３０日時点での、Covid-１９感染確認数は３３３名

（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」参照）。 

 

５月１日に新たな感染確認者が２名増え、３３５名。 

２日に感染者が１０名増え、３４５名になった。 

３日に更に感染者が１２名増え、３５７名となっている。 

死者数は変わらず１０名のまま。 

 

感染が確認された３５７名のうち１５７名は回復済み

だと発表した。 

 

経 済                       

「メキシコ企業輸出の水タンク車が到着」            

 

５月２日 「ロイター通信」は、メキシコ企業が輸出し

た複数の水タンク車がラグアイラ港に到着したと報じ

た。 

 

以前より「Libre Adordo」と「Schlager Business Group」

というメキシコ企業が PDVSA 原油と引き換えに「水タ

ンク車」と「白とうもろこし」の代物取引を行っている

と報じられており、４月にもベネズエラに同社の貨物が

到着していた。 

 

「ロイター通信」によると、今回、水タンク車を輸出し

たのは「Libre Adordo」。 

 

「ロイター通信」が「Libre Adordo」から直接確認した

情報によると、今回の貨物は中国からベネズエラに向け

て送られたもので、香港籍「Chipolbrok Sun」という船

で送られた。 

 

貨物の中身はタンク２０個、水タンク車２２２台だとい

う。 

 

「Morichal オペレーションセンターで原油漏れ」             

 

Nitu Perez Osuna 記者は自身のツイッターで、オリノ

コ原油地帯にある「Morichalオペレーションセンター」

（モナガス州）で原油漏れが起きていると投稿した。 

 

実際に施設から原油が噴出している映像が確認できる。 

 

 

（写真）Nitu Perez Osuna 記者 

“Morichal での原油漏れを訴え” 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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「ペタレ地区で犯罪グループが連日の抗争」            

 

４日前からカラカス最大のスラム地区「ペタレ」で犯罪

グループの抗争が続いており、連日のように銃弾が飛び

交っている。 

 

報道によると「Wilexis」という犯罪グループが「７月５

日地区」と「４月１９日地区」を自身の領地にしようと

しており、これに対して「China」「El Gusano」「El Diente」

「Geronimo」などのグループが協力して領土を守ろう

としているという。 

 

ペタレ地区はベネズエラの中でも最も治安の悪い地域

とされている場所だが、住民のコメントによると最近の

状況は特に酷いという。 

 

今回の抗争が始まったのは４月２９日からで、断続的に

銃声が聞こえるという。５月２日には軍部らが治安維持

を行い一時は収まったようだが、その後抗争が再開した

という。 

 

５月３日時点ではペタレ・グアレナスの高速道路は国軍

に移動制限をかけられているという。 

 

 

 

（写真）El Estimulo “ペタレ地区のスラム街” 
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