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（写真）大統領府公式ツイッター “スペイン政府 ベネズエラに新大使を派遣せず、大使の後任は商務官” 

 

 

２０２０年１０月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 スペイン大使を非難 

～スペイン新大使派遣せず、商務官がトップ～」 

「ローランド・カレーニョ氏の拘束を命令 

～ロペス党首の国外脱出支援、公金横領疑惑～」 

「マドゥロ大統領 ガソリン在庫は２０日分」 

経 済                     

「アムアイ製油所爆発 野党のテロ行為？ 

～ミサイルを打たれた可能性を指摘～」 

「リチャード・オブチ氏 経済妨害対策法を分析」 

「Repsol PDVSA に代わりカナダから原油購入」 

２０２０年１０月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「ボリビア新大統領就任式 グアイド議長招待 

～マドゥロ大統領・モラレス元大統領不参加～」 

経 済                    

「米国 マドゥロ政権差し押さえガソリン売却 

～売却資金はテロ被害者支援のために使用～」 

「マドゥロ政権 石油セクターの民営化を検討」 

「制憲議会 ２１年度国家予算案を承認」 

社 会                     

「フロリダ州世論調査 

～ベネズエラでの産油活動停止擁護が多数～」 
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２０２０年１０月２８日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 スペイン大使を非難         

 ～スペイン新大使派遣せず、商務官がトップ～」       

 

１０月２４日 野党「大衆意志党（VP）」のレオポルド・

ロペス党首がスペインに亡命した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.515」参照）。 

 

ロペス党首は、１４年４月に起きた抗議行動の主犯格と

して有罪判決を受けており、ラモベルデ軍事収容所に拘

束されていた。 

 

しかし、１７年に抗議行動が激化する中、マドゥロ政権

は自宅軟禁措置に変更。 

 

その後、１９年４月末の「自由オペレーション」で自宅

を脱出したものの、同オペレーションは失敗。それ以来、

ロペス党首はスペイン大使公邸で保護されていた。 

 

１０月２８日 マドゥロ大統領は、ロペス党首のスペイ

ン亡命には在ベネズエラ・スペイン大使が関与している

として、ヘスス・シルバ在ベネズエラ・スペイン大使を

ベネズエラから追放すると発表した。 

 

（「ベネズエラ・トゥデイ No.515」でキューバ政府と良

好な関係にあるファン・エルナンデス・トリゴ新大使が

着任したとの記事を紹介したが、正しくは着任済みでは

なく、着任予定だった） 

 

マドゥロ大統領は、シルバ大使について 

「ヘスス・シルバはもうすぐベネズエラを出ていく。彼

の顔を二度と見なくて済むので我々は喜んでいる。 

 

 

 

彼は植民地支配主義者で人種差別主義者でクーデター

擁護者だ。５月に起きた「Gedeon オペレーション」に

も彼は関与していた。 

 

我々は外交規範を遵守しウィーン条約を守る。彼を拘束

することは無いが、明日にでもベネズエラを立ち去って

ほしい。」 

と述べた。 

 

１０月２９日 マドゥロ大統領の発言を受けて、スペイ

ン外務省は抗議文を発表。 

 

スペイン政府は、マドゥロ政権を正当な政府と認識しな

いため、ベネズエラには大使を派遣しないと発表。 

ヘスス・シルバ大使の後任として派遣される予定だった

ファン・エルナンデス・トリゴ氏は新大使ではなく、商

務官として派遣するとした。 

 

従って、今後スペイン大使館のトップは商務官が担うこ

とになる。 

 

なお、現在ファン・エルナンデス・トリゴ新商務官は、

在キューバ・スペイン大使を務めており、キューバ政府

と良好な関係を築いているという。 

 

シルバ大使がベネズエラに着任したのは１７年。 

当時のスペインはマドゥロ政権を強く非難するラホイ

政権（国民党）だった。つまり、シルバ大使は、国民党

政権時代に派遣された大使で、シルバ大使自身も国民党

に近い考えがあったと思われる。 

 

トリゴ新商務官が着任することで、スペインとの関係に

何らかの変化がある可能性は否定できない。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
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「ローランド・カレーニョ氏の拘束を命令       

 ～ロペス党首の国外脱出支援、公金横領疑惑～」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.516」で、マドゥロ政権が、

ロペス党首の国外脱出に関与したとされる複数の関係

者を拘束（事情聴取）したとの記事を紹介した。 

 

拘束されたほとんどの人は開放されたが、記者で大衆意

志党のアドバイザーを務めていたローランド・カレーニ

ョ氏については解放されていなかった。 

 

１０月２８日 カレーニョ氏は「テロリストへの資金提

供、共謀、武器密売」の容疑で拘束（予防のための拘留

措置）されることが決定した。 

 

１０月２９日 サアブ検事総長は、カレーニョ氏の拘束

理由について 

「CITGO 基金（シモンボリバル財団）の資金をカレー

ニョ氏経由で主要野党に流していた。 

見つかった資料によると、シモンボリバル財団の資金８

５０万ドルを４つの政党に流していたことが発覚した。」

と説明。 

 

証拠としてサアブ検事総長が記者会見で提示した資料

（右上の写真）には、７３．３万ドルが「大衆意志党（VP）」

「第一正義党（PJ）」「新時代党（UNT）」「行動民主党

（AD）」その他地方政党に支払われたと書かれている。 

 

サアブ検事総長は、「野党は今回発覚したような公金横

領を行うため、CITGO や Monomeros のコントロール

を奪った」と主張した。 

 

他、最高裁判所は、カレーニョ氏がレオポルド・ロペス

党首のスペイン亡命を資金的に支援したとしている。 

 

 

 

 

（写真）国営放送（VTV） 

“サアブ検事総長が開示した資料” 

 

「マドゥロ大統領 ガソリン在庫は２０日分」                  

 

１０月２８日 マドゥロ大統領は、ガソリン生産状況に

ついて「イランや他の地域の支援により、現在ベネズエ

ラ国内のガソリン生産量は増加しており、一日に消費さ

れるガソリン消費量よりも３０％多くのガソリンを精

製している。」と述べた。 

 

マドゥロ大統領によると、現在のガソリン在庫は２０日

分あり、今後生産量が増えることで３０日分まで増やす

としている。 

 

また、米国・野党によるガソリン供給の妨害行為を非難。 

 

米国・野党の妨害により８月だけで３００万バレルが盗

まれたと訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/af37018ef3cab49d14579680eec38e11.pdf
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経 済                        

「アムアイ製油所爆発 野党のテロ行為？        

    ～ミサイルを打たれた可能性を指摘～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.516」で、ファルコン

州にあるアムアイ製油所が爆発したとの記事を紹介し

た。 

 

１０月２８日 この爆発について、マドゥロ大統領は

「攻撃された」と主張。 

 

国内のガソリン精製は増加していたが、野党と米国とコ

ロンビアにいる破壊工作員らが社会安定を妨害するた

めに攻撃を仕掛けたと主張した。 

 

１０月２９日 アイサミ石油相は記者会見で、 

「衝撃の大きさからアムアイ製油所はドローンなどを

用い遠距離からミサイル攻撃を受けた可能性がある。 

調査委員会を組織し、今回の事件の真相を解明する。」

と述べ、爆発したアムアイ製油所の映像を公開した。 

 

なお、ミサイルが撃ち込まれたことが確認できるような

映像は公開されていない。 

 

 

 

 

 

 

（写真）国営放送（VTV） 

 

一方、「Argus Media」が PDVSA 労働者から入手した証

言によると、今回の爆発はミサイル攻撃を受けたためで

はなく、PDVSA が事故防止に必要なプロトコールを無

視し、製油所を無理やり稼働させたためと指摘。製油所

内の水が蒸発したことで爆発が起きたとしている。 

 

また、今回の爆発はかなり大きなものだったようで、施

設の一部が修復不可能なほど破壊されていると報じら

れている。 

 

「リチャード・オブチ氏 経済妨害対策法を分析」                  

 

数はそこまで多くないがベネズエラにも日系人コミュ

ニティは存在する。成功した起業家や医師などベネズエ

ラでも多くの日系人が活躍している。 

 

その中の一人、日系ベネズエラ人で経済専門家のリチャ

ード・オブチ氏は、制憲議会が承認した経済妨害対策法

について、見解を示した。 

 

オブチ氏によると、「経済妨害対策法」は、国営企業の

経営を民間に移す趣旨の法律で、マドゥロ政権がこれま

で行ってきた経済政策が間違っていたことを認めるも

のだとの見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/af37018ef3cab49d14579680eec38e11.pdf
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また、民営化に焦点が行きがちだが、経済妨害対策法に

は多くの不明瞭な点があり、政府による経営権の維持が

放棄されておらず、投資家の権利が十分に保障されてい

ないと指摘した。 

 

具体的にどのような分野が民営化される可能性がある

かについて、「ホテルなど観光分野」「農業分野」などを

挙げた。 

 

また、ベネズエラの経済回復には民間セクターの活動が

不可欠であると指摘。民営化は透明で秩序だった形で進

められなければならないとした。 

 

「Repsol PDVSA に代わりカナダから原油購入」        

 

「Bloomberg」は、スペイン系エネルギー会社「Repsol」

が PDVSA からの原油購入を停止し、カナダ企業からの

購入を検討していると報じた。 

 

「Bloomberg」が匿名の関係者から入手した情報による

と、「Repsol」は月２００万バレルの原油購入契約を結

ぶべくカナダの企業と交渉を始めているという。 

 

９月末、PDVSA の最重要顧客の１つインドの「Reliance」

が、PDVSA の代わりにカナダの企業からの原油購入を

検討していると報じられていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.505」参照）。 

 

「Reliance」と同様に「Repsol」が購入先を変更する理

由は米国政府による制裁を回避するため。 

 

米国政府は PDVSA と取引を続ける外国企業に対して

これまで以上に圧力をかけており、１０月～１１月の間

に PDVSA との取引を完全に停止するよう求めている

という。 

 

 

２０２０年１０月２９日（木曜）              

政 治                       

「ボリビア新大統領就任式 グアイド議長招待      

 ～マドゥロ大統領・モラレス元大統領不参加～」        

 

１１月８日 ボリビアでルイス・アルセ氏の大統領就任

式が行われる。 

 

アルセ氏はモラレス元大統領が所属する「社会主義運動

党（MAS）」の候補で、ベネズエラの大統領をマドゥロ

大統領と認識することを明らかにしている。 

 

しかし、同氏の就任式にはマドゥロ大統領は招待されず、

グアイド議長が招待されたという。また、アルゼンチン

に亡命しているモラレス元大統領も招待されていない。 

 

マドゥロ大統領を招待しない理由についてボリビア外

務省は、「ボリビアはグアイド議長をベネズエラの大統

領と認識しているため。」としている。 

 

（今回の大統領就任式の運営はアニェス暫定政権が行

っており、アニェス政権の方針で準備が進められている） 

 

なお、ボリビア・ラパス裁判所は、モラレス元大統領を

テロ容疑で指名手配していたが、１０月２６日に指名手

配の命令を取り下げた。 

 

指名手配を取り下げた理由について、裁判所は「モラレ

ス元大統領の擁護する基本的権利が損なわれているた

め」と説明した。 

 

この決定を受けて、モラレス元大統領は、 

「１１月９日（アルセ候補が大統領に就任した翌日）に

ボリビアに帰国するだろう」 

と述べている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
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経 済                        

「米国 マドゥロ政権差し押さえガソリン売却        

 ～売却資金はテロ被害者支援のために使用～」            

 

１０月２９日 米国政府は、ベネズエラに送られる予定

だったイラン産ガソリン１１０万バレルを売却したと

発表した。 

 

２０年８月 米国政府は、ベネズエラに送られる予定だ

ったガソリンを積んだ４隻のタンカー（「Bella」「Bering」

「Luna」「Pandi」を差し押さえた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.485」参照）。 

 

正確に言うと、米国政府がタンカーを差し押さえたとい

うのは少し違う。 

 

この４隻のタンカーは、民間の船会社が輸送を請け負っ

ていた。米国政府は、この船会社に対して制裁を科す用

意があると通知し、船会社に対して米国に向かうよう要

請し、船会社がこれに応じたようだ。 

 

差し押さえたガソリン１１０万バレルは、４，０００万

ドルで売却できたという。 

 

米国政府は今回得た４，０００万ドルについて、「テロ

被害者支援のために使用する」と説明した。 

 

個人的には今回の資金は「テロ被害者支援」ではなく、

「ベネズエラ人難民」のために使用されるべきだと考え

ている。 

 

２０年８月に米国が差し押さえた原油は、マドゥロ政権

の GOLD 引き渡しにより支払いが完了している。 

つまり、差し押さえたガソリンはベネズエラ側の資産に

なっている。 

 

 

ベネズエラの国費を支出したガソリンが、ベネズエラと

直接関係ないテロ被害者支援のために支出されるのは

違う気がする。 

 

実はこれと同じことは以前も起きている。 

 

マドゥロ政権のテスタフェロの１人であるサマーク・ロ

ペス氏の汚職資金が FARC に拘束された米国人３名の

賠償金に使用されるという（「ベネズエラ・トゥデイ

No.467」参照）。 

 

マドゥロ政権の汚職資金は元をたどればベネズエラの

原油であり、ベネズエラの資金のはずだ。 

その資金がコロンビアゲリラ組織の被害者への賠償金

に充てられるのはおかしいだろう。 

 

そして、この問題を全く指摘しないメディアもおかしい

と思わざるを得ない。 

 

「マドゥロ政権 石油セクターの民営化を検討」               

 

現地石油専門メディア「Petroguia」は、経済妨害対策法

を受けて石油セクター民営化の検討状況について報じ

た。 

 

経済妨害対策法については、否定的なコメントが多いが、

マドゥロ政権内で民営化に向けた検討が進んでいると

いう。 

 

一例として、「Petroindependia」は、「Chevron」が保有

している株式３４％を５０．１％に引き上げる案がある

ようだが、米国の制裁が実行の障害になっているという。 

 

他「Petrocarabobo」について、非公式だが「Repsol」が

現在保有している１１％の株式を５０％超に増やすと

いう案があるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf
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「Petrodelta」「Petrocedeño」について同様の提案がさ

れていると報じた。 

 

他にも「Petrovictria」「Petrosanfelix」「Petrourica」

「Petromacareo」「Petromiranda」「Petrojunin」など株

式売却リストに上がっている会社はたくさんあるとい

う。 

 

「制憲議会 ２１年度国家予算案を承認」           

 

１０月２９日 制憲議会は２１年度の国家予算案を承

認した。 

 

同予算案は１０月１４日にマドゥロ政権が制憲議会に

提出したもの（「ベネズエラ・トゥデイ No.511」参照）。 

 

例年だと１２月末に承認されることが多いが、今回は提

出後１５日という異例のスピードで承認された。 

 

承認された予算総額は８１億３，７０３万８，４１８．

１ドル。 

 

２０年度に承認された国家予算は約５４．４億ドルだっ

たので、前年よりも大きく増加したことになる。 

 

なお、デルシー・ロドリゲス副大統領は、「承認された

予算の７６．４％は社会開発事業に充てられ、平等と社

会正義のために支出される」 

と説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「フロリダ州世論調査                  

 ～ベネズエラでの産油活動停止擁護が多数～」            

 

「米国商工会議所」および「APCO」は、ベネズエラ人

移民の多いフロリダ州で、ベネズエラ問題についてどの

ように考えているのかについて世論調査を実施した。 

 

調査期間は、９月１８日～２５日。 

対象者は、投票権を有するフロリダ在住者８００名（ベ

ネズエラ人移民かどうかを問わず）。 

 

調査によると、 

４２％は「米国企業（石油産業含む）がベネズエラで活

動を継続するべきだ」と回答。 

 

３０％は「米国企業がベネズエラに残ることは賛成だが、

石油生産はするべきではない」と回答。 

 

２８％は「米国企業はベネズエラから出ていくべきだ」

と回答したという。 

 

つまり、５８％（３０％＋２８％）は現在の対ベネズエ

ラ方針に賛成しており、うち２８％はより過激な方針を

取るべきだと考えていることになる。 

 

別の見方をすると、７２％（４２％＋３０％）は、米国

企業がベネズエラから撤退するべきではないと考えて

いることになる。 

 

また、キューバ系移民だけに限定すると、８３％はトラ

ンプ政権の現在の方針を支持しており、「米国企業がベ

ネズエラに残ることは賛成だが、石油生産はするべきで

はない」と回答したという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/96ecb9f45ff39ea02da456663e1d168d.pdf

