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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “イラン・タンカー ベネズエラ海軍の護送を受けベネズエラ領海に到着” 

 

 

２０２０年５月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「米国・野党がイランのガソリン輸入を拒む理由 

～汚職資金、違法な GOLD 取引、解決ではない～」 

「グアイド議長 南米首脳らと電話会談」 

経 済                     

「最高裁 DirecTV サービスの即時再開を命令 

～マドゥロ政権 DirecTV 施設、資材を接収～」 

「ガソリン販売の新スキームの情報流れる 

～祖国カードを通じた補助金制度を採用？～」 

「米裁判所 Crystallex の CITGO 売却手続き許可 

～手続きを進めるにはOFAC ライセンス必要～」 

2020 年 5 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「イラン・タンカー ベネズエラ領海に到着 

～米国軍艦・監視船 タンカー妨害せず～」 

「国連 ベネズエラの Covid-１９検査に疑問」 

「Covid-１９感染確認者数 １０００人突破」 

「国連 ベネズエラ移民対策費は１４．１億ドル」 

経 済                    

「マドゥロ政権 民間の閉鎖措置緩和を検討？」 

社 会                     

「米国 ビザ問題拘留ベネズエラ人６２％が解放」 

「フランシスコ・ファハルドでトラック炎上」 
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２０２０年５月２２日（金曜）             

政 治                       

「米国・野党がイランのガソリン輸入を拒む理由     

～汚職資金、違法な GOLD 取引、解決ではない～」       

 

野党国会が公表するアンケート調査では、ガソリン不足

を訴える回答が全体のほぼ１００％を占めており、深刻

なガソリン不足にあることが分かる（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.448」参照）。 

 

ガソリン不足は一般市民の移動にも影響を与えるが、商

品の物流にも影響を与えるため生産停止、モノ不足を加

速させることになる。 

 

ガソリン不足の解決はベネズエラ全体にとっては望ま

しいことである一方、野党国会はイランからのガソリン

輸入については否定的な見解を示しており、５月１９日

の国会では国際社会に対してイランのタンカーの輸入

を阻止するよう求める決議を承認した（「ベネズエラ・

トゥデイNo.447」参照）。 

 

ベネズエラの状況を鑑みると、ガソリン輸入を拒むこと

に正当性は無いように思えるが、米国・野党側は以下の

ような理由からイランのガソリン輸入を拒んでいる。 

 

１．マドゥロ政権に汚職資金が流れる 

 

野党国会の石油エネルギー委員会代表を務めるエリア

ス・マタ・フィゲロア議員は、イランからのガソリン輸

入についてマドゥロ政権に４億ドル超の汚職資金が流

れると警鐘を鳴らしている。 

 

仮にイランから輸入するガソリンの量が合計で１５０

万バレルだとすると購入金額は４，５００万ドルかかる

という。 

 

うち４０万ドルは汚職や遠方からガソリンを輸入した

ことで発生する余分な運送コストなどに消えるという。 

 

 

 

１バレル＝１５９リットル。 

１５０万バレルは２億３，８５０万リットルに相当。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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マドゥロ政権がガソリン１リットル当たり２ドルで販

売すると４億７，７００万ドルの収入になる。 

 

 

 

１５０万バレルのガソリンの調達コスト４，５００万ド

ルを差し引き４億３，２００万ドルがマドゥロ政権に流

れ、汚職資金に使われる危険があると指摘している。 

 

２．GOLD取引は違法 

 

１８年１１月 米国政府は、マドゥロ政権との GOLD

取引に制裁を科している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.210」、「ウィークリーレポートNo.71」参照）。 

 

製油所の復旧協力などを含めて今回の取引にあたり、マ

ドゥロ政権はイランに５億ドル相当の GOLDを売却し

たと報じられている。米国政府はこの取引が制裁に抵触

すると指摘している。 

 

また、中央銀行の支出は国会の承認を経る必要があるが、

今回のGOLD 売却は野党国会の承認を経ておらず、違

法行為にあたると指摘している。 

 

 

 

 

３．問題の解決にならない 

 

イランから輸入されるガソリンはタンカー５隻で約１

５０万バレルと見込まれている。 

 

野党はこれらのガソリンでは２０日程度しか持たない

として中長期的な解決になっていないと指摘。 

 

問題の抜本的な解決のためマドゥロ大統領の辞任を前

提とした与野党共同政府「国家緊急政府」の発足を提案

している（国家緊急政府については「ベネズエラ・トゥ

デイNo.425」参照）。 

 

「グアイド議長 南米首脳らと電話会談」         

 

「Gedeón オペレーション」を受けて、グアイド政権の

信頼低下からしばらく各国代表はグアイド政権と一定

の距離を置いていた。 

 

しかし、「Gedeón オペレーション」から３週間近くが経

過し、南米首脳は再びグアイド政権と接近する動きがみ

られる。 

 

現時点でグアイド議長と電話会談など接触をもった南

米首脳は、確認できている限りでエクアドルのモレノ大

統領、ホンジュラスのオルランド大統領、パラグアイの

アブド大統領、ペルーのビスカラ大統領、コロンビアの

ドゥケ大統領。 

 

「Gedeón オペレーション」については特に両者の話し

合いでは議論に上がっていないようで、基本的にグアイ

ド政権の提案する「国家緊急政府」を支持することを確

認することで合意したとの内容が多い。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/79459b845c7bb679d8035396a14e498a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/09b5b178d5869f38c64d2370d7eb4fb5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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経 済                        

「最高裁 DirecTV サービスの即時再開を命令      

 ～マドゥロ政権 DirecTV 施設、資材を接収～」           

 

５月１９日 「AT＆T」は同社の提供する有料放送サー

ビス「DirecTV」のベネズエラでの放送を停止すると発

表（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。既に

「DirecTV」のサービスは停止されている。 

 

これを受けて、制憲議会は最高裁に対応措置の決定を求

めていた。 

 

５月２２日 最高裁の憲法法廷は「DirecTV」の施設を

占拠し、サービスを再開するよう命令。「国家電気通信

委員会（CONATEL）」に対して、「DirecTV」の施設、

資材などを所有するよう命じた。 

現在は軍部が「DirecTV」施設を占拠している。 

 

 

（写真）@Federico Black 記者 

 

加えて、最高裁は「DirecTV」の新たな代表（暫定）と

して、陸軍部隊長のホルヘ・エリエセル・マルケス・モ

ンサルベ氏を指名。 

 

報道によると、マルケス氏は１７年に CONATEL 役員、

１９年に「国家通信・郵送サービス公社」の代表を務め

た経験があるという。 

 

また、選挙詐欺の疑い、報道の自由の侵害、食料供給を

巡る汚職の疑いから１７年に米国政府の制裁を受けて

いる。 

 

他、これまで「DirecTV」（「DirecTV」は「Galaxy 

Entertainment de Venezuea」という名前で登記されて

いる）の代表を務めていた役員らの口座を凍結、国外移

動を禁止した。 

 

グアイド議長は今回の最高裁の決定を批判。 

「マドゥロ政権は以前から DirecTV を脅迫していた。

今は DirecTV の役員を人質に取りサービスを再開させ

ようとしている。 

 

我々は DirecTV を他国から閲覧する手段を模索してい

る。ベネズエラ国民に必要な問題の解決に努めている。」 

と主張した。 

 

「ガソリン販売の新スキームの情報流れる         

 ～祖国カードを通じた補助金制度を採用？～」                  

 

以前からマドゥロ政権は民間セクターにガソリン販売

を解放することを検討していると報じられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.448」参照）。 

 

ただし、どのようなスキームを検討しているのかは現時

点では明らかになっていない。 

 

本件について、経済系メディア「BancayNegocios」はマ

ドゥロ政権が検討しているガソリン販売スキームに関

する情報を報じた。 

 

「BancayNegocios」によると、新たなスキームでは、民

間企業がガソリンを直接輸入、販売し、輸入・販売の過

程に PDVSA は関与しないという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
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価格は国際基準と同じ。 

 

ただし、価格は国境での特別価格とそれ以外の地域での

価格の２種類に分かれるという。 

 

国境でガソリン価格が異なる理由は、コロンビアとベネ

ズエラとの間でガソリン価格に差があるとベネズエラ

で給油したガソリンをコロンビアに持ち込み、高値で転

売するなど転売業者が出てくるため。転売行為には国境

を監視する軍部も関わっているとされており、汚職の温

床となっている。 

 

ガソリンは国際基準と同じ価格ではあるものの、「祖国

カード」の保有者については補助金で安価に給油できる

仕組みを検討しているようだ。 

 

なお、ベネズエラではこれまでガソリン価格が異常に安

価だったこともあり、ハイオク（オクタン価９５）の使

用が一般的だったが、今後はレギュラー（オクタン価９

１）が基本になるという。 

 

「米裁判所 Crystallex の CITGO 売却手続き許可     

 ～手続きを進めるには OFAC ライセンス必要～」         

 

５月２２日 米国のデラウエア州裁判所は、金開発会社

「Crystallex」に対して、「CITGO」資産の売却手続きの

再開を許可した。 

 

ただし、手続きを進めるにあたり「外国資産管理局

（OFAC）」のライセンスが必要になるという。 

また、どのような形で CITGO 資産を売却するか当事者

と合意をする必要があるとした。 

 

「Crystallex」の賠償問題については「ベネズエラ・トゥ

デイ No.447」でも触れたので当時の記事を参照された

い。 

 

２０２０年５月２３～２４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「イラン・タンカー ベネズエラ領海に到着       

  ～米国軍艦・監視船 タンカー妨害せず～」        

 

５月２３日  ガソリンを積んだイランのタンカー

「Fortune」がベネズエラ領海に到着した（２４日時点

ではまだ陸揚げされたとの報道はない）。 

 

今後、約１週間の間に「Petnunia」「Forest」「Faxxon」

「Clavel」の４隻がベネズエラに到着する予定となって

いる。 

 

タンカーがベネズエラの排他的経済水域に入ったとこ

ろでベネズエラ海軍が護衛に入り、ベネズエラ領海に到

着。米国軍の妨害を受けることなく予定通りベネズエラ

海上を運航しているという。 

 

現地メディア「El Nacional」によると「Fortune」に積

まれているガソリンは２６万８，９２４バレル。目的地

はプエルト・カベジョあるいはプエルト・ラ・クルスと

の報道があり、どちらに到着するのかははっきりしてい

ない。 

 

米国政府は、イランによるベネズエラへのガソリン輸出

に強い警戒感を示しており、カリブ海での警備船・軍艦

の派遣を強化。ポンペオ米国務長官は、「イランとベネ

ズエラの海上貿易が悪い結果に終わる」と主張した。 

 

これに対しイランのデフガーン・イスラム革命最高指導

者防衛担当顧問は、イランプレスとのインタビューにお

いて、「イランの立場は明白であり、アメリカが起こす

行動のすべてはイランの報復を受け、アメリカ自身が後

悔することになろう」と反論、両国に政治的緊張が走っ

ていた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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マドゥロ政権は、米国の妨害を受けなかったことを受け

て「帝国主義国との闘いの新たな勝利」と主張。 

 

他方、野党は「原油輸出大国だったベネズエラが他国か

らガソリンを輸入していることが勝利なはずがない」 

と反論している。 

 

なお、国際法上、イランのタンカーの運行を米国が妨害

できるとすれば、それはタンカーの中に武器などガソリ

ン以外の危険品目が入っている疑いがある場合とされ

ていた。 

 

米国がタンカーを妨害しなかったということは、ガソリ

ン以外の危険品目が積まれていることを確認できなか

ったことを意味しているとの指摘もある。 

 

「国連 ベネズエラの Covid-１９検査に疑問」         

 

国連の人道問題調整事務所（OCHA）は、マドゥロ政権

が発表している Covid-１９の検査数について疑問を呈

した。 

 

OCHA の発表によると、マドゥロ政権は５月２１日ま

での時点でCovid-１９の感染テストを合計で６９万７，

６９１回実施したと発表している。この数字は他国と比

べて突出して高い数字となる（ベネズエラの感染確認テ

スト数の多さについては「ウィークリーレポート

No.144」でも触れている）。 

 

しかし、このうち感染確認精度の高い「PCR 検査」は１

６，５７７件（約２．４％）しか実施されておらず、感

染検査は簡易検査がほとんどと指摘した。 

 

なお、簡易検査の場合は感染後５～８日程度の初期の患

者については陽性反応が出ない場合があるという。 

 

 

「Covid-１９感染確認者数 １０００人突破」         

 

５月２４日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

は１，１２１名となり、１，０００名を超えた。死者数

は１０名のまま変わっていない。 

 

５月２１日時点での感染確認者数は８８２名（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.448」参照）。 

 

翌２２日に６２名増え、９４４名。 

２３日に６６名増え、１，０１０名。 

２４日に１１１名増え、１，１２１名となっている。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領によると、２４日に新ら

たに感染が確認された人のうち１８名は国内に由来す

る感染。９３名は外国からの入国時に確認した感染者で、

うち７３名はコロンビアからの入国者だったという。 

 

「国連 ベネズエラ移民対策費は１４．１億ドル」            

 

欧州連合は、ベネズエラ移民の対策費を募るためのイベ

ントを５月２７日にマドリッドで実施する予定。 

同イベントには米国含め４０カ国が参加する見込みだ

という。 

 

国連はベネズエラ移民の対策のために１４．１億ドルが

必要と見積もっており、各国政府からこれらの経費を集

めることがイベントの狙いのようだ。 

 

ベネズエラ移民を受け入れている主要５カ国では、夫々 

コロンビアが７億８，２２６万ドル 

エクアドルが２億３８万ドル 

ペルーが１億４，８６４万ドル 

ブラジルが８，７５１万ドル 

チリが３，５０９万ドル 

が必要としている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6741c524161fd45923387f5b52595b1b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6741c524161fd45923387f5b52595b1b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
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２０１５年以降、ベネズエラの経済情勢の悪化を受けて

５００万人が他国に移住したとされている。 

 

世界移民機構によると、特に移民数が多いのはコロンビ

アで約１８０万人。次いで、ペルーは約８０万人という。 

 

なお、米国政府が PDVSA に制裁を科した後、PDVSA

の米国向け原油輸出が減少した分はコロンビアが補っ

ている。コロンビアはベネズエラの経済危機で原油輸出

先の拡大に成功し、大きな利益を享受したはずだ。 

 

原油価格の低迷により現時点ではプラスの影響は限定

的かもしれないが、中長期的に見れば相当大きな利益を

得ることになる。 

 

持論ではあるが、ベネズエラ危機でコロンビアが受けた

恩恵を考えれば、ベネズエラ移民の対策費くらいは同国

で独自にねん出しても良いのではないかと思ってしま

う。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 民間の閉鎖措置緩和を検討？」            

 

５月２４日 マドゥロ大統領は、商業施設、ショッピン

グセンター、金融機関などの活動再開を検討していると

述べた。 

 

「税金の支払い負担の軽減、融資、販売価格など、商業

施設再開後のあらゆる対策を検討している。消費税の計

算方法、税金の支払い頻度の変更も検討している。」 

と述べた。 

 

イランからガソリンが輸入できたことで、６月中旬まで

は多少ガソリン不足感が和らぐとの見方が強い。 

 

 

 

経済活動の再開が出来なかった理由にはガソリン不足

もあり、今回イランのガソリン到着によりマドゥロ政権

も外出制限の緩和に乗り出すことも考えられそうだ。 

 

社 会                       

「米国 ビザ問題拘留ベネズエラ人６２％が解放」            

 

在米国ベネズエラ領事館（グアイド政権）の Brian 

Fincheltub 氏は、これまでにビザ問題で拘留されていた

６８０名のベネズエラ人が解放されたと発表した。 

 

６８０名はビザ問題を理由に拘留されているベネズエ

ラ人の６２％に当たるという。 

 

４月初旬の時点で５６７名が解放されており、それから

１カ月半が経過し、１００名超が追加で解放されたこと

になる。 

 

Fincheltub 氏は、米国に来たベネズエラ人を本国に送還

することが無いよう、弁護士、非営利団体などと協力し、

全力で取り組んでいると説明した。 

 

なお、引き続き拘留されているベネズエラ人は４２０名。

以前はルイジアナ州に最も多くの拘留者がいたが、同州

での解放が進み、現在はアリゾナ州の拘留者が最も多い

という。 

 

また、現在は Covid-１９を理由に拘留者との面談がで

きず、電話での状況確認が基本になっているという。 
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「フランシスコ・ファハルドでトラック炎上」         

 

５月２３日午前５時頃 カラカスの主要道路「フランシ

スコ・ファハルド高速道路」のエル・ロサル地区でガス

を積んだトラックが転倒し、大きな爆発が起きた。 

 

その後、消防隊が駆けつけ、消火された。 

この事故で２名が怪我をしたと報じられている。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

（写真）カラカス・ラジオ 

“”消火にあたる消防隊員“ 

 

以上 

 

 


