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（写真）国営放送（VTV） “マドゥロ大統領 製油所付近で米国人海兵のスパイを拘束したと発表” 

 

 

２０２０年９月１１日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 米国人スパイを拘束 

～ファルコン州の製油所を調査～」 

「ポレオ記者 グアイド政権の犯罪暴露を宣言」 

「カローネ氏 米州開発銀行の頭取に当選」 

「最高裁 DirecTV の接収措置を解除」 

経 済                     

「PDVSA 廃材・資材とサービスの交換を提案」 

「PDVSA ガソリンもディーゼルも精製ゼロ」 

社 会                     

「ラグアイラ海岸 Covid-１９後初の海開き」 

2020 年 9 月 12～13 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 １５日からワクチン注射を実施」 

「Infobae ヒズボラと故チャベス政権の関係報道」 

「Covid-１９感染確認者 ６万人を突破」 

「マドゥロ政権 社会セクター１１次官が交代」 

経 済                    

「イラン産ガソリン テキサス州に到着」 

「１０月１２日まで飛行機の運航停止」 

「現在のガソリン供給量 ５～１０千バレル？」 

社 会                     

「家庭用ガス １０日以内に完全になくなる？」 
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２０２０年９月１１日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 米国人スパイを拘束          

      ～ファルコン州の製油所を調査～」       

 

９月１１日 マドゥロ大統領は、ファルコン州のアムア

イ製油所付近で米国人スパイの海兵を拘束したと発表

した。 

 

マドゥロ大統領曰く、拘束した米国人はアムアイ製油所、

カルドン製油所の調査をしていたという。 

 

また、拘束した米国人は、イラクの米中央情報局（CIA）

基地で勤務していたことがあり、大量の外貨と武器を所

持していたという。 

 

他、「今回の拘束の２日前に、アイサミ石油相（経済担

当副大統領兼務）から、カラボボ州エルパリート製油所

で爆破計画があるとの情報を聞いていた」と説明。 

明言はしていないが、今回の米国人との関係を示唆して

いる。 

 

マドゥロ大統領は拘束した米国人の名前を明らかにし

ていないが、現地メディア「La Patilla」は、拘束に立ち

会った治安当局関係者から入手した情報として、追加情

報を報じている。 

 

「El Patilla」によると、拘束した米国人スパイの名前は

John Heath Matthew 氏。 

 

逮捕当時 Mathew 氏は、民間人２名（Daeven Enrique 

Rodríguez Argueta 氏、Marco Antonio Garcés Carapaica

氏）、軍人１名（Darwin Adreizo Urdaneta Pardo 氏）を

同伴していた。 

 

 

また、武器や多額の現金の他に彼らが使用していた軽自

動車（中国自動車メーカー「Chery」の「Arauca」）、衛

生電話、携帯電話、クレジットカードも押収したという。 

 

拘束発表から２日が経過したが、米国政府もグアイド政

権も今回の一件について、全くリアクションをしていな

い。 

 

２０年５月、グアイド議長は「Gedeón オペレーション」

発覚後、事件がマドゥロ政権の自作自演であると主張し

た。しかし、その後、拘束されたグループとグアイド政

権の関係が明らかになり、大きく信頼を落とす結果とな

った。今回も同じ轍を踏みかねず、不用意な発言を控え

ている印象だ。 

 

他方、スペインに亡命している急進野党派のアントニ

オ・レデスマ元カラカス大首都区長は、今回の拘束につ

いて、 

「マドゥロは製油所の問題を隠そうとしている。それが

今回の計画だ。 

マドゥロは、政権が交代すればガソリン不足の問題がな

くなることをしっている。 

故に、米国人スパイというフィクションを作った。 

奴は嘘つきで臆病な犬だ。悪魔よりもたちが悪い。」 

と投稿している。 

 

「ポレオ記者 グアイド政権の犯罪暴露を宣言」         

 

９月１１日 米国マイアミ在住のベネズエラ人ジャー

ナリスト、パトリシア・ポレオ氏が自身のネット番組

「Factores de Poder」で、グアイド政権の犯罪の証拠を

公表すると宣言した。 

 

ポレオ記者は急進野党派の記者で、２０年に入りグアイ

ド政権を痛烈に非難している。 
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２０年５月の「Gedeón オペレーション」の際に、グア

イド政権と米国の軍事コンサルタント会社「SilverCorp 

USA」との契約書を公開したのもポレオ氏だった（「ウ

ィークリーレポート No.148」参照）。 

 

詳細は９月１４日（月曜）PM９時（マイアミ時間）に

発表するとしており、現時点では詳細は明らかになって

いない。しかし、彼女の発言から推測するに「米国で汚

職をしている」との趣旨と思われる。 

 

グアイド政権は国内をコントロールしておらず、彼らが

暫定政権と言う建前を維持できるのは米国政府の強い

支援と欧州連合の一定の支持があるためだ。 

 

グアイド政権が罪を犯しているという動かぬ証拠があ

れば、外国政府がグアイド政権を暫定政府と認めなくな

る可能性もある。そうなれば、２１年以降のグアイド政

権の存続にも影響を与えそうだ。 

 

「カローネ氏 米州開発銀行の頭取に当選」                  

 

９月１１日 キューバ系移民の米国人マウリシオ・クラ

バル=カローネ氏が、「米州開発銀行（BID）」加盟国４

３カ国中３０カ国の支持を受けて、BID 頭取に当選し

た。 

 

１０月１日にカローネ氏が新頭取に就任する予定。 

 

カローネ氏は、２０年６月まで米国の国家安全保障省の

西半球担当部長を務め、マドゥロ政権に強硬な姿勢を示

したことで知られる人物である。 

 

アルゼンチンなど一部の国は、米州における米国の影響

力が今まで以上に強くなると警戒感を示したものの、多

数の賛同を得て当選している。 

 

 

カローネ氏が国家安全保障省西半球担当部長の職務を

外された理由は、対ベネズエラ戦略を誤った責任を取ら

されたためとの報道もある。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「最高裁 DirecTV の接収措置を解除」         

 

９月１１日 最高裁は、「DirecTV de Venezuela」の接

収措置を解除した。 

 

５月１９日 「AT＆T」は、同社が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。 

 

この発表を受けて、最高裁は放送を即時再開するため

「国家電気通信委員会（CONATEL）」に対して、

「DirecTVde Venezuela」の施設、機材の接収を命じて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.449」参照）。 

 

しかし、８月１４日に「Scale Capital」が「DirecTV de 

Venezuela」の事業を引き継ぐと発表。サービスが再開

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.485」参照）。 

 

状況が正常化の方向に向かっていることを受けて、最高

裁が接収の決定を撤回したということになる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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経 済                        

「PDVSA 廃材・資材とサービスの交換を提案」           

 

「Bloomberg」は、PDVSA が現金不足のため取引相手

に対して、PDVSA 施設の廃材や使用していない資材と

の交換でメンテナンスサービスの提供を求めていると

報じた。 

 

モナガス州で産出される原油は、ガソリン燃料への精製

が比較的容易とされ、且つ制裁で動くことができない合

弁相手の協力を必要とせずに産出できるという。 

 

同地域の原油の産出量を増やすために、不要資材などと

の交換によるモナガス州の産油施設の改修をサービス

業者に求めているようだ。 

 

米国政府は PDVSA に現金が流れないよう強烈な制裁

を科しており、PDVSA は著しい現金不足に陥っている。 

 

また、PDVSA へのサービス提供も制裁対象となるため、

PDVSA との取引を継続する企業はほとんどいない状況

になっている。 

 

石油分野の専門家フランシスコ・モナルディ氏は、 

「過去、ベネズエラは（年間で）１，０００億ドルの原

油収入を得ていた。しかし、今では１０億ドルの現金を

得ることも難しい状況になっている。」 

と指摘している。 

 

「PDVSA ガソリンもディーゼルも精製ゼロ」         

 

エネルギー情報専門メディア「Argus Media」は、アム

アイ製油所もカルドン製油所も９月９日から稼働を停

止しており、ガソリン燃料もディーゼル燃料も全く精製

していないと報じた。 

 

 

現在、補修を行っており９月１４日には稼働再開を予定

しているという。 

 

また、同製油所では Seco 川に原油が漏れ海に流れてい

るようで、原油漏れのメンテナンスも同時に行っている

という。 

 

社 会                        

「ラグアイラ海岸 Covid-１９後初の海開き」           

 

カラカスの人が利用するラグアイラ州のビーチは

Covid-１９により閉鎖されており、現在はビーチで遊ぶ

ことが禁止されている。 

 

ステファニ・ブリト記者は、９月１２日からラグアイラ

州の一部のビーチが解放されると投稿。 

 

ラグアイラの海岸では海開きのためにビーチ沿いの露

店を設営する業者が出始めているという。 

 

解放されるビーチは「Naiguata」「El Yate」「Camuri Chico」

「Candileja」の４つだという。 

 

バルガス海岸観光教会のウォルター・レケナ氏は、ビー

チの開放時間について、午前７時～午後２時までになる

だろうと説明。手袋とマスクの持参は必須だと説明した。 
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２０２０年９月１２日～１３日（土曜・日曜）              

政 治                        

「マドゥロ政権 １５日からワクチン注射を実施」        

 

9 月１３日 マドゥロ大統領は、９月１５日～１１月３

０日にかけて全国でワクチンの接種キャンペーンを実

施すると発表した。 

 

専門的な内容になるとして、マドゥロ大統領はアルバラ

ド保健相に説明を依頼。 

 

アルバラド保健相によると、摂取可能なワクチンは

BCG、ポリオ、黄熱病、麻疹など。５歳から摂取可能と

している。 

 

全国５９３カ所にワクチン接種会場が設置される。 

ワクチン摂取は無料。 

 

マドゥロ政権は年に一度、ワクチン接種キャンペーンを

行っているが Covid-１９の影響で実施が遅れていた。 

 

「Infobae ヒズボラと故チャベス政権の関係報道」            

 

アルゼンチン系メディア「Infobae」は、与党と中東のテ

ロリストグループ「ヒズボラ」との関係を報じた。 

 

同記事によると、故チャベス元大統領はヒズボラの支持

者で、ヒズボラの関係者をベネズエラ（特にマルガリー

タ島）にかくまっていたという。 

 

ヒズボラ関係者はベネズエラで麻薬取引、武器密売など

犯罪に手を染めており、その資金はチャベス政権にも流

れていたとしている。 

 

 

 

 

最初は密入国の形を取っていたが、アイサミ石油相（経

済担当副大統領兼務）が出入国庁（当時の名前は

ONIDEX、現在の SAIME）長官に就任した頃から、ベ

ネズエラ政府としてテロリストにパスポートを発行す

るようになったとしている。 

 

「Covid-１９感染確認者 ６万人を突破」         

 

９月１３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、同日新

たに９１０名の Covid-１９感染者を確認したと発表。 

 

感染者はカラカス首都区に集中しており、カラカス首都

区での新規感染者は１９０名。ヌエバエスパルタ州は１

６４名、カラボボ州は１１３名、アラグア州は７８名と

続く。 

 

これまでに確認されたCovid-１９感染確認者数は６０，

５４０名と６万人を超えた。 

 

ただし、感染確認者のうち４８，６４４名は回復したと

しており、現在も感染中の患者は１１，４１１名だとい

う。 

 

また、Covid-１９を原因とする死者は８名増え、これま

でに亡くなった人数は４８５名となった。 

 

「マドゥロ政権 社会セクター１１次官が交代」         

 

９月１１日付の官報で１１名の次官交代が発表された。 

 

交代したのは 

１．保健省の統合保険担当次官。 

２．水対策省の公衆水管理次官。 

３．内務司法平和省の内政・司法保護次官。 

４．都市農業省の都市耕作推進次官 
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５．女性・性平等省の女性社会保護次官 

６．刑務省の拘束対応次官 

７．社会労働省の自由のための労働・教育次官 

８．コミューン省のコミューン組織次官 

９．コミューン省のコミューンシステム・社会行動次官 

１０．若者スポーツ省のスポーツ人口拡大次官 

１１．若者スポーツ省の若者組織形成次官 

 

次官の人事変更は社会分野中心で、石油省、財務省、国

内生産省など経済系の省庁の人事変更はなかった。 

 

人事変更は官報公表後に有効となるため、これらの人事

変更は既に有効となっている。 

 

経 済                       

「イラン産ガソリン テキサス州に到着」            

 

８月 米国政府は、ベネズエラに向けてイラン産ガソリ

ンを運ぶタンカー４隻「LUNA」「PANDI」「BELLA」

「BERING」を差し押さえたと発表した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.484」「No.485」参照）。 

 

当時、ポンペオ国務長官は差し押さえたタンカーはテキ

サス州に向かっていると発表していた。 

 

発表から１カ月が経過し、当時差し押さえたガソリンの

一部が米国テキサス州に到着した。 

 

到着したのは「LUNA」「PANDI」に積まれていたガソ

リン。ただし、両タンカーはアラブ首長国連邦の

「Fujairah 港」の海上で「Euroforce」というタンカーに

ガソリンを移動させたようで、テキサス港に到着したの

は「Euroforce」だったという。 

 

「Marine Trafic」でも「Euroforce」がテキサス州近海

を運航していることが確認できる。 

 

 

（写真）Marine traffic 

“イラン産原油をテキサス州に運んだ Euroforce” 

 

「１０月１２日まで飛行機の運航停止」         

 

Covid-１９感染が確認された２０年３月からベネズエ

ラの国内外線は原則運航停止が続いている。 

 

運航停止から半年が経過し、航空会社からも再開を求め

る声が出ており、一部では９月再開に向けた準備が進め

られているとも報じられていた。 

 

しかし、９月１２日 国家航空局（INAC）は、１０月

１２日まで国内外線の運航を延期すると発表。 

更に１カ月、今の状況が続くことが明らかになった。 

 

 

（写真）INAC 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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貨物輸送、緊急着陸、人道的な観点からの飛行機利用、

国連など国際組織の利用などを除き、原則飛行機の運航

が禁止される。 

 

「現在のガソリン供給量 ５～１０千バレル？」         

 

ベネズエラのコンサルタント会社「Wealth Management 

Consulting」は、現在ベネズエラで供給されているガソ

リン量が日量５，０００～１０，０００バレル程度で、

そのうちの８０％はカラカスで供給されていると報じ

た。 

 

これまでベネズエラでのガソリンの使用量は制限下で

あっても日量３万バレル前後と言われており、１万バレ

ル以下であれば相当少ないことになる。 

 

ただし、同社の記事を見る限り偏った内容の記事が多く、

記事の正確性には疑問がある。 

 

個人的には確かにガソリン不足は深刻化しているもの

のイラン産ガソリンがベネズエラに到着する直前の２

０年５月時点と同じかやや供給されている印象を受け

ており、今回の情報も正しいかどうかは不明なので、参

考程度にとらえてもらいたい。 

 

社 会                        

「家庭用ガス １０日以内に完全になくなる？」            

 

「ベネズエラ石油労働組合（FUTPV）」の Eudis Girot

氏は、１０日で家庭用のプロパンガスがなくなる可能性

があると述べた。 

 

「ホセ工場でのガス産出は技術的にとまっている。 

現在は、保管していた液化ガス５，３００バレルを使用

し工場が稼働している。しかし、この量では需要はほと

んど満たせない。 

 

他にモナガス州のサンタバルバラ工場やアナコのサン・

ホアキン工場などがあるが、それらの工場も設備メンテ

ナンスが出来ておらず、最低限の稼働しかしていない。 

 

このままだと数日後には家庭用ガスの供給が完全に停

止する。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

ベネズエラでは都市ガス（メタンガス）を引いている家

庭は少数で、プロパンガスが主流。 

 

メタンガスの供給は大きな問題が無いようだが、プロパ

ンガスを使用する大多数の家庭はこれまで以上に火の

使用が難しくなりそうだ。 

 

以上 

 


