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（写真）国営放送（VTV）より抜粋 “カレーニョ氏 シモン・ボリバル財団資金の政治利用を証言” 

 

 

２０２０年１０月３０日（金曜） 

 

政 治                     

「カレーニョ氏 財団資金の政治利用認める 

マドゥロ政権 カレーニョ氏の証言映像公開」 

「野党 財団資金の政治利用を否定」 

「ボゴタ市長 ベネズエラ人による犯罪に苦言」 

「急進野党 グアイド政権の国民投票を拒絶」 

経 済                     

「WOLA 制裁による経済悪化を指摘」 

「マドゥロ政権 石油化学工場がテロ被害」 

社 会                     

「UCAB ベネズエラ国民の６４％は極貧状態」 

10 月 31 日～11 月 1 日（土・日） 

 

政 治                    

「SliverCorp USA ジョーダン・ゴドレウ氏 

マドゥロ政権倒壊計画にはトランプ政権関与」 

「西外務省 ロペス党首亡命の理由は大使交代」 

経 済                    

「航空４社 １２月から国内外線の運航を再開」 

「メキシコから医薬品到着」 

社 会                    

「アラグア州で再び豪雨 今年４回目」 

「チャカオ市場創立１２年 現在の様子」 

「アルタミラのフランス広場 再オープン」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月３０日～１１月１日報道           No.５１８   ２０２０年１１月２日（月曜） 

2 / 7 

 

２０２０年１０月３０日（金曜）             

政 治                       

「カレーニョ氏 財団資金の政治利用認める       

 マドゥロ政権 カレーニョ氏の証言映像公開」       

 

１０月２５日 マドゥロ政権は、大衆意志党のアドバイ

ザーで記者のローランド・カレーニョ氏を拘束。 

 

１０月２９日 サアブ検事総長は、カレーニョ氏につい

て「テロリストへの資金提供、共謀、武器密売」の疑い

があると発表。特に PDVSA の米国子会社 CITGO が保

有する慈善基金「シモン・ボリバル財団」の資金を野党

政党に配る役割を担っていたと説明した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.517」参照）。 

 

１０月３０日 マドゥロ政権は、カレーニョ氏が「シモ

ン・ボリバル財団」の資金を野党政党に配っていたと証

言する映像を公開した。 

 

（写真）Reporta Ya  “ローランド・カレーニョ氏” 

映像では、自身は大衆意志党の全国コーディネーターの

役職についており、大衆意志党（VP）の全国２３州・１

首都区の担当者へ活動資金を渡していたと述べている。 

 

その活動資金は Numa Roasa という名義の米国口座か

らカレーニョ氏の「Banco Banesco」の口座に振り込ま

れており、一部は CITGO の「シモン・ボリバル財団」

から流れていると証言した。 

 

他、ロペス党首がカレーニョ氏に対して、２，５００ド

ル、４，０００ドルを要求し、私は WATER というロペ

ス党首の身辺警護を務めるトップに支払ったと証言。 

 

今後、支出される予定の８００万ドルの予算については

全く把握していない。国会がどのように資金を使用して

いるのかも把握していないと述べた。 

 

カレーニョ氏が述べた「８００万ドルの予算」というの

は、１０月２９日にサアブ検事総長が公開した資料を意

味している。 

 

１０月２９日 サアブ検事総長は、２０２０年９月～２

１年３月にかけて８５０万ドルの予算を野党政党に割

り振ると書かれた証拠資料を公開していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.517」参照）。この証拠資料にも CITGO

の「シモン・ボリバル財団」から予算が流れていると明

記されている。 

 

「野党 財団資金の政治利用を否定」          

 

カレーニョ氏の証言について、野党は事実ではないと否

定している。 

 

１０月３０日 グアイド暫定政権は、カレーニョ氏の拘

束について、SEBIN がカレーニョ氏の自宅に武器を置

き、武器所持の容疑で拘束したと訴えた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf
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他、裁判所がカレーニョ氏の不当逮捕を認めたこと、拘

束中にカレーニョ氏に虚偽の証言を強要したことなど

を非難した。 

 

カレーニョ氏への対応は明らかな人権侵害であり、国連

人権委員会の報告書に書かれた内容が事実であること

を証明していると訴えた。 

 

また、カレーニョ氏の証言について事実ではなく、「シ

モン・ボリバル財団」は極めて優れた監視体制の下で運

営を行っているとした。 

 

グアイド政権側の PDVSA 並行役員および CITGO も

マドゥロ政権の指摘は事実ではないとの声明を発表し

ている。 

 

「ボゴタ市長 ベネズエラ人による犯罪に苦言」                  

 

１０月２９日 コロンビアの首都ボゴタの市長を務め

ているクラウディア・ロペス市長は、 

「ベネズエラ人を貶める意志は無いが、犯罪に加担する

移民が我々の生活を脅かしている。彼らは帰国させなけ

ればならない。働くために来る移民は歓迎するが、犯罪

のためであれば速やかに帰国させるべきだ。」 

と発言。 

 

犯罪の増加とベネズエラ移民を関連付けるような発言

をし、批判を浴びている。 

 

前回のコロンビアの大統領選でドゥケ大統領の対抗馬

となっていたグスターボ・ペトロ議員はロペス市長の発

言について、 

「ボゴタで起きている悪いことの責任はベネズエラ移

民にあると発言した。人種差別を助長するような発言

だ。」 

と非難した。 

 

他、コロンビア移民管理局のフランシスコ・エスピノサ

局長は、 

「犯罪統計によると、９６％の犯罪はコロンビア人自身

によるものだ。また、１９年に犯罪で捕まったベネズエ

ラ人は１．１万人でその大半は強盗・幻覚剤の密売・所

持などで殺人などの重犯罪ではない。」 

とベネズエラ移民を擁護した。 

 

なお、２０２０年８月末時点でコロンビアには１７２．

２万人のベネズエラ人が滞在しており、そのうち９５．

６万人は在留ステータスに問題があり、改善の必要があ

るとの見解を示した。 

 

「急進野党 グアイド政権の国民投票を拒絶」         

 

急進野党メンバーで構成される政治グループ「Soy 

Venezuela」は、グアイド政権が呼びかけている国民投

票について「２年半前に既に結果が出たことを再び行う

ことには意味がない」と疑問を呈した。 

 

また、国際社会による人道的観点からの武力行使と国民

の団結が独裁政権を倒すための唯一の手段と主張。 

グアイド政権は「保護する責任（R2P）」や「米州相互援

助条約（TIAR）」など国際社会の力でマドゥロ政権を倒

壊させるための努力が不十分であると主張した。 

 

急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、 

「国民投票は国民の抗議行動の意欲を低下させる」 

として国民投票の実施に強く反対している。 

 

また、「Soy Venezuela」は名を連ねていないものの、主

だった急進野党グループは欧州議会（特にスペインの極

右政党 VOX）に陳情書を提出。 

２１年１月以降、グアイド政権をベネズエラの政府と認

めないよう求めている。 
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経 済                        

「WOLA 制裁による経済悪化を指摘」           

 

１０月３０日 米国シンクタンク「ラテンアメリカ・ワ

シントンオフィス（WOLA）」は、ベネズエラに関連す

るレポートを公表。 

 

米国政府の制裁はマドゥロ政権を倒壊させるという目

的を達成しておらず、ベネズエラ国民の生活を悪化させ、

マドゥロ政権の強権性を高める結果を生んだと指摘。 

 

米国政府による様々な金融制限は大部分の国民の生活

にネガティブな影響を与えており、緩和するか撤回する

べきとした。 

 

なお、報告書では、同報告書を公表する目的について 

「マドゥロ政権、故チャベス政権が現在の経済危機の責

任者であるという点を否定したいわけではなく、米国政

府が科している制裁がベネズエラの独裁政権を倒壊さ

せるという目的を達成していないことを証明するため」 

としている。 

 

「マドゥロ政権 石油化学工場がテロ被害」                  

 

１０月３１日 マドゥロ大統領は、昨日（１０月３０日）

スリア州の石油化学コンプレックス「アナ・マリア・カ

ンポス」（「El Tablazo」の名前で認知されている）がテ

ロ攻撃を受けたと訴えた。 

 

今回のテロ攻撃はコロンビア政府が行ったとしており、

ドゥケ大統領を非難した。 

 

通常、爆発など何らかの事故が起きたのであれば現地メ

ディアが報じるが、１０月３０日に「El Tablazo」で事

故が起きたという報道は無かった。 

 

 

また、マドゥロ大統領もテロ攻撃を受けたと訴えたのみ

で具体的にどのような被害を受けたのか説明しなかっ

た。 

 

社 会                        

「UCAB ベネズエラ国民の６４％は極貧状態」              

 

アンドレスベジョ・カトリック大学（UCAB）の社会経

済研究所は、ベネズエラ市民の貧困状況について調査結

果を公表した。 

 

同調査によると、ベネズエラで「極貧」に分類される人々

は全体の６４％。 

 

「極貧」に分類される割合が最も少ないカラカス首都区

でも「極貧」は全体の５６％と半分以上を占める。 

 

次いで、ミランダ州（５８％）、ヌエバエスパルタ州（６

２％）、バルガス州（６２％）、メリダ州（６３％）、ア

ラグア州（６４％）と続く。最も「極貧」の割合が多い

のはアマゾナス州で７１％としている。 

 

 

（写真）UCAB 
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また、「貧困」に分類される人々が全体の９３％を占め

るとしている。 

 

最も「貧困」が少ないのはミランダ州で８９％。次いで、

カラボボ州（９１％）、ヌエバエスパルタ州（９１％）、

アンソアテギ州（９１％）、バルガス州（９２％）と続

く。 

 

２０２０年１０月３１日～１１月１日（土・日）              

政 治                       

「SliverCorp USA ジョーダン・ゴドレウ氏       

 マドゥロ政権倒壊計画にはトランプ政権関与」        

 

米国メディア「El Nuevo Heraldo」は、２０年５月に起

きた「Gedeon オペレーション」の首謀者の一人、

「SliverCorp USA」のジョーダン・ゴドレウ氏から確認

した情報として、ゴドレウ氏はトランプ政権高官と２度、

会談を行ったと報じた。 

 

「Gedeon オペレーション」は、ベネズエラの離反軍人

と「SilverCorp USA」のゴドレウ氏ら率いる米国元軍人

らによるマドゥロ政権倒壊オペレーションである。 

２０年５月に実行に移されたが、失敗に終わっている。 

 

このオペレーションについて、グアイド政権は関与を否

定したが、後に「SilverCorp USA」とグアイド政権が軍

事契約を締結していたことが発覚。 

 

責任を取る形で、グアイド政権の政治アドバイザーJ.J.

レンドン氏が辞任したことで、グアイド政権の責任はう

やむやな状態になっている。 

 

なお、米国政府も「Gedeon オペレーション」への関与

は明確に否定しているが、ゴドレウ氏はトランプ大統領

の選挙キャンペーン時に選挙イベントの護衛を務めて

おり、ペンス副大統領との関係もあるとされている。 

 

「El Nuevo Heraldo」の記者は、ゴドレウ氏と７時間に

わたるインタビューを行ったとしている。 

 

「El Nuevo Heraldo」によると、面談をしたのは２名。

Drew Horn 氏というペンス副大統領のアシスタント、

もう１名は Jason Beardsley という国務省のアドバイザ

ーだったという。 

 

ゴドレウ氏の証言について、Jason Beardsley 氏は「事実

ではない」と面談の事実を否定。Drew Horn 氏は「El 

Nuevo Heraldo」の電話に応答せず、回答を得られてい

ないという。 

 

ゴドレウ氏によると、Drew 氏と Hason 氏と面談したの

は、１度はワシントンにあるトランプホテル。もう１度

はマイアミ・ドラルにあるトランプ大統領が保有するゴ

ルフ場だという。 

 

ゴドレウ氏は現在、グアイド政権による契約不履行（グ

アイド政権は契約で定められた支払いをしていない）を

理由にフロリダで裁判を起こしており、弁護士に必要な

情報（契約締結時の映像、コロンビアでのトレーニング

の映像、携帯電話履歴、ソーシャルメディアでのやり取

り、コンタクトリストなど）を提供したという。 

 

なお、当時報道されていなかったと思われるが、５月末

に FBI はボカラトンにあるゴドレウ氏の自宅に侵入し、

関連の情報および現金５．５万ドルを押収したという。 

 

他、当時報じられなかった内容として、「仮に同オペレ

ーションが悪い結果になった場合、グアイド議長は関与

を否定する」というやり取りがあったという。 
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「西外務省 ロペス党首亡命の理由は大使交代」           

 

スペイン系メディア「Vozpopuli」は、スペイン外務省

の内部関係者からの情報として、レオポルド・ロペス党

首がスペインへ亡命した理由は、大使の交代だったと報

じた。 

 

ヘスス・シルバ大使は１７年のラホイ政権（マドゥロ政

権を強く非難する政権）時に在スペイン・ベネズエラ大

使に着任している。 

 

シルバ大使は野党の活動を支持しており、２０年４月末

に「自由オペレーション」が失敗した当時、チリ大使館

に避難したレオポルド・ロペス党首を外交車で迎えに行

き、スペイン大使公邸で保護したという。 

 

しかし、シルバ大使の離任が１週間に迫り、今後のスペ

インが今までのようにロペス党首の保護を続けられな

い可能性を懸念し、スペイン政府がロペス党首に対して

亡命を提案したという。 

 

この噂は、ロペス党首が亡命した直後から存在していた

が、あくまで噂の域を出なかったが、今回の報道はスペ

イン外務省の内部関係者からの情報と言うことで信ぴ

ょう性が高いと言えるのではないか。 

 

経 済                       

「航空４社 １２月から国内外線の運航を再開」            

 

「国家民間航空監督局（INAC）」は、Conviasa、Lase、

Estelar、Aeropostal の４社に対して、国内外線の運航を

再開することを許可した。 

 

関係者の情報によると、１０月末に INAC と航空各社の

代表が会合を行い、１２月第１週から運行を再開するこ

とで合意したという。 

 

現時点で運航再開が許可されているのは、INAC が求め

る基準を守ることが出来るとされる Conviasa、Lase、

Estelar、Aeropostalの４社だけで、Avior、Rutaca，Turpial，

Albatros などはまだ運航再開を許可されていないとい

う。 

 

マドゥロ政権は、Covid-１９の感染拡大を抑えるため、

３月１２日から国内外線の運航を禁止しており、再開は

８カ月半ぶりになる。 

 

運航再開を許可された４社のルートは報じられていな

いが、先だって１０月中旬にマドゥロ大統領は、１２月

からドミニカ共和国、メキシコ、トルコの運航を再開す

ると発言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.509」参

照）。 

 

「メキシコから医薬品到着」               

 

「国家海運サービス統合局（Senainca）」は、メキシコか

ら医薬品を積んだ４０フィートコンテナ８つを荷下ろ

ししたと発表した。 

 

原油価格が高止まりし、ベネズエラ政府の外貨が潤沢に

あった頃、医薬品分野はベネズエラで最も外貨割り当て

を受けている分野だった。 

 

しかし、原油価格の低迷と経済混乱の中、政府からの外

貨割り当てが急激に減少。 

 

政府は外貨割り当てを約束し、既に輸入が完了した商品

への外貨割当も停止。その結果、医薬品セクターの企業

は巨額の未収金を計上し、大きな被害を受けることにな

り、ほとんどの医薬品企業はベネズエラから姿を消して

しまった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月３０日～１１月１日報道           No.５１８   ２０２０年１１月２日（月曜） 

7 / 7 

 

社 会                       

「アラグア州で再び豪雨 今年４回目」            

 

１１月１日 アラグア州 El Limon 地区、La Punta 地区、

Mata Redonda 地区が豪雨被害を受け、町が浸水した。 

 

アラグア州での豪雨被害が絶えない。 

浸水被害は、今年だけで４回は起きている。 

 

マリア・エルナンデス議員は、「危険な状況にあること

を知りながら、有効な手を打っていない。」 

としてマドゥロ政権を非難した。 

 

 

（写真）マリア・エルナンデス議員ツイッター 

“道路が浸水する El Limon 地区” 

 

「チャカオ市場創立１２年 現在の様子」              

 

チャカオ市場が運営を開始したのは０８年１０月３０

日。今年は、チャカオ市場が運営を初めて１２年だった。 

 

チャカオ市場は日本人駐在員が多く住んでいた地域の

生鮮市場で、新鮮な野菜や果物・肉類が購入できる市場。 

 

値段は一般のスーパーよりも高いが、物不足に陥りがち

なベネズエラでも品ぞろえが充実しており、多くの日本

人駐在員がこの市場を利用していた。 

 

以下の写真は最近のチャカオ市場の様子。写真を見る限

り、以前と同様に野菜は多く売られているようだ。 

 

 

（写真）Mercado de Chacao 

 

「アルタミラのフランス広場 再オープン」         

 

１０月３１日 チャカオ市アルタミラ地区の象徴的な

公共施設「フランス広場」の再開式典が行われた。 

 

Covid-１９感染防止措置として、公共施設の入場が制限

されていたが、１０月３１日から解放されるようだ。 

 

 

（写真）Confirmado “再開したアルタミラ広場の様子” 

 

以上 


