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（写真）米国国務省 “３月２６日 米国麻薬捜査局 マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長らに懸賞金” 

 

 

２０２０年３月２５日（水曜） 

 

政 治                     

「国連 ベネズエラを Covid１９の優先支援国に 

～重点国に総額２０億ドルの支援金を用意～」 

「バチェレ弁務官 政治犯解放を要請」 

「マドゥロ政権 制裁ロビイング費４００万ドル」 

「マドゥロ政権 コロンビア政府の暗殺計画訴え」 

経 済                     

「PDVSA El Parito 製油所の再開を検討」 

「ガソリン燃料 ベネズエラに到着」 

社 会                     

「ベネズエラの人口衛星 軌道を逸れた？」 

２０２０年３月２６日（木曜） 

 

政 治                    

「米検察 マドゥロ政権関係者１４名を訴え」 

「DEA 麻薬取引元締めで与党トップに懸賞金 

～マドゥロ大統領の懸賞金額は米国史３位～」 

「アルカラ氏 米国・野党との共闘を主張」 

「Covid-１９初の死者、感染確認１０７名に増」 

「グアイド政権 Covid-１９で２０００万ドル」 

経 済                    

「医薬品などの輸入関税免除リスト ７７品目」 

「マドゥロ政権 中国に返済猶予求める？」 

「並行レートと公定レート 乖離広がる」 
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２０２０年３月２５日（水曜）             

政 治                       

「国連 ベネズエラを Covid１９の優先支援国に    

 ～重点国に総額２０億ドルの支援金を提案～」       

 

３月２５日 国連は、「新型コロナウイルス（以下、

Covid-１９）世界人道対応計画」という報告書を発表。 

 

貧困、紛争などを理由に Covid-１９に脆弱な国に対し

て総額２０億ドルの支援を行いたいと提案。一部の国に

対して支援金の寄付を求めた。 

 

国連は Covid-１９に脆弱な国を「優先支援国」として、

２０年４月～１２月にかけて優先的に支援するようだ。 

 

国連の挙げた優先支援国の中にはベネズエラも含まれ

ている（他の国は、リビア、イエメン、シリア、アフガ

ニスタン、パキスタン、その他アフリカ諸国）。 

 

国連のアントニオ・グティエレス事務局長は、 

「一国の状況が悪化すれば問題は他国に波及する。ウイ

ルス問題から世界を守るために、人道的な支援は不可欠

である。これは全ての人類のためでもあり、人類がウイ

ルスとの戦いに勝利するために必要な措置である。」 

と説明した。 

 

特にベネズエラについて、報告書では 

「ベネズエラの医療システムはウイルス対応に極めて

脆弱な状態にある。ベネズエラの脆弱性は、医薬品不足、

医療資材不足、水へのアクセス制限、電力制限など様々

な要因で成り立っており、医療専門家の国外流出も深刻

な問題となっている。６０歳を超える国民が衛生サービ

ス、食糧摂取を制限されている。」 

としている。 

 

 

「バチェレ弁務官 政治犯解放を要請」          

 

３月２５日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、自身の

ツイッターで、ビデオメッセージを発信。 

 

各国政府に対して Covid-１９を理由に「不当な理由で

拘束されている人々、政治犯」を解放するよう求めた。 

 

バチェレ弁務官は、「一部の収容所は衛生的な環境にな

く、Covid-１９に感染する可能性が極めて高い場所にな

っている」と指摘。 

 

当該政府が様々な圧力を受けており、難しい決断を迫ら

れていることは理解するが、彼らの生命を保護するため

に政府は最善の判断を下さなければならないと訴えた。 

 

また、抑圧による統治は状況の解決に貢献しないと指摘。

特に Covid-１９感染拡大が懸念される状況においては

壊滅的な問題になる可能性があるとした。 

 

バチェレ弁務官は、明確に国を名指ししたわけではない

が、訴えの対象にベネズエラが含まれていることは明白

だろう。 

 

今回の発表に先立ち、２４日にバチェレ弁務官は、経済

制裁が制裁国のCovid-１９対策を阻害していると主張。 

 

ベネズエラ、イラン、ミャンマー、ジンバブエ、北朝鮮

などへの経済制裁の停止、あるいは緩和を求めた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.423」参照）。 

 

国連として、制裁国に塩を送る代わりに政治犯の解放な

ど当該国の政治対立の緩和を求めたということだろう

か。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
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「マドゥロ政権 制裁ロビイング費４００万ドル」                  

 

２月、マドゥロ政権は米国政府の経済制裁を緩和させる

ため米国のロビイング会社（弁護士事務所）「Amsterdam 

＆ Partners」と契約を締結した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.410」参照）。 

 

このニュースについて、元フロリダ州知事のリック・ス

コット下院議員が「Amsterdam ＆ Partners」に警告状

を発信。「Amsterdam ＆ Partners」が憲法違反でスコッ

ト議員を訴えるなどの動きがあった（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.411」「No.415」参照）。 

 

３月２５日、本件について「AP 通信」のジョシュア・

ゴールドマン記者は、自身のツイッターで「Amsterdam 

＆ Partners」とマドゥロ政権の契約金は４００万ドル

で近いうちに契約金が支払われると投稿した。 

 

 

（写真）ジョシュア・ゴールドマン記者 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 コロンビア政府の暗殺計画訴え」         

 

３月２５日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、コロン

ビアのドゥケ政権がマドゥロ大統領およびカベジョ制

憲議長の暗殺計画を実行しようとしていたと訴えた。 

 

ロドリゲス情報通信相に先立ち、３月２４日にマドゥロ

大統領がコロンビアのバランキージャ－リオチャ間（ス

リア州に近い地域）で拘束されたホルヘ・モリナレス・

ドゥケ氏がベネズエラを攻撃しようとしていたと訴え

ていた。 

 

モリナレス氏逮捕時に押収された武器は「Pantera」と

いうあだ名のテロリストに引き渡される予定で、その武

器を使用しベネズエラに混乱を運ぼうとしていたと言

及した。 

 

ロドリゲス情報通信相は、ホルヘ・モリナレス・ドゥケ

氏がスリア州に向けて武器を輸出しようとしていた証

拠とされる「Line」のようなアプリケーションのやり取

りを公表。 

 

また、この取引に関与したとされるクリベル・アルカラ・

コルドネス氏（この人物は本日のニュースの重要人物）

の音声から、米国政府とコロンビア政府が結託しベネズ

エラに武器を送ろうとしていたと結論付けた。 

 

ロドリゲス情報通信相は、この武器を使用しコロンビア

政府は、マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長を暗殺し、

ベネズエラに混乱を引き起こそうとしていたと主張。 

 

加えて、ベネズエラ側ではルイサ・オルテガ元検事総長

（元与党派だったが、１７年３月に離反し、コロンビア

に亡命）、ヘルマン・フェレール元制憲議員（オルテガ

元検事総長の夫）などが関与しているとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98bac92f90088a5ecc74b3a0cce15962.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98bac92f90088a5ecc74b3a0cce15962.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27805d4c28f8084a81aab31e89dad970.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27805d4c28f8084a81aab31e89dad970.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c1995aec85ab8f018ad09159eee566aa.pdf
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経 済                        

「PDVSA El Parito 製油所の再開を検討」           

 

現地経済系メディア「Banca y Negocios」は、PDVSA が

「El Palito 製油所」の稼働を一部再開させることを検討

していると報じた。 

 

米国の制裁を受けて、ベネズエラは深刻なガソリン不足

にある。カラボボ州など一部の地域では救急車の給油さ

え制限されていると報じられている。 

 

ガソリンを少しでも供給するため、無理にでも製油所を

稼働させる必要に迫られている。 

 

「Banca y Negocios」によると、El Palito 製油所が再開

することで日量４万バレル相当のレギュラーガソリン

（オクタン価９１）が供給できるという。 

 

この数字は、現在のベネズエラのガソリン需要（日量１

２万バレル）の約３分の１に相当する。 

 

日量４万バレルは国内のガソリン需要を満たすために

不十分ではあるが、救急車や公共交通機関など最低限の

公共インフラの運営を維持することが可能になるとし

ている。 

 

「ガソリン燃料 ベネズエラに到着」                  

 

３月２４日 エネルギー情報メディア「Argus Media」

はベネズエラにガソリン燃料が到着したと報じた。 

 

「Argus Media」によると、ガソリン燃料が到着したの

は３月１７日。 

「Aframax River」が Yagua 物流センターに２４万バレ

ルのガソリンを運んだという。同タンカーは現在、

Boscan 重質油を運び、近いうちに出向するという。 

 

また、３月１１日にはイタリアから３２万バレルのガソ

リンを乗せたタンカーがベネズエラに向けて出港。３月

３０日にアムアイターミナルに到着する予定だという。 

 

筆者は、イタリアからベネズエラに向けて出向されるガ

ソリン燃料は「Rosneft」によるものと認識している。 

 

現在は米国の制裁により「Rosneft Trading」および

「TNK Trading」による取引は困難になっているのかも

しれないが、今でも何らかの手段でロシアがガソリン供

給に関与している可能性が高い。 

 

社 会                        

「ベネズエラの人口衛星 軌道を逸れた？」           

 

米国専門誌「Space News」は、ベネズエラの人工衛星

「Venesat-１」が軌道を外れ使用不能になっていると報

じた。 

 

「Venesat-１」は、２００８年のチャベス政権下でベネ

ズエラが初めて打ち上げた人工衛星で、中国との共同開

発による衛生だった。 

 

「Venesat-１」は、２００９年から稼働を開始し、２０

２３年まで使用する予定。 

 

ベネズエラの国営会社「ABAE」により管理されている

人工衛星で、「Space News」が「ABAE」に事実を確認

したが、３月２２日～２３日の間に「ABAE」側から回

答は無かったという。 

 

通信分野の専門家 Ewald Scharfenberg 氏は、 

「Venesat-１」が使用できなくなることで、今後

CANTV の通信に問題が生じる可能性があると指摘。 

また、ベネズエラ国軍が使用している通信にも障害が生

じる可能性があるとした。 
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２０２０年３月２６日（木曜）              

政 治                       

「米検察 マドゥロ政権関係者１４名を訴え」           

 

３月２６日 米国のウィリアム・バル検事総長は、ニュ

ーヨーク南部検察、南部フロリダ州検察らと共同でマド

ゥロ政権関係者１４名（表紙写真）の汚職を訴えた。 

 

１４名の中で特筆するべき人物は、マドゥロ大統領とカ

ベジョ制憲議長だろう。 

 

バル検事総長は、マドゥロ大統領とカベジョ制憲議長を

麻薬取引の元締めと指摘。 

 

「マドゥロ大統領は、極めて暴力的なテロ組織「FARC」

と共謀し、米国をコカイン漬けにしようとしている。 

 

マドゥロ政権の麻薬ルートは、２００～２５０トンのコ

カイン、致死に至る３，０００万の違法薬物を流してい

る。 

 

そして、FARC はマドゥロ政権から武器を受け取ってい

る。これが麻薬の元締めであるマドゥロ政権の実態だ。 

 

FARC は２０１７年に平和協定を締結し、多くは南部に

移動した。 

 

しかし、未だに２，５００人のゲリラ残党がコロンビア

とベネズエラの国境に潜伏している。この残党は、コロ

ンビア側の町「ノルテ・デ・サンタンデール」で麻薬を

栽培し、マドゥロ政権の庇護の下で麻薬取引を続けてい

る。 

 

ノルテ・デ・サンタンデールからスリア州のマラカイボ

を経由し、中米に流れ、米国に広がっている。」 

と訴えた。 

 

マドゥロ大統領、カベジョ制憲議長の他に訴えられた人

物は、以下の通り。 

 

ネストル・リベロル内務司法平和相 

マイケル・モレノ最高裁判長 

ウラディミール・パドリーノ・ロペス国防相 

タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領 

ウーゴ・カルバハル元制憲議員 

クリベル・アルカラ・コルドネス退役軍人 

ジョセリット・ラミレス・デジタル通貨管理局長 

モタ・ドミンゲス元電気エネルギー相 

ネルビス・ビジャロボス元エネルギー省次官 

エディルベルト・ホセ・モリナ元内務司法省次官 

バリシン・ビジャロエル退役軍人（元大将） 

ラファエル・アントニオ・フェルナンデス国家警察局員 

 

上記全員が麻薬取引への関与で訴えられているわけで

はない。 

 

マイケル・モレノ最高裁判長、モタ・ドミンゲス元電気

エネルギー相らは、自身の職権を悪用し汚職を働いたと

して訴えられている。 

 

なお、上記で名前が挙がっている人物の多くは、既に米

国政府から制裁を受けている。 

 

ただし、当該人物に科せられた制裁は、米国への入国禁

止、ビザのはく奪、米国域内の資産凍結などを目的とし

たもので、米国政府として１４名の凶悪性のレベルを一

段階上げたと言える。 

 

なお、仮にマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長が逮捕さ

れた場合は、米国の司法制度に従い最低でも２０年間、

長ければ終身刑が科せられるという。 
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「DEA 麻薬取引元締めで与党トップに懸賞金     

 ～マドゥロ大統領の懸賞金額は米国史３位～」        

 

３月２６日 米国麻薬捜査局（DEA）は、「麻薬取引の

元締め（カルテル・デ・ソーレス）」として、マドゥロ大

統領、カベジョ制憲議長、ウーゴ・カルバハル制憲議員、

クリベル・アルカラ・コルドネス元退役軍人に懸賞金を

かけた。 

 

「カルテル・デ・ソーレス」とは、「太陽カルテル」とい

う意味。ベネズエラの将軍は、太陽の腕章を付いている

ことから「太陽カルテル」と呼ばれる。 

 

 

（写真）米国麻薬捜査局（DEA） 

 

 

懸賞金は、マドゥロ大統領に１，５００万ドル。 

カベジョ制憲議長、カルバハル元制憲議員、クリベル・

アルカラ退役軍人（元将軍）に１，０００万ドル。 

 

DEA は、１９年７月にアイサミ経済担当副大統領にも

同様の措置を取っており、アイサミ経済担当副大統領の

懸賞金も１，０００万ドルとなっている。 

 

なお、マドゥロ大統領の懸賞金額は、米国史で３番目だ

という。 

 

１番は「アルカイダ」のオサマ・ビン・ラディン氏で懸

賞金額は２，５００万ドル。２番（正確には同率１位）

も「アルカイダ」のナンバー２でビン・ラディンの後継

者のアイマン・ザワーヒリー氏で２，５００万ドル。 

 

「アルカラ氏 米国・野党との共闘を主張」         

 

３月２６日 米国政府からの訴えを受けてクリベル・ア

ルカラ・コルドネス氏は、自身のツイッターにビデオメ

ッセージを投稿。自身は米国とグアイド政権の協力者で、

マドゥロ政権を倒壊させるための協力をしていたと主

張した。 

 

 

（写真）クリベル・アルカラ氏ツイッター 
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アルカラ氏のビデオメッセージによると、 

「自分は、米国在住の野党系政治アナリストである J.J. 

ロンドン氏とグアイド政権と米国アドバイザーと合意

を締結し、手術的（武力を使用するという意味）な手段

でマドゥロ政権を倒壊させるためコロンビアから武器

をベネズエラに運ぶ手伝いをした。」 

と説明。 

 

武器をベネズエラに送る試みは米国政府アドバイザー

と共に数カ月前から行っていたと語った。 

 

また、状況を把握していなかったコロンビア政府に対し

て４８時間前に事情を説明し、米国のアドバイスを受け

て活動していたことを伝えたとした。 

 

アルカラ氏の発表を受けて、タレク・ウィリアム・サア

ブ検事総長は、グアイド議長とアルカラ氏の関係を調査

すると発表した。 

 

また、マドゥロ大統領はテレビで演説を実施。 

アルカラ氏が米国政府とグアイドと結託し、ベネズエラ

にクーデターを引き起こそうとしていたことを証言し

たと訴えた。 

 

「Covid-１９初の死者、感染確認１０７名に増」         

 

３月２６日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１

９対策長）は、Covid-１９感染確認者が１０７名になっ

たと発表した。 

 

また、ベネズエラで初めて Covid-１９を理由とする死

者が確認されたとした。死亡したのはアラグア州在住の

４７歳男性だという。 

 

 

 

 

感染が確認された１０７名のうち、２名は深刻な呼吸障

害を発症。６名も呼吸障害を発症。６６名は軽微な呼吸

障害が起きていると説明した。また、３１名は回復期に

入っているとしている。 

 

なお、３月２５日にホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、

「感染者のうち２名は、グアイド政権の関係者のようだ

が、ベネズエラ政府（マドゥロ政権）が提供する医療サ

ービスを無料で受けている」 

と説明した。 

 

「グアイド政権 Covid-１９で２０００万ドル」         

 

グアイド政権は、Covid-１９の対策費として２，０００

万ドルを支出すると発表した。 

 

この資金は、米国で凍結されていたベネズエラ政府の口

座資金（残額は４，０００～８，０００万ドル）。 

 

グアイド政権は、２月に「致命的な問題への対応とベネ

ズエラの自由のための基金特別法」を承認。OFAC に凍

結口座の解除を求めていた。 

 

今回の発表は、OFAC への申請が承認されたということ

だろう。 

 

この資金は、医療サービス、医療設備、水などを病院に

提供するために支出するとしている。 

 

また、グアイド議長は外国から融資を受ける案について

肯定的に評価。 

 

「我々はベネズエラ国民、特に危機的な状況にある多く

の国民に対して出来る限りの支援をしたいと考えてい

る。 
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しかし、撤回不能な条件がある。資材、資金は政権強奪

者の元を通ることはできない。我々は彼らが長年にわた

り公金を着服してきたことを知っているからだ。国民が

緊急的に必要としているお金を彼らは奪うからだ。」 

と説明した。 

 

マドゥロ政権が管理せず、グアイド政権も管理しない資

金というのは難しいが、イラクであったような国連管理

による石油食糧交換プログラムであれば実現可能かも

しれない（「ウィークリーレポート No.87」参照）。 

 

経 済                       

「医薬品などの輸入関税免除リスト ７７品目」            

 

マドゥロ政権は食品原材料、化学品など７７品目の輸入

関税の免除を発表した。 

 

免除の対象になった品目は 

「牛肉」「豚肉」「鶏肉」「鶏卵」 

「トウモロコシなど一部野菜」「一部の食品加工品」 

「医薬品」 

「化学物質（ホウ素、塩化物、炭酸ニナトリウム）」 

「有機化学品（不飽和非環式モノカルボン酸、カルボン

酸、アミン官能化合物等）」。 

「プラスチック製品」 

「ゴム製品」 

「ガラス製品」 

「アルミニウム製品」 

「一部の電気機器」 

「光学機器」など。 

 

詳細は右写真の HS コードと、「関税率表」を照らし合

わせて確認することが出来る。 

なお、基本的に HS コードは上６ケタまでは世界共通だ

が、それ以降のケタは各国が独自で決定する。 

 

 

 

 

（写真）官報 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3faa03e56dce4431dfa825de46d4ebd3.pdf
https://www.customs.go.jp/tariff/2020_1/index.htm
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「マドゥロ政権 中国に返済猶予求める？」         

 

ロイター通信は、マドゥロ政権が中国に対して債務返済

の支払い猶予を求め始めたと報じた。 

 

原油価格下落の影響を受けて、マドゥロ政権の債務再編

は必須の状況にある。 

 

ロイター通信が、マドゥロ政権関係者から入手した情報

によると、マドゥロ政権が求めるものは原油の代物返済

と引き換えに支払い免除期間を勝ち取ることのようだ。 

 

これまで、マドゥロ政権は中国から様々な組織を通じて

合計６２０億ドルの融資を受けてきたとされる（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.7」参照）。 

 

ベネズエラ政府は、中国からの融資を原油で返済してい

たが、原油価格の下落と経済混乱を受けて２０１６年に

一度、同様の支払い免除期間を受けたことがある。 

 

現在は免除期間を過ぎ、返済は再開しているようだが、

現在の債務残がいくらなのかは公表されていない。 

 

「並行レートと公定レート 乖離広がる」            

 

先日「ウィークリーレポート No.141」で、１９年に入

り並行レートと公定レートの乖離が縮小したと指摘し

たばかりだが、ここ数日は再び並行レートと公定レート

の乖離が広がる傾向がある。 

 

３月２６日（２７日に清算）付けのベネズエラの公定レ

ート「両替テーブル」の平均値は１ドル BsS.７３，８３

０．１６。前日の１ドル BsS.７１，２０８．５３から３．

６８％ボリバル安となった。 

 

 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

一方で、並行レートは更に激しくボリバル安に推移して

いる。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」によると、３

月２６日付の並行レートは１ドル BsS.８４，２８４．８

２。前日までは１ドル BsS.７５，１８４．８２だったの

で一気にボリバル安に傾いたことになる。 

 

市中では、Covid-１９（実態はガソリン不足？）を理由

に国内物流が停止し、商品の流通が減っているという。

このため、商品価格が上昇する傾向にあり、これが並行

レートを上げる要因となっているのかもしれない。 

 

ただし、１９年以降、公定レートは時間の経過とともに

並行レートに寄ってくることが多く、一時的に乖離が生

じるものの、そのうちに似た水準に達することも十分に

考えられそうだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bba2329f4702ceba085d3b498b9ded54.pdf

