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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “１２月１８日 ホセ・ビセンテ・ランヘル氏告別式の様子” 

 

 

２０２０年１２月１８日（金曜） 

 

政 治                     

「ベネズエラ・ガイアナ領土問題が前進 

～CIJ は同問題に判決を下す権限がある～」 

「バイデン政権 マドゥロ政権との協議を模索」 

「与党古株政治家ホセ・ビセンテ・ランヘル逝去」 

「ポンペオ国務長官 茂木外相とベネ問題協議」 

経 済                     

「El Palito 製油所 原油漏れ深刻化の恐れ」 

「PDVSA 労組幹部 ベネズエラを脱出」 

「イランからのガソリン到着予定日は」 

「グアイド政権下の CITGO 役員２名に汚職捜査」 

20 年 12 月 19～20 日（土・日） 

 

政 治                    

「スクレ州沖の移民問題 死者３３名に 

～トリニダードトバゴ OAS と距離置く～」 

「OAS ベネズエラ代表大使 

残念ながら、軍事介入を支持する国はいない」 

「亜 マドゥロ政権のメルコスール再加盟検討？」 

経 済                    

「WOLA バイデン政権に９つの提言 

～国際的な合意形成、制裁の緩和など～」 

「Datanalisis 回答者の７割超は経済制裁を拒絶」 

「野党 ８７％のカラカス市民は食費を賄えない」 
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２０２０年１２月１８日（金曜）             

政 治                       

「ベネズエラ・ガイアナ領土問題が前進          

  ～CIJ は同問題に判決を下す権限がある～」       

 

１２月１８日 「国際司法裁判所（CIJ）」は、ベネズエ

ラとガイアナの領土問題について、「CIJ が判決を下す

権限がある」との見解を発表した。 

 

ベネズエラとガイアナは両国が領有権を主張する「エセ

キボ地域」（赤い斜線部分の土地）が存在する。 

この地域の面積は１５万９，５４２平方キロメートルで

ウルグアイより少し小さいくらい。天然資源が埋蔵して

いるとされており、経済的にも重要な土地となる。 

 

ベネズエラ政府は、この問題についてかねてより「両国

の協議によって解決するべき」との立場を取っているが、

ガイアナは「国際裁判で解決するべき」との立場を取っ

ており、今回ガイアナ側の主張が認められたことになる。 

 

 

（写真）Wikipedia 

 

 

 

今回の決定はあくまで「CIJ が判決を下す権限がある」

と宣言しただけで、どちらの領土になるかの見解はまだ

先の話だが、エセキボ領土問題に関する大きな前進であ

ることは間違いない。 

 

なお、CIJ は両国の主張を聞くための公聴会を度々開催

しているが、裁判での解決を望んでいないマドゥロ政権

側はそもそも代表者を派遣しておらず、協議自体存在し

ていない。 

 

このままマドゥロ政権が拒否を続ける場合、まともな協

議が存在しないまま CIJ がエセキボ地域をガイアナ領

土と認定することになるだろう。 

 

ただし、CIJ が判決を下したところでマドゥロ政権が判

決を認めなければエセキボ地域の開発は困難ではない

か。 

 

なお、エセキボ地域の領土問題については、グアイド政

権もマドゥロ政権も CIJ の決定を非難しており、与野党

の方針が一致している数少ないテーマでもある。 

 

「バイデン政権 マドゥロ政権との協議を模索」         

 

米国金融系メディア「Bloomberg」は、バイデン政権側

近３名（匿名）からの情報として、バイデン政権は自由

で公平な選挙実施を条件に、制裁を緩和する意志がある

と報じた。 

 

トランプ政権はマドゥロ大統領の退陣を前提とした制

裁緩和を主張しており、バイデン政権の方針とは異なっ

ている。 

 

現在、バイデン政権は同盟国と協調し、どのようにマド

ゥロ政権を民主的な方向に向かわせるかを検討してい

るという。 
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「与党古株政治家ホセ・ビセンテ・ランヘル逝去」                  

 

１２月１８日 与党の最古参の政治家ホセ・ビセンテ・

ランヘル氏が亡くなった。９１歳だった。死因は心臓発

作だったという。 

 

ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は、高齢だったこともあり、

ここ数年はメディアでの露出は少なかったが、故チャベ

ス政権時代は「チャベス大統領の師匠」として強い政治

力を持っていた。 

 

ホセ・ビセンテ・ランヘル氏は１９２９年７月１６日、

カラカス生まれ。マルコ・ペレス・ヒメネス軍事政権時

代にチリに亡命。軍事政権倒壊後、１９５８年にベネズ

エラに帰国した。 

 

 

 

（写真）大統領府 “ホセ・ビセンテ・ランヘル氏告別式” 

 

 

ランヘル氏は、左派政党として議員に当選。１９７０年

代に行われた大統領選には「社会主義行動党（MAS）」

の推薦で立候補、敗北した。 

 

１９９２年２月、故チャベス元大統領（当時は軍人）が

クーデターを実施。クーデターは失敗に終わったが、ラ

ンヘル氏は故チャベス元大統領への支持を明言。 

 

当時、政権についていたカルロス・アンドレス・ペレス

政権の大規模な汚職を告発し、ペレス政権を倒壊させた

最大の立役者とされている。 

 

１９９９年、チャベス政権が発足して以来、ランヘル氏

は、外相・国防相・副大統領など重要役職を歴任。故チ

ャベス元大統領の最側近であり師匠として活動した。 

 

２００７年に政治家としての活動を縮小。 

以降、ジャーナリストとして「Jose Vicente Hoy」とい

うテレビ番組の司会を務めていた。つい最近までマドゥ

ロ大統領と対話する番組なども報じられており、亡くな

る直前まで現役として活動したことになる。 

 

「ポンペオ国務長官 茂木外相とベネ問題協議」         

 

１２月１７日 米国ポンペオ国務長官は日本の茂木敏

充外務大臣と会談し、ベネズエラ問題について協議した。 

 

グアイド政権の公式メディアによると、特に１２月６日

に行われた国会議員選について意見を交わし、両者は

「包括的で開放された地域の発展に善処する方針を再

確認した」という。 

 

スペイン語では、「reafirmaron el valor de los esfuerzos 

colectivos para promover una región abierta e inclusiva」 

と書かれている。 
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ベネズエラ問題について協議した結果、「包括的で開放

された地域の発展に善処する方針を再確認した」という

のは不明瞭だ。 

 

言い換えるのであれば、明確な合意に至らなかったとい

うことだろう。 

 

なお、日本政府は、ベネズエラの国会議員選について、

懸念を表明したものの、「選挙結果を認めない」との明

確なスタンスは示していない（「ベネズエラ・トゥデイ

No.534」参照）。 

 

経 済                        

「El Palito 製油所 原油漏れ深刻化の恐れ」           

 

シモンボリバル大学の海洋生物センターは、１２月１６

日に El Palito 製油所で原油漏れが起きている可能性を

指摘していた。 

 

この原油漏れについて、同センターの Eduardo Klein 氏

は、El Palito 製油所から漏れ出した原油が数日内に広く

拡散する可能性を指摘した。 

 

「１２月１８日、午前１１時１０分、Boca Yaracuy 付近

の El Palito 製油所で原油漏れが起きている。現時点で

は海洋の汚染は限定的だが、今後、広範囲に広がる恐れ

があり、そのインパクトは１８０平方キロに及ぶと推測

される。」と警鐘を鳴らした。 

 

 

「PDVSA 労組幹部 ベネズエラを脱出」                  

 

PDVSA 労働組合の幹部を務めていたイバン・フレイテ

ス氏は、ベネズエラを脱出したことを発表。マドゥロ政

権による迫害行為を非難した。フレイテス氏は現在、ボ

ゴタにいるという。 

 

フレイテス氏は、これまでもロイター通信など国際メデ

ィアに頻繁に PDVSA の内情を伝え、マドゥロ政権側に

不利な情報を訴え続けてきた。 

 

個人的には、PDVSA 内部にいながら、これまで組織の

内情を訴え続けられてきたことに若干の驚きを感じて

いたが、遂に外国に脱出したようだ。 

 

１１月１９日 軍部の警察組織「DGCIM」は、PDVSA

労組の幹部の１人である Eudis Girot 氏を拘束した。 

 

また、Girot 氏が拘束される前にはファルコン州で

PDVSA 労組リーダーを務めていた Guillermo Zarraga

氏もテロ共謀容疑で逮捕されていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.527」参照）。 

 

このように１１月から PDVSA 労組に対する取り締ま

りが厳しくなったことが、フレイテス氏亡命の背景にあ

ると思われる。 

 

（写真）Bancaynegocios “イバン・フレイテス氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ade9c823d596fbe8e4b6135c03cb945d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ade9c823d596fbe8e4b6135c03cb945d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
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「イランからのガソリン到着予定日は」                  

 

イランからガソリンを積んだタンカーがベネズエラに

向かっている。 

 

１ ２ 月 １ ８ 日  船 舶 の 動 き を 追 跡 す る 「 Tanker 

Trackers」は、これらのタンカーがベネズエラに到着す

る期間について、４～５週間かかると報じた。 

 

「Bloomberg」は、イランのガソリンを積んだ１０隻の

タンカーがベネズエラに向かっていると報じていた。 

 

 

（写真）Tanker Trackers 

 

「グアイド政権下の CITGO 役員２名に汚職捜査」                  

 

ロイター通信は、CITGO 役員の Rick Esser 氏、Judith 

Colbert 氏に汚職の容疑があり、米国司法省が調査を行

っていると報じた。 

 

Rick Esser 氏と Judith Colbert 氏は、グアイド政権下で

１９年２月に CITGO 役員に加入した人物（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.253」参照）。 

 

汚職の内容は同社の契約発注に当たり、自身の権限を利

用し、契約相手に便宜を図り、その見返りを受け取った

容疑。 

 

 

なお、グアイド政権が最初に CITGO 社長に任命したル

イス・パラシオス氏は２０年９月に辞任を表明しており、

今回の事件と何らかの関係があるのかもしれない（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.504」参照）。 

 

２０２０年１２月１９日～２０日（土曜・日曜）              

政 治                        

「スクレ州沖の移民問題 死者３３名に          

  ～トリニダードトバゴ OAS と距離置く～」        

 

スクレ州沖のベネズエラ人溺死事件に関する報道は収

束の気配はない。 

 

１２月１８日 カルメン・メレンデス内務司法相は死者

が２８名から３３名に増加したと発表した。 

 

この事件を受けて、多くの国際組織がトリニダードトバ

ゴを非難しており、国連の難民高等弁務官事務所は、「ト

リニダードトバゴ政府は２０年１１月に少なくとも２

００名のベネズエラ人を強制送還した」と間接的に同政

府の姿勢を非難した。 

 

他、PanAmPost は「国際移民機構」の統計を引用し、

「これまでに１００名超のベネズエラ人がカリブ海で

溺死した」と報じた。 

 

なお、難民高等弁務官事務所の報告には、 

「トリニダードトバゴが現在２万１４３名の難民を受

け入れており、そのうちの８５．８％はベネズエラ人で

あること」 

「トリニダードトバゴの難民受け入れ者数は１０月か

ら２００名増加した」 

と同政府に対して一定の評価も書かれているが、メディ

アがこれらの点に言及することはほとんどない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
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「米州機構（OAS）」のアルマグロ事務局長もトリニダ

ードトバゴ政府の難民受け入れに対する姿勢を非難す

る人物の１人である。 

 

この状況を受けて、トリニダードトバゴの Keith Rowley

首相は、OAS の偏った組織運営を非難。 

「グアイド政権側の OAS 代表を解任し、マドゥロ政権

が OAS に復帰するまで OAS の投票を全て棄権する」

と発表した。 

 

なお、投票は棄権するが、OAS の会合自体は今後も参

加するという。 

 

今回のトリニダードトバゴ政府非難キャンペーンは、マ

ドゥロ政権に味方する同国政府を倒壊させたいという

政治的な思惑からだろう。 

 

以前、Keith Rowley 首相が言及した通り、トリニダード

トバゴは小国だ。ただでさえ、Covid-１９問題で厳しい

中、ベネズエラ人移民を大量に受け入れる余力はない。 

 

国際的な世論の流れを受け、仮に難民受け入れに前向き

な方針を示せば、大量のベネズエラ難民がトリニダード

トバゴに押し寄せ、すぐにパンクするだろう。その時の

責任はトリニダードトバゴの現政府が負い、その被害は

トリニダードトバゴに住む国民が受けることになる。 

 

トリニダードトバゴだけで解決できない問題であると

知りながら具体的な協力はせず、ただ受け入れを強要す

るだけであれば、テロ攻撃と認識されて仕方ない。 

 

更に言えば、アルーバやクラサオなども似た状況にある

が、これらの国は非難されない。また、米国に来たベネ

ズエラ人難民はトリニダードトバゴ経由でベネズエラ

に送還させられているとの報道もある（EEUU habria 

deportado a migrantes venezolanos usando a TT）。 

 

 

本当に人権を擁護し、難民を保護する姿勢があるのであ

れば、OAS など国際社会はトリニダードトバゴに来る

ベネズエラ人難民を米国など経済的に受け入れ余力の

ある国に振り分ける、資金援助を行うなど同国が難民を

受け入れられる環境を整えることに力を注ぐべきだろ

う。 

 

ただし、このような訴えは政治キャンペーンが目的であ

り、非難している組織は問題を解決しようという意識が

無いのが実態だろう。 

 

「OAS ベネズエラ代表大使               

 残念ながら、軍事介入を支持する国はいない」           

 

「米州機構（OAS）」のベネズエラ代表はグアイド政権

側に移っている。 

 

OAS のベネズエラ代表大使を務めるグスターボ・ブリ

セーニョ氏は、ベネズエラ人ジャーナリスト Carla 

Angola 氏のネット番組で、外国政府によるベネズエラ

への軍事介入の可能性について否定。 

 

「残念ながら、いかなる国もマドゥロ政権を消滅させる

ための軍事介入を支持する国は無い。全く存在していな

い。」との見解を示した。 

 

また、グアイド政権が国際社会に対して軍事介入を要請

しない理由について 

「我々が軍事介入を求めないのではなく、関係各国のブ

ロックを受けているからだ。」 

と説明した。 

 

これは率直な説明だろう。 

恐らくグアイド政権は、外国政府が軍事介入に前向きな

姿勢を見せていれば、軍事介入を求めていたが、支持し

てくれる国はいなかったのが実態だろう。 

https://talcualdigital.com/eeuu-habria-deportado-a-migrantes-venezolanos-usando-otro-pais/
https://talcualdigital.com/eeuu-habria-deportado-a-migrantes-venezolanos-usando-otro-pais/
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マドゥロ政権は汚職政府ではあるが、ミサイルを開発し、

外国に攻撃をしかけるタイプの政府ではない。 

 

自国民の生命に差し迫った危機が無ければ、自国の軍人

の命を懸けて軍事介入する意義に乏しい。 

 

仮に軍事介入を行い政権交代が出来たとして、マドゥロ

政権の残党がテロ組織に代わり、軍事介入した国に攻撃

を仕掛けてくることが予想される。 

 

また、政権交代に失敗すれば、ロシア・中国などマドゥ

ロ政権の友好国を巻き込み全面戦争に発展しかねない。 

 

つまり、軍事介入したために不要なリスクを負うことに

なる。確かに近隣に怪しい国があるのは嫌だろうが、怪

しい国を無くすメリットと比べて、介入後のデメリット

が大きすぎるのだろう。 

 

「亜 マドゥロ政権のメルコスール再加盟検討？」         

 

現在、アルゼンチンのフェルナンデス政権は、マドゥロ

政権について人道的な観点から批判的な立場を取りな

がらも、マドゥロ政権がベネズエラの政府であることは

認識している。 

 

「La Nacion de Argentina」は、フェルナンデス政権で

副大統領を務めるクリスティーナ・キッチナー氏のグル

ープが、フェルナンデス大統領に対して、ベネズエラを

メルコスールに再加盟させることを求めていると報じ

た。 

 

現在、アルゼンチンはメルコスールの議長国（６カ月に

一度交代する）で、ボリビアの加入を促進している。 

この６カ月の間にベネズエラのメルコスール再加盟の

議論が出る可能性があるかもしれない。 

 

 

経 済                       

「WOLA バイデン政権に９つの提言           

   ～国際的な合意形成、制裁の緩和など～」           

 

「ラテンアメリカ・ワシントンオフィス（WOLA）」の

ベネズエラ担当部長 Geoff Ramsey 氏と主席研究員の

David Smilde 氏は、バイデン政権に対してベネズエラ

方針に助言する趣旨のレポートを公表した。 

 

主な助言内容は以下の通り。 

 

１．中国・ロシア・キューバ・欧州連合・ラテンアメリ

カ諸国など利害関係者を集めて、ベネズエラ問題に

ついて協議すること。キューバの政権移行の手段と

してベネズエラの政権移行を求める方針を辞める

こと。 

 

２．中国・ロシアなどライバルとなる大国とベネズエラ

問題について共通の合意を引き出すこと。ベネズエ

ラに埋蔵されている天然資源を求める大国の利害

でベネズエラ問題は膠着状態に陥っている。全体が

共通の利害を得られる合意を導き出すことが出来

ればベネズエラ問題は進展する。 

 

３．米国はノルウェー政府が行った与野党協議に力を貸

すべきである。２０１９年に行われた与野党協議は

これまでの協議の中で最も信頼における協議だっ

た。米国はこのイニシアティブを支援するべきだ。 

 

４．与野党が合意を形成できるよう米国は支援するべき。

２０２０年に「米州保険機構（OPS）」の援助に関

して、与野党が合意した。これは今後の前例となる

だろう。 

 

５．軍事介入を拒絶する姿勢を明確にし、対話と外交的

な解決に焦点をおく姿勢を見せること。 
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６．人道支援がベネズエラに届くようにするため、制裁

を見直すワーキンググループを組織すること。 

 

７．OFAC は、ベネズエラの石油・ディーゼル燃料の交

換取引の制限を即座に解除すること。石油・ディー

ゼル燃料の交換取引を可能にするためには、現在の

制裁制度、ライセンスを変更する必要はない。米国

政府が現在の制裁の適用範囲に関する認識を変え

れば良いだけである。 

 

８．国連の難民高等弁務官事務所、国際移民機構らに対

する拠出を増やし、ベネズエラの人道問題を緩和す

ること。 

 

９．米国の移民受け入れ要件を緩和し、ベネズエラ人難

民を受け入れること。 

 

「Datanalisis 回答者の７割超は経済制裁を拒絶」         

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

２０年１１月に行ったアンケート調査結果を公表。 

 

７１％の回答者が経済制裁を拒絶しているとして、経済

制裁、金融妨害、石油取引の停止は機能していないと主

張。 

 

制裁を支持する呼びかけは、国民の希望と支持と野党に

対する信頼を失わせていると分析した。 

 

また、大多数の国民が経済制裁を拒絶する状況下で、複

数の野党政治家が制裁を正当化する主張をしているが、

彼らの立場は苦しくなっていると指摘。 

 

過去、経済制裁を擁護してきた多くの政治家が方針を見

直す必要性を認識し始めており、望ましい方向に向かっ

ていると評価した。 

 

「野党 ８７％のカラカス市民は食費を賄えない」         

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、ベネズエラ

の貧困状況についてマドゥロ政権を非難。 

 

経済低迷は２０１４年から始まり、この７年間でベネズ

エラ経済は断続的に縮小。 

 

２０２０年１１月に行った貧困調査では、カラカスの住

民の８７％は食費を賄う収入を得ていないと訴えた。 

また、回答者の６６％は１日に３食の食事を摂ることが

できていないとした。 

 

ゲラ議員は、このような経済不況に追い込んだマドゥロ

政権を非難。この状況を解決するため政権交代の必要性

を強く主張した。 

 

以上 

 


