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（写真）大衆意志党（VP）ツイッター “レオポルド・ロペス VP 党首 スペイン亡命後初の記者会見” 

 

 

２０２０年１０月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「野党国民投票 １２月５日～１２日に実施 

～１２月５日から８日間、電子投票も可能～」 

「マドゥロ政権 ロペス VP 党首関係者を開放」 

「米国 マドゥロ政権支援でイラン企業らに制裁」 

「アドルフォ・ペレイラ氏 ララ州知事に就任」 

経 済                     

「Avior 滞納で IATA のシステム利用禁止」 

社 会                     

「マドゥロ大統領 Covid-１９治療因子を発見？ 

～WHO、OPS らに DR-１０発見を通知～」 

２０２０年１０月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「レオポルド・ロペス VP 党首 記者会見 

～外国からグアイド政権を支援する意志示す～」 

「ロペス VP 党首亡命 専門家の見解」 

「アレアサ外相 オランダ新大使を受け入れ」 

経 済                    

「アムアイ製油所で爆発」 

「スリア州商工会議所 ガス輸入を要請」 

「PDVSA 海上受け渡し場所の変更を提案」 

社 会                     

「マドゥロ政権 Covid-１９補助金を支給」 
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２０２０年１０月２６日（月曜）             

政 治                       

「野党国民投票 １２月５日～１２日に実施        

 ～１２月５日から８日間、電子投票も可能～」       

 

１０月２６日 グアイド政権の国会第１副議長を務め

るファン・パブロ・グアニパ議員は、国民投票を１２月

５日～１２日にかけて実施すると発表した。 

 

また、１２月５日～１２日までの８日間にインターネッ

トで電子投票をすることも可能とした。 

 

グアニパ議員は国民投票について 

「１つ目の質問は、憲法で定められている自由で平等で

検証可能な大統領選および国会議員選を実施するため、

国内外のあらゆるメカニズムを支持するかどうかを確

認するためのもの。 

 

２つ目の質問は、マドゥロ独裁政権が行う国会議員選の

結果を認めないかどうかを確認するためのもの。」 

としている。 

 

マドゥロ政権が国会議員選を実施するのは１２月６日。 

ベネズエラの選挙は電子集計されるため、選挙の結果は

基本的に同日の深夜に発表される。 

 

一方、グアイド政権が行う国民投票は１２月１２日に終

了するため、マドゥロ政権側の国会議員選の結果が発表

された後に結果が公表されることになる。 

 

なお、マドゥロ政権側の選挙でも同じ人が何度も投票す

る、あるいは投票に行っていないはずの人の投票がカウ

ントされているなどの問題が報じられていたが、グアイ

ド政権側の選挙についても同様のことが言えるだろう。 

 

 

投票結果に一定の信頼性を担保するためには中立的な

選挙監視団の存在が必要だが、「米州機構（OAS）」のミ

ッション団や反マドゥロ派の南米の元大統領などグア

イド政権側に偏った人物が監視団を担うことになると

思われる。 

 

「マドゥロ政権 ロペス VP 党首関係者を開放」         

 

１０月２４日 在ベネズエラ・スペイン大使公邸でかく

まわれていた「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首がスペインに亡命したことが明らかになった。 

 

ロペス VP 党首は、既にスペインに到着し、家族と再会

している（「ベネズエラ・トゥデイ No.515」参照）。 

 

ロペス VP 党首の国外脱出が明らかになった後、マドゥ

ロ政権はロペス党首の逃亡に関与した疑いのある人物

らを複数拘束した。 

 

具体的には、ロペス VP 党首が雇っていた料理人、ボデ

ィーガード、ロペス党首の親族、在ベネズエラ・スペイ

ン大使館の従業員３名など。 

 

１０月２６日～２７日にかけて、これらの人々は開放さ

れたと報じられた。 

 

ただし、政治記者で大衆意志党のアドバイザーを務めて

いるローランド・カレーニョ氏は SEBIN に拘束された

まま解放されていないという。 

 

カレーニョ氏の安否を明らかにするよう、米国のリッ

ク・スコット議員（元フロリダ州知事）、マルコ・ルビ

オ議員、グアイド議長の妻ファビアナ・ロサレス氏など

がマドゥロ政権に訴えている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
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「米国 マドゥロ政権支援でイラン企業らに制裁」                  

 

１０月２６日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、

マドゥロ政権へのガソリン供給およびテロ組織の支援

を理由にイランの石油相およびイランの石油会社に制

裁を科した。 

 

ムニューシン財務長官は、制裁の理由について 

「イラン政権は、石油セクターを利用し、社会を不安定

にする活動に資金を供給している。イラン政権は引き続

きテロ組織の支援を続けており、イラン国民の生活より

も核開発を優先している。」 

と説明した。 

 

制裁を受けたのは、イラン石油相、イラン国営石油公社

（NIOC）、イラン石油船公社（NITC）など。 

制裁を科された組織は米国内の資産が凍結され、米国の

法人・個人との取引が禁止される。 

 

また、ベネズエラへのガソリン供給を支援しているとし

て、 

・Mahmoud Madanipour. 

・Mobin International Limited. 

・Mobin Holding Limited. 

・Oman Fuel Trading. 

の４社に制裁を科した。 

 

「Mahmoud Madanipour」と「Mobin International 

Limited」は、アラブ首長国連邦に本社を置く会社で、

２０２０年１月にイランのガソリンを供給する契約を

PDVSA と締結したという。 

 

「Mobin Holding Limited」と「Oman Fuel Trading」は、

「Mahmoud Madanipour」の関係会社で英国に本社があ

る会社で、間接的にマドゥロ政権へのガソリン供給を支

援したとしている。 

 

「アドルフォ・ペレイラ氏 ララ州知事に就任」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.515」で、ネストル・

リベロール内務司法平和相が電気エネルギー相に就任

し、内務司法平和相にはララ州知事を務めているカルメ

ン・メレンデス氏が就任したとの記事を紹介した。 

 

メレンデス氏が内務司法平和相に就任するにあたり、ア

ドルフォ・ペレイラ氏がララ州知事に就任した。 

 

報道によると、ペレイラ氏は１９年９月から「Gas Lala」

の社長を務め同地域でガスを供給する役割を担ってい

たという。 

 

経 済                        

「Avior 滞納で IATA のシステム利用禁止」           

 

「国際航空運送協会（IATA）」は、ベネズエラの航空会

社「Avior Airlines」に対して、IATA が提供するチケッ

ト販売システム「BSP」の利用を停止させると通知した。 

 

理由はAviorが IATAに対して支払いを滞納しているか

らだとしている。 

 

現地メディア「Descifrado」が Avior に報道の事実を確

認したところ、BSP システムの使用を禁止された事実

を認めた一方、Covid-１９の問題が解決され、収入が確

保できるようになれば支払いを行うと回答。 

 

今後について「旅行代理店らと協力する形で直接チケッ

トを販売するシステムが利用できるため大きな問題は

生じない」との見解を示した。 

 

また、新たなチケット販売システムに移行することで、

より安価にチケットを販売できるようになるとした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
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社 会                        

「マドゥロ大統領 Covid-１９治療因子を発見？       

  ～WHO、OPS らに DR-１０発見を通知～」           

 

１０月２５日 マドゥロ大統領は、ベネズエラの「科学

研究所（IVIC）」が、６カ月間の研究の末に「DR-１０」

という化学分子が Covid-１９に効果があることを発見

したと発表。 

 

１０月２６日 ホルヘ・アレアサ外相とカルロス・アル

バラド保健相は、「米州保険機構（OPS）」「世界保健機

構（WHO）」に正式に「DR-１０」の発見を通知したと

いう。 

 

マドゥロ大統領によると、「DR-１０」は、Covid-１９に

加えてエイズ、Ｃ型肝炎、エボラなど様々な病気の治療

に利用できるとした。 

 

なお、「DR-１０」の発見は、カラボボ州のラファエル・

ラカバ知事の指揮の下で進められたと報じられている。 

 

他方、グアイド政権側の Covid-１９対策委員会のメン

バーの１人で医療分野の専門家フリオ・カストロ氏は、

治療薬が Covid-１９に効果があるかどうかは一定のフ

ェーズを経て、数千回の試験を行う必要があるが、「DR-

１０」はこれらの過程を経ていないと主張。 

 

「DR-１０」の有効性や副作用がある可能性について指

摘した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１０月２７日（火曜）              

政 治                       

「レオポルド・ロペス VP 党首 記者会見        

 ～外国からグアイド政権を支援する意志示す～」        

 

１０月２７日 スペインに亡命した「大衆意志党（VP）」

のレオポルド・ロペス党首は、スペイン亡命後初めて記

者会見を実施。その後、記者らのインタビューに答えた。 

 

主なポイントは以下の通り。 

 

１．本来はベネズエラを離れたくなかったが、自分の置

かれている状況がベネズエラに残ることを許さな

かった。 

 

２．自分がベネズエラを離れたのはマドゥロ政権との交

渉の結果ではない。 

 

３．グアイド政権を支持。国際社会に対して、ベネズエ

ラ問題への更なる関与、マドゥロ政権の孤立化、制

裁強化を求める。 

 

４．マドゥロ政権を倒壊させるためには、マドゥロ政権

の内部関係者の協力が不可欠。彼らの協力なしにマ

ドゥロ政権を倒壊させることは不可能。 

など。 

 

グアイド議長との不仲説なども存在しているが、ロペス

党首は引き続きグアイド政権を支持し、２１年１月以降

も野党国会が存続し、グアイド議長が暫定大統領を続け

る方針を支持するとした。 

 

なお、１０月２７日 ロペス党首はスペインのサンチェ

ス首相と会談。「スペインはマドゥロ政権を独裁政権と

認識しており、１２月の国会議員選を認めない」とサン

チェス政権の姿勢を支持した。 
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なお、レオポルド・ロペス党首の父親（レオポルド・ロ

ペス・ヒル氏）は、スペインで議員を務めており、サン

チェス首相が所属する政党「スペイン社会労働党

（PSOE）」の対立政党「国民党（PP）」の議員となって

いる。 

 

「ロペス VP 党首亡命 専門家の見解」           

 

現地メディア「El Estimulo」は、レオポルド・ロペス党

首のスペイン亡命が今後のベネズエラ政治にどのよう

な影響を与えるのかについて専門家らの意見を報じた。 

 

政治専門家のリカルド・スクレ氏は、ロペス党首の亡命

について、「グアイド議長と大衆意志党率いる野党の再

グループ化の始まり」と説明。 

 

現在、主要野党は２１年１月以降のシナリオを検討して

いる。 

 

現在の野党は国内と国外で分裂しており、ロペス党首が

この分裂を調整し、野党をまとめ、政権交代のための有

効なアクションを模索する役割を担っているという。 

 

外国に亡命している主要な野党政治家であるアントニ

オ・レデスマ氏、カルロス・ベッキオ氏、フリオ・ボル

ヘス氏らをまとめ、国内にいるグアイド議長と協力する

のではないかと推測している。 

 

また、別の政治専門家ルイス・トティ氏は、レオポルド・

ロペス党首について、「国内より国外の影響が大きい」

と説明。 

 

政治経済危機が続くベネズエラはロペス党首の国外脱

出で多少の新鮮さが出るかもしれないが、国内では特に

大きな影響はないとの見解を示した。 

 

 

「ロペス党首の国外脱出は、外国やベネズエラに関心が

ある国際メディアにとっては大きなニュースになるだ

ろうが、ベネズエラ国内ではロペス党首は求心力を失っ

ており、彼がベネズエラに民主主義を取り戻すことが出

来ると考えている人は少ない。」 

との見解を示した。 

 

また、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.515」でも指摘

されていたが、在ベネズエラ・スペイン大使の交代はロ

ペス党首のスペイン亡命と少なからず関係があったの

ではないかと指摘する声もある。 

 

政治専門家ルイス・サラマンカ氏は、新たなスペイン大

使は、着任前はキューバの大使を務めており、「スペイ

ン社会労働党（PSOE）」の党員だった。新大使の着任で

ロペス党首の身にリスクが生じた可能性はあるとした。 

 

「アレアサ外相 オランダ新大使を受け入れ」         

 

１０月２７日 在ベネズエラ・オランダ大使に就任した

Robert Schuddeboom 氏が、マドゥロ政権のホルヘ・ア

レアサ外相から信任状を受け取った。 

 

欧州連合としては、１８年５月の大統領選の結果を正当

なものと認識しておらず、１９年１月のマドゥロ大統領

就任を認めていない。また、グアイド政権をベネズエラ

の暫定政権と認識する姿勢を示している。 

 

他方、欧州の全ての国が実務的には引き続きマドゥロ政

権をベネズエラの政府と認識して活動を継続している。 

これは、日本についても同様。 

 

実務的にもマドゥロ政権との関係を絶っているのは米

国、コロンビア、ブラジル、ボリビア（左派候補アルセ

新大統領の就任で方針は変わる予定）くらいだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
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経 済                        

「アムアイ製油所で爆発」                 

 

１０月２７日 ファルコン州のアムアイ製油所（第４工

場）で爆発が起き、火災が発生した。同製油所に勤務し

ていた労働者の証言によると地面が揺れるほど大きな

爆発だったという。 

 

燃料不足が深刻化する中、マドゥロ政権は老朽化した製

油所を無理やり稼働させており、稼働と停止を繰り返し

ている。 

 

カルドン製油所では日量２万～２．５万バレルの石油製

品を精製していたという。 

 

 

（写真）ルイス・ステファネッリ議員ツイッター 

 

「スリア州商工会議所 ガス輸入を要請」         

 

液化ガスの不足が理由で国内の工業の稼働が停止する

懸念が生じている点について、前号「ベネズエラ・トゥ

デイ No.515」で紹介した。 

 

 

 

１０月２７日 現地経済系メディア「Bancaynegocios」

は、ガス不足に対応するためスリア州の企業がガスの輸

入を検討していると報じた。 

 

現在ガス生産を続けているのはアンソアテギ州の「ホ

セ・アントニオ石油コンプレックス」のみで、日量２万

バレルほどの液化ガスを生産しているという。 

 

なお、国内の工業が必要とする液化ガスの量は日量６万

バレルで２万バレルは３分の１に過ぎないという。 

 

スリア州のマラカイボ商工会議所は、政府に対して以下

の提案を行ったという。 

 

１．国内生産を維持するため、液化ガスを速やかに輸入

すること。 

 

２．液化ガスの生産を回復するためにメンテナンスの投

資、流通施設の補修、同分野の知見のある人材を雇

用すること。 

 

３．民間事業者がガス分野の投資を行うことが出来るよ

う、液化ガス分野の民間企業参入を許可すること。

参入する事業者に対して法的な安全を保障するこ

と。 

 

４．過去、緊急事態に対応するため国内に５０万バレル

の液化ガスが備蓄されていたが、現在、この備蓄在

庫は１．５万バレルまで減っており、１日分を賄う

こともできない。 

 

マラカイボ商工会議所は、「液化ガスの生産を回復する

ために必要な支援を行う用意がある。民間・国営企業が

協力することで、ベネズエラの問題を解決することが出

来る」とした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/afe6b26af6c8fa5bdcb6d0507aba8886.pdf
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「PDVSA 海上受け渡し場所の変更を提案」         

 

ロイター通信は、制裁を回避するため PDVSA がカリブ

海の「La Borracha 島」近海で原油の海上受け渡しを始

めたと報じた。 

 

船舶の移動をトレースする調査会社「Tanker Trackers」

によると１０月、PDVSA はホセターミナルで７０万バ

レルの原油を積み、「La Borracha 島」で別のタンカーに

受け渡しを行ったという。 

 

米国の制裁を回避するため、１８年１２月に試験的に

「La Borracha 島」での原油の海上受け渡しを試したこ

とがあるようだが、それ以来、同地域での受け渡しは行

われていなかったという。 

 

他に、ロイター通信が関係者から入手した情報によると、

数日前に、これまでアムアイ製油所近海で原油の受け渡

しをしていた取引先に対して、コロンビアに近い海域で

受け渡しを行うよう打診していたという。 

 

社 会                       

「マドゥロ政権 Covid-１９補助金を支給」            

 

「７＋７ Perfect 賞与」と題して、１０月２６日からマ

ドゥロ政権が「祖国カード」保有者に対して補助金を支

給している。 

 

「７＋７」とは、１週間（７日）毎に隔離と隔離緩和を

繰り返す Covid-１９感染防止措置を意味する。 

 

補助金は１０月２６日～３１日にかけて順次、支給され、

支給完了は登録されている携帯電話に通知されるとい

う。 

 

 

 

今回の補助金の支給額は BsS.２１１．２万。 

現在の並行レートでドルに換算すると約４．４ドルにな

る。 

 

現在のベネズエラの最低賃金は月額 BsS.４０万（１ド

ル以下）。もはや最低賃金よりも補助金の方が多くなっ

ており、貧困層はマドゥロ政権から受け取る補助金が生

きるうえで欠かせないツールになってしまっているの

かもしれない。 

 

以上 


