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（写真）レオポルド・ロペス VP 党首インスタグラム “ロペス VP 党首 スペインに亡命し、家族と再会” 

 

 

２０２０年１０月２３日（金曜） 

 

政 治                     

「モラレス元大統領 ベネズエラを訪問 

～アルセ新大統領 アルマグロ事務局長非難～」 

経 済                     

「PDVSA 米国政府に税金過払いの返金要求」 

「PDVSA タンカー クラサオに寄港」 

「トリニダード・トバゴ Nabarima 危機脱出」 

「ポラール 偽物商品に警戒」 

社 会                     

「ラグアイラ州ビーチのサービス料金はドル建て」 

「モロコイビーチのボート利用料に苦情」 

20 年 10 月 24～25 日（土・日） 

 

政 治                    

「レオポルド・ロペス VP 党首 ベネズエラ脱出 

～自由闘争の勝利か、政権交代の断念か～」 

「マドゥロ政権 スペインの条約違反を指摘」 

「マドゥロ政権 国会議員選の模擬投票を実施」 

「選挙専門家 国民投票を非難」 

「リベロール内務相 電気エネルギー相に就任」 

経 済                    

「PDVSA 取引先減で原油在庫８４％増」 

「カラボボ工業地帯 ガス不足で稼働率低下」 

「ガイアナ公社 年末賞与の一部を支給」 
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２０２０年１０月２３日（金曜）             

政 治                       

「モラレス元大統領 ベネズエラを訪問         

 ～アルセ新大統領 アルマグロ事務局長非難～」       

 

１０月２３日 アルゼンチンに亡命しているボリビア

のモラレス元大統領がベネズエラを訪問したと報じら

れた。 

 

モラレス元大統領は、ベネズエラの国営航空会社

「Conviasa」の飛行機「YV3016」（米国の制裁リストに

入っている）に乗っていたようで、追跡機能を切ってベ

ネズエラに向かったという。 

 

モラレス元大統領が誰と会談し、どのような話をしたの

かは明らかになっていないが、大筋の話は１０月１８日

に行われたボリビアの大統領選でのモラレス派候補の

勝利を受けて、マドゥロ大統領と今後の対外政策につい

て意見交換を行ったと想定される。 

 

なお、ベネズエラ経由でボリビアに向かうとの報道もあ

ったが、１０月２５日にはアルゼンチンに帰国している。 

 

なお、１０月２３日 ボリビアで大統領選に勝利したル

イス・アルセ候補（モラレス政権の経済・財務相）は、

正式に大統領当選が決まった。アルセ候補が大統領に就

任するのは１１月８日になるようだ。 

 

アルセ新大統領は、１９年１０月に行われた大統領選に

ついて、票操作は存在しなかったとの認識を示し、票操

作が行われていたと断言した「米州機構（OAS）」につ

いて、ボリビアの内政問題に干渉したとして、OAS の

アルマグロ事務局長の解任を求めるとの姿勢を示した。 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA 米国政府に税金過払いの返金要求」           

 

「Bloomberg」は、PDVSA が米国政府に対して過払い

分の税金６．４億ドルを返金するよう求めたと報じた。 

 

PDVSA の米国会社「PDV Holings」は、２００５年～

２０１１年にかけて税金支払いの計算が誤っており、過

剰に税金を支払っていたと訴えているようだ。 

 

１０月２２日（木曜） 「PDV Holdings」は、ヒュース

トン連邦裁判所に対して、正しい税金計算結果とともに

返金申請を行ったという。 

 

なお、誤って計算されていた税金は、「石油燃料・環境」

に関連する税金で、PDVSA に限らず、Exxon Mobil、

ETC Sunoco Holdings、Delek US Holding など他の同

業他社にも当てはまり、各社が過払い分の返金を求めて

いるという。 

 

「PDVSA タンカー クラサオに寄港」         

 

現地メディア「El Nacional」は、１０月２１日から

PDVSA が保有するタンカー「Beauty One」がクラサオ

の「Bullenbay ターミナル」に停泊していると報じた。 

 

同タンカーが「Bullenbay ターミナル」に停泊している

理由は分かっていないという。 

 

ただし、この数カ月間「Beauty One」は製油所からカラ

カスにガソリンを供給する燃料配給ターミナル（@ミラ

ンダ州 Higuerote）でガソリン燃料を輸送する役割を担

っていたという。 
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ベネズエラ中央大学の Armand Delon 教授（石油化学専

門）は、自身のツイッターで、「Beauty One」が「Bullenbay

ターミナル」でガソリンを積み入れている可能性につい

て指摘している。 

 

また、Delon 教授によると、現在「Bullenbay ターミナ

ル」を使用している「SPS Drilling」という会社はマド

ゥロ政権と以前から関係のある会社で、同社社長は汚職

容疑で捜査対象になっていると補足した。 

 

 

（写真）Armand Delon 教授ツイッター 

 

「トリニダード・トバゴ Nabarima 危機脱出」                  

 

原油漏れが懸念されている原油貯蔵船「Nabarima」は、

スクレ州パリア沖で停泊しており、トリニダード・トバ

ゴの近くのため、同国は特に「Nabarima」の状況につい

て懸念を表明している。 

 

 

 

 

１０月２３日 トリニダード・トバゴの Franklyn Khan

エネルギー相は、ビデオカンファレンスで「Nabarima」

について、 

「原油の積み下ろしは進んでおり、状況は安定している。

現在は目に見える傾きは無く、安定している。」 

と述べた。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.514」でも紹介したが、

PDVSA のタンカー「Icaro」が海上で「Nabarima」に積

まれている原油を受け取っているようだ。 

 

「ポラール 偽物商品に警戒」         

 

１０月２２日 ベネズエラの最大手食品・生活品メーカ

ー「Polar」は、同社が生産している食品ブランド「Primor」

（米・パスタ・米のペースト等）の偽物が出回っている

と発表。偽商品は、必要な衛生承認を受けておらず危険

であると警鐘を鳴らした。 

 

また、正規品がどのような商品表示をされているかなど

を説明している。 

 

 

（写真）Tal Cual 
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社 会                        

「ラグアイラ州ビーチのサービス料金はドル建て」                  

 

「ラグアイラ州観光協会（Iatev）」のエルネスト・ガル

シア代表は、ビーチで行う各種サービス料金について州

政府と合意を結んだと発表した。 

 

ガルシア代表によると、駐車場の料金は１ドル／台。 

ビーチパラソルと椅子セットのレンタルは５ドルで、ラ

グアイラ州にある６４カ所のビーチ全てがこの料金で

統一されているという。 

 

また、ビーチの利用客から「入場料として２０ドルを取

られたとの訴えがあった」と述べ、「ビーチでは入場料

は一切徴収しておらず、入場に当たり料金を取ることは

違法」と説明した。 

 

「モロコイビーチのボート利用料に苦情」           

 

ファルコン州で最も美しいビーチとして知られるモロ

コイビーチでのボートの利用料が高すぎると報じられ

ている。 

 

モロコイの離島にボートで移動するための料金で、一番

地区の島「Cayo Muerto」までの移動料金は４０ドル、

「Cayo Sal」までの移動料金は５０ドル。 

 

ツアープランは短時間のツアープランで１８０ドル。 

長時間のプランで２５０ドル。 

１日プランで３２０ドルとなっている。 

 

日本人からすれば、観光地の特別料金という事であれば、

納得できなくもないが、最低賃金が１ドルにも満たない

ベネズエラの場合、普通は利用できない料金だ。 

 

 

 

この料金についてツイッターでは、「マドゥロ政権の汚

職関係者しか利用できない」と非難のコメントが上がっ

ている。 

 

 

 

（写真）Maduradas 

“モロコイビーチ（上）とボートの料金表（下）” 
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２０２０年１０月２４～２５日（土曜・日曜）              

政 治                       

「レオポルド・ロペス VP 党首 ベネズエラ脱出     

  ～自由闘争の勝利か、政権交代の断念か～」        

 

１０月２４日 「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロ

ペス党首がベネズエラを去り、スペインに移動したと報

じられた。 

 

ロペス VP 党首は、２０００年～０８年までチャカオ

市長を務めた人物。 

 

２００９年に「大衆意志党（VP）」を組織し、カプリ

レス元ミランダ州知事、マリア・コリナ・マチャド

VV 党首と並び最も人気のある野党リーダーの一人と

されていた。 

 

ロペス VP 党首は２０１４年に起きた学生を中心とし

た抗議行動を主導。マドゥロ政権は、国の治安を乱し

たとしてロペス VP 党首を拘束。２０１７年までラ

モ・ベルデの軍事収容所に幽閉されていた。 

 

しかし、１７年７月に反政府デモが激化する中、国民

の不満を和らげるためかマドゥロ政権はロペス VP 党

首を自宅軟禁措置に変更（「ベネズエラ・トゥデイ

No.4」参照）。 

 

その後、１９年４月に「大衆意志党（VP）」のグアイ

ド議長が呼びかけた「自由オペレーション」の際に自

宅軟禁から抜け出した（「ウィークリーレポート

No.95」）。 

 

しかし、「自由オペレーション」は失敗し、ロペス VP

党首は在ベネズエラ・スペイン大使公邸に避難。それ

以来、スペイン大使公邸で保護されていた。 

 

 

今回のロペス VP 党首のスペイン亡命について、グア

イド議長は 

「マドゥロ政権は国内をコントロールできていない。

我々の中央政府委員会はレオポルド・ロペス氏を国外

に移動させることに成功した。彼は引き続き外国でベ

ネズエラのための活動を継続する。」 

と説明。 

 

同じく、今年９月までチリ大使公邸で保護されていた

フレディ・ゲバラ議員（大衆意志党（VP）所属）は 

「ベネズエラの戦いを強固なものにするための新たな

資産を得ることが出来た。」 

と主張している。 

 

他方、これまでロペス VP 党首がスペイン大使公邸に滞

在していたのは、ロペス党首自身の意志だったと報じら

れていた。これまで、ロペス党首は「ベネズエラに平和

と民主主義を取り戻すため国内に残る」と主張していた

という。 

 

つまり、今回ベネズエラを去った理由は「ベネズエラに

平和と民主主義を取り戻すことを諦めた」と考える人も

少なくない。 

 

ロペス党首は、自身のツイッターで今回の亡命について

自身の心境を投稿。 

「この決定は簡単なものではなかった。しかし、私はど

の場所からでも戦いを続けることが出来ると確信して

いる。全てのベネズエラ人にふさわしい自由が得られる

日まで働き続ける。」 

とした。 

 

なお、ロペス党首の父親はスペインで議員を務めており、

妻のリリアン・ティントリ氏、息子・娘もスペインに移

住している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/VenezuelaToday20170710NO.4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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「マドゥロ政権 スペインの条約違反を指摘」           

 

マドゥロ政権の最高裁判所は、１４年に起きた抗議行動

を受けて、ロペス VP 党首に有罪を宣告しており、ロペ

ス党首は１３年９カ月の禁固刑を命じられている。 

 

今回のロペス VP 党首の国外脱出の報道を受けて、１０

月２４日の夜、SEBIN がスペイン大使公邸の周辺を囲

み、ロペス党首の所在を確認したという。 

 

他、事情聴取をするためロペス VP 党首の雇っている料

理人を拘束したと報じられている。 

 

１０月２５日 スペイン大使館は、同大使館の労働者が

マドゥロ政権に拘束されたとマドゥロ政権を非難して

いるが、その料理人を指しているのかは分からない。 

 

１０月２５日 マドゥロ政権のアレアサ外相は、スペイ

ン政府を非難。 

 

「ベネズエラ政府は、レオポルド・ロペス氏の国外への

逃亡について、スペイン政府によるウィーン協定違反を

非難する。同国政府は明らかにロペス氏の逃亡を手助け

した。スペイン政府はベネズエラの国内の法律と制度を

度々犯している。」 

と訴えた。 

 

マドゥロ政権側の一連の動きを見る限り、ロペス党首の

国外脱出はマドゥロ政権の認識の上ではなかったと思

われるが、米国の政治分析会社「Inter American Trends」

のアントニオ・デ・ラ・クルス氏は、 

「最近交代した（新大使に就任する予定の）在ベネズエ

ラ・スペイン代表大使（ファン・エルナンデス・トリゴ

大使）は、キューバ政府と良好な関係があり、ロペス VP

党首が危険にさらされていた可能性がある。」 

との見解を示している。 

 

「マドゥロ政権 国会議員選の模擬投票を実施」         

 

１０月２５日 １２月に予定されている国会議員選の

模擬選挙が行われた。 

 

メディアによると模擬選挙は、Covid-１９感染拡大防止

措置は全くとられておらず、ソーシャルディスタンスな

どほとんどない状況だったという。 

 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

“１０月２５日 模擬選挙の様子” 
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「選挙専門家 国民投票を非難」               

 

ベネズエラの選挙専門家エウヘニオ・マルティネス氏は、

自身のツイッターでグアイド政権が行おうとしている

国民投票に疑問を呈した。 

 

「２つの質問は中立性が無い。また、グアイド政権を支

持するグループに対してだけの質問となっている。私は

国民投票自体に反対しているわけではない。誤ったやり

方で国民投票を行うことに反対している。」 

と主張した。 

 

「Monitoreamos」の報道によると、グアイド政権が行お

うとしている国民投票の質問は以下の２点。 

 

＜質問１＞ 

あなたは、自由な大統領選および国会議員選を実現し、

簒奪者ニコラス・マドゥロの政権に終止符を打ち、ベネ

ズエラ国民を強制移住や人権侵害から救出するため、あ

らゆる国内外の圧力メカニズムを行使することを支持

しますか？ 

 

＜質問２＞ 

あなたは、独裁者ニコラス・マドゥロが呼びかけた１２

月６日（実施日が変わったとしても）のイベントについ

て、自由選挙と呼べる状況にならない限り、参加するこ

とを拒絶しますか？また、国際社会に同選挙を正当なも

のと認識しないよう求めますか？ 

 

この質問が報じられた時に筆者も指摘したが、この質問

は野党支持者のための質問であり、ベネズエラ国民を対

象とした質問になっていない（「ベネズエラ・トゥデイ

No.505」参照）。 

 

 

 

 

国民投票の結果を基にメディアを通じて外国に住む人

の認識を操ることはできるかもしれないが、ベネズエラ

国内に住む大多数の無党派層の考え（グアイド政権への

失望感と先行きに希望の見えない状況）を変えることは

できないだろう。 

 

なお、１０月２３日 世論調査会社「Datanalisis」のビ

センテ・レオン社長は、自身のツイッターで 

「ベネズエラ国民の意見を与党派（１２％）、野党派（２

３％）だけで考えるのは間違っている。ベネズエラの３

分の２（６２％）の国民はどちらにも属していない。与

党派でも野党派でもない無党派がベネズエラの国民の

大多数の意見だ。」 

と投稿している。 

 

「リベロール内務相 電気エネルギー相に就任」            

 

１０月２５日 マドゥロ政権は、ネストル・リベロール

内務司法平和相を電気エネルギー相に任命した。 

 

前任のフレディ・ブリト氏は１９年６月から同職を務め

ていた。ブリト氏は電力関連の知識を持つ技術屋だった

が、リベロール内務司法平和相は軍人で電力関連の知識

はほとんどない。 

 

また、新内務司法平和相には現在ララ州知事を務めてい

るカルメン・メレンデス氏が就任する。 

 

メレンデス知事は軍部出身で、ララ州知事になる以前は

財務相、大統領府担当相、国防相などを歴任していた。 

 

なお、観光相も交代。新たにアリ・パドロン氏が観光相

に就任。前任のフェリックス・プラセンシア氏は在中国

ベネズエラ大使に就任するという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
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これまで在中国ベネズエラ大使は長年イバン・セルパ氏

が務めていた。イバン・セルパ大使の息子はシモン・セ

ルパ氏。 

 

これまでシモン・セルパ氏は経済・財務相を務めていた

が、最近デルシー・ロドリゲス副大統領が経済・財務相

を兼務するようになった。 

 

２０年６月にマドゥロ政権のテスタフェロとして有名

なアレックス・サアブ氏がカボベルデで拘束された。 

 

米国政府がサアブ氏の所在を事前に把握していたため

逮捕につながったのだが、内部に情報提供者がいるとさ

れており、セルパ氏が情報提供者だったのではないかと

の噂が流れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」参

照）。 

 

イバン・セルパ元大使、シモン・セルパ元経済・財務相

の解任はアレックス・サアブ氏の拘束と関連があるのか

もしれない。 

 

経 済                       

「PDVSA 取引先減で原油在庫８４％増」            

 

米国政府は、PDVSA と取引を続ける外国企業に対して

圧力をかけており「ENI」「Repsol」「Reliance」などは１

０月から PDVSA との取引を更に縮小すると報じられ

ていた。 

 

「Bloomberg」は、取引先の減少を理由に、この３週間

で PDVSA の原油在庫が８４％増加したと報じた。 

 

Bloomberg によると、主要な原油輸出港であるホセ・タ

ーミナルの先週の原油輸出はゼロだったという。 

 

 

 

９月は「ENI」「Repsol」「Reliance」の３社だけで９７０

万バレルを輸入しており、PDVSA の輸出全体の約５

０％を占めていたという。 

 

原油在庫が増えれば、産油量を更に抑えなければならず、

PDVSA の置かれる状況は一段と厳しくなっている。 

 

「カラボボ工業地帯 ガス不足で稼働率低下」         

 

「カラボボ工業地帯商工会議所」は、声明を発表。 

 

工場の生産過程で必要になる液化石油ガスの不足で工

業地帯の生産が麻痺していると訴えた。 

 

ベネズエラは世界有数の液化石油ガスの埋蔵国ではあ

るが、昨今の経済混乱の影響で生産が縮小している。 

 

「カラボボ工業地帯商工会議所」は、各社工場で使用さ

れる機械を動かすためには液化石油ガスは不可欠で、工

場の稼働を維持するためガスを供給するよう政府に求

めた。 

 

「ガイアナ公社 年末賞与の一部を支給」                 

 

ボリバル州のメディア「Correo del Caroni」は、「ガイ

アナ開発公社（CVG）」の労働者、退職者に対して、本

来貰えるはずの年末賞与の一部が支払われたと報じた。 

 

「CVG」の正規職員が受け取った最高額は BsS.６００

万程度（約１２ドル）程度。非正規職員への年末賞与は

BsS.１２０万～BsS.２００万程度だという。 

 

「Sidor」、「Ferrominera」など「CVG」の関連会社の労

働者はより多くの賞与を受け取っているようで、「CVG」

労働者が不満の声をあげているという。 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf

