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（写真）大統領府 “ロドリゲス副大統領 Covid-１９感染拡大を受け、２９日の週も隔離措置を継続すると発表” 

 

 

２０２０年６月２６日（金曜） 

 

政 治                     

「エルナンデス元会計監査総長インタビュー 

～PDVSA２０社債を巡る汚職について示唆～」 

「レンドン氏 グアイド議長に辞任求められた」 

「アイサミ石油相指揮によるイラン軍を組織？」 

「CNE 国会議員選にむけ常設委員会を組織 

～来週中にも選挙日を公表する見通し～」 

経 済                     

「印 Reliance PDVSA からの原油購入を停止」 

「Crystallex CITGO 株の段階的な競売を提案」 

「Torino 移民対策費の不足率は８５％」 

2020 年 6 月 27～28 日（土・日） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染拡大 隔離措置を延長 

～感染確認者数５２９７名、死者４４名～」 

「WSJ  Gedeón作戦はロペス VP 党首が計画 

～ロドリゲス情報通信相 スペインを非難～」 

「英国 GOLD 以外に５０億ドルの資金凍結？」 

経 済                    

「PDVSA ガソリンスタンド事業者へ撤退命令」 

「PGA グループ ６３％は企業活動縮小を検討」 

社 会                     

「カラカスに２つの屋外映画館が誕生」 
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２０２０年６月２６日（金曜）             

政 治                       

「エルナンデス元会計監査総長インタビュー       

 ～PDVSA２０社債を巡る汚職について示唆～」       

 

６月２６日 グアイド政権側の会計監査総長からの辞

任を表明したイグナシオ・エルナンデス氏は、「La Gran 

Aldea」のインタビューに対応。 

 

自身が辞任を表明した背景について意見を述べた（同氏

の辞任表明については「ベネズエラ・トゥデイ No.460」

参照）。 

 

エルナンデス氏曰く、自身はグアイド政権の「会計監査

総長」という役職を受け入れたことは無かったという。 

 

「実際のところ、私はこの役職を受け入れたことは無か

った。 

 

移行政権の過程で、いくつかの案件をコントロールする

必要から「会計監査総長」という役職が作られたと認識

している。そして私がその役職にあてがわれた。 

 

この役職を暫く続けた結果、ベネズエラの問題と解決手

段についてより深く理解することが出来た。 

 

会計監査総長という仕事は政治的に重要な役割を担っ

ている。政治的にもっと支援を得る必要があったが、残

念ながらそれらの支援を得ることが出来なかった。」 

と述べた。 

 

また、辞任を表明する直前にデルシー・ロドリゲス副大

統領が公表した国会議員とエルナンデス氏との会話に

ついて、エルナンデス氏は音声の流出経路を明らかにす

るよう求めると述べた（流出した音声については「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.460」参照）。 

また、PDVSA が２０１６年に発行した２０年満期の

PDVSA 社債について多くの利害が絡んでいると指摘。 

野党を含む汚職が存在することを示唆した。 

 

「マドゥロはパブロ・エスコバール（コロンビア麻薬グ

ループの元トップ）のように振舞っている。マドゥロは、

私の自宅を捜査し、私の弁護士を脅すなどした。 

 

また、私は会計監査総長としてマドゥロ政権と対峙する

だけではなかった。政治家の中の経済利害とも戦わなけ

ればならなかった、 

 

（PDVSA２０社債の）発行経緯についてベネズエラ国

民は詳細を知る権利がある。あの社債の発行はベネズエ

ラに存在する汚職を象徴している。」 

と発言。 

 

エルナンデス氏はPDVSA２０社債発行に関する詳細を

記す書籍を出版する可能性も示唆している。 

 

以前から多くの野党政治家・その親族・テスタフェロ（資

産隠しに協力する人物）が PDVSA２０社債を保有して

いる（あるいは、していた）との噂が存在する。 

 

１９年１月にグアイド政権が CITGO をコントロール

するようになったことで、PDVSA２０の元利を支払う

責任がマドゥロ政権からグアイド政権側に移った。 

 

PDVSA２０には CITGO の株式５０．１％が担保に設

定されており、PDVSA２０の支払いをしないと、債権

者が CITGO 株式５０．１％を売却し、投資を回収する

ことになる。 

 

グアイド政権が CITGO のコントロールを維持するた

めにはPDVSA２０の元利を支払い続ける必要があった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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言い換えると、野党は PDVSA２０の元利支払い可否を

決める権限をもったことになる。 

 

この状況を受けて、支払いの履行が決まれば野党関係者

が PDVSA２０を購入。支払いをしないこと判明した段

階で事前に PDVSA２０を売却することが出来た。 

 

債権者の売買履歴を明らかにすると、インサイダー取引

の実態が明らかになるとされている。 

 

「レンドン氏 グアイド政権に辞任求められた」         

 

２０年５月に起きた「Gedeón オペレーション」の責任

を取り辞任を表明したファン・ホセ・レンドン氏は、コ

ロンビア系メディア「El Tiempo」のインタビューに対

応。 

 

自身の辞任はグアイド政権から求められたと説明した。 

 

「私は「Gedeón オペレーション」が理由で辞任したの

ではない。 

 

マドゥロ政権を武力で倒壊させる手段も考慮に入れる

べきだというのが私のスタンスだ。このスタンスはグア

イド政権内部の不興を買うこととなった。 

 

そして、グアイド政権を支持するベネズエラの政治家か

ら辞任を求められた。」 

と説明した。 

 

他方、「Gedeón オペレーション」について、自身は関与

していないと主張。マドゥロ政権による自作自演だと訴

えた。 

 

「「Gedeón オペレーション」はマドゥロ政権が資金を

出して実行したものだ。彼ら自身が言っている。 

 

拘束され、刑務所に入れられている囚人は協力者の匂い

がする。我々はジョーダン・ゴドレウ氏など彼らのグル

ープとのコンタクトを絶った。」 

と述べた。 

 

「アイサミ石油相指揮によるイラン軍を組織？」                    

 

エルナン・ルーゴ・ガリシア記者は、軍部からの情報と

してイラン革命軍がマドゥロ政権を守るための組織を

作り始めたと報じた。 

 

また、軍部、キューバ政府もこれらの動きを容認したと

補足した。 

 

ルーゴ記者によると、この組織はタレク・エル・アイサ

ミ石油相（経済担当副大統領兼務）が指揮を執っている

という。 

 

他、ルーゴ記者は軍部関係者の情報として、軍の兵士は

携帯電話の使用を禁止されているという。 

 

理由はイラン、キューバ、中国、ロシア人の写真を撮ら

せないため。 

 

軍の兵士はロッカーに携帯電話を置いて業務に出る必

要があり、定期的に携帯電話を持っていないかどうか身

体チェックをされるという。 

 

「CNE 国会議員選にむけ常設委員会を組織      

   ～来週中にも選挙日を公表する見通し～」         

 

６月２６日 「選挙管理委員会（CNE）」は、国会議員

選を実施するための常設委員会を組織すると発表した。 

 

同委員会を通じて選挙に関する提案を受け入れるとい

う。 
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また、６月２９日に常設委員会の会合を実施。 

国会議員選に出馬意志のある政党の代表と会合を行う

としている。 

 

内部関係者の情報によると、CNE の主要な検討事項は

投票の方法だという。 

 

Covid-１９が拡大する最中、投票会場に多くの人が集中

するような仕組みの選挙は難しい。また、国会議員選は

１２月に行われる見込みが高いが１２月に Covid-１９

が収まっているのかも不明だ。 

 

仮に隔離措置が続いていた場合、投票を呼び掛けること

が難しく投票率も低くなることが予想される。投票率が

低ければ国会議員選を認めない政府が増える懸念もあ

るという。 

 

また、現地メディア「El Pitazo」が内部関係者から得た

情報によると、CNE は６月３０日～７月２日の間（つ

まり今週中）に国会議員選の実施日を発表するつもりの

ようだ。 

 

選挙は１２月の日曜日に実施されるのが一般的。 

従って、可能性が高いのは１２月６日、１３日、２０日

になる。 

 

ただし、２０日はクリスマスシーズンに入り、選挙の参

加率が下がるので、１２月６日か１３日が有力候補日に

なる。 

 

経 済                        

「印 Reliance PDVSA からの原油購入を停止」           

 

「Bloomberg」は、インドの石油事業者「Reliance」が

制裁の二次被害を懸念し、ベネズエラからの原油購入を

停止したと報じた。 

 

「Reliance」は、PDVSA にとって最も重要な顧客の１

つ。同社だけで PDVSA の原油輸出の２５％程度を占め

ていたとされており、「Reliance」が原油購入を停止する

意味は大きい。 

 

また、インドで PDVSA から原油を購入していたもう１

つの石油事業者「Nayara Energy」も３月からベネズエ

ラ産原油を購入していないという。 

 

「Crystallex CITGO 株の段階的な競売を提案」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、「Crystallex」

（正式には「Crystallex」の訴訟権利を購入した「Tenor 

Capital Managment」）がデラウエア州裁判所に対して、

競売の具体的な手段を提案したと報じた。 

 

「Crystallex」の提案は、ベネズエラ政府が賠償金の支払

いを順守するようになるまで、CITGO の株式を５％ず

つ競売にかけるというもの。 

 

また、「Conoco Phillips」もデラウエア州裁判所に対し

て接収賠償金の未払いを理由に CITGO 資産の差し押

さえを求めている。 

 

他、本稿「エルナンデス元会計監査総長インタビュー」

で紹介した通り、PDVSA２０社債には CITGO 株式５

０．１％が担保に設定されている。 

 

PDVSA２０債権者グループは、法的に自身のグループ

が優先的に CITGO 株式を差し押さえる権利があると

主張しており、訴訟グループの準備を進めている。 

 

現在、OFAC のライセンスによりベネズエラ政府資産に

触れることが禁止されているが、７月２２日で同措置は

満了する。延長する可能性は高いが、延長されなければ

債権者が本格的に動き出すことになるだろう。 
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「Torino 移民対策費の不足率は８５％」                     

 

米国の投資調査会社「Torino Economics」は、ベネズエ

ラ移民の対策費についてレポートを公表した。 

 

「Torino Economics」の分析によると、２０１５年から

現在にかけてベネズエラの政治経済危機を理由に約５

１０万人のベネズエラ人が国外に移住したという。 

 

これらの移民をアテンドするために必要な予算は１４．

１億ドルだが、これまでに支出されたのは２億ドル。 

 

また、Covid-１９対策基金として７７３．６万ドルが用

意されているのみで、必要な額の１５％しか満たすこと

が出来ていない（つまり、不足率８５％）とした。 

 

各国の詳細は以下の通り。 
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２０２０年６月２７～２８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染拡大 隔離措置を延長         

   ～感染確認者数５２９７名、死者４４名～」        

 

６月２８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、新たに

１６７名の COVID－１９感染を確認したと発表。 

これでベネズエラの Covid-１９感染確認者数は５，２

９７名となる。 

 

また、Covid-１９感染を理由とした死者が新たに２名増

え、これまでで合計４４名になったと発表した。 

 

ここ数週間、ベネズエラでは毎日１００名規模で感染確

認者が増加している。 

 

特に６月２７日は１日で３５１名の Covid-１９感染を

確認。これまでで最も多くの感染が確認された。 

 

６月２７日 この状況を受けて、デルシー・ロドリゲス

副大統領は、Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」の変

更を発表。 

 

本来であれば６月２９日から一部の店舗の営業が再開

する予定だったが、感染拡大が深刻な首都カラカスおよ

び１１州（ミランダ州、アラグア州、カラボボ州、スリ

ア州、タチラ州、アプレ州、ボリバル州、ララ州、トゥ

ルヒージョ州、メリダ州、スクレ州）については、引き

続き隔離措置を延長すると発表した。 

 

なお、州によって、一部地域のみ隔離措置の延長から除

外された地域もある（例えば、ミランダ州のバルロベン

トについては隔離措置延長の適用対象外となっている）。 

 

 

 

 

「WSJ Gedeon 作戦はロペス VP 党首が計画      

  ～ロドリゲス情報通信相 スペインを非難～」           

 

６月２６日 米国紙「Wall Street Journal」は、「大衆意

志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首が５月に起きた

「Gedeón オペレーション」計画の重要責任者だと報じ

た。 

 

米国紙「Wall Street Journal」が内部関係者から得た情報

によると、ロペス党首は他の野党政党に相談することな

く、計画を進めていたという。 

 

関係者は 

「１９年、複数の野党の政治リーダーおよび外交官らが

マドゥロ政権と交渉を行っていた。 

 

その際、レオポルド・ロペス党首は、他の野党政党に相

談することなく、いくつかのセキュリティ会社を探し、

マドゥロ政権を武力で倒壊する手段を探っていた。」 

と述べたという。 

 

また、WSJ は、ロペス党首がクリベル・アルカラ元軍人

（３月に米国政府が麻薬取引の主犯格として懸賞金を

かけ、コロンビアで拘束された人物）と接触を図り、武

力によるマドゥロ政権倒壊を計画していたと報じた（ア

ルカラ氏の拘束については「カントリーリスク・レポー

ト No.144」参照）。 

 

ロペス党首関係者は、ボゴタで複数回にわたりアルカラ

氏のグループと接触し、計画実行のため２００～７００

万ドルの資金をねん出する手段を探っていたという。 

 

この報道について、ロペスVP党首はツイッターで反論。 

「独裁者が嘘をつくことで民主的な政党を迫害しよう

としている。」と投稿した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e8e1304511100f40261aaddad0185891.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e8e1304511100f40261aaddad0185891.pdf
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この報道の翌６月２７日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信

相は WSJ の記事について言及。 

 

「ロペス氏は１９年２月からスペイン大使公邸にかく

まわれている。ヘスス・シルバ在ベネズエラ・スペイン

大使が今回のロペス氏の計画を認識していなかったと

は考えにくい。 

 

スペイン政府は、ロペス氏がマドゥロ大統領暗殺計画を

企てることをほう助した」 

と非難した。 

 

また、ロドリゲス情報通信相は、 

「コロンビアに潜伏していた亡命軍人グループを資金

的に支援していた企業家に関する証拠を来週公表する」 

と述べた。 

 

「英国 GOLD 以外に５０億ドルの資金凍結？」         

 

グアイド議長はマドゥロ政権が汚職で漏出させた資金

をベネズエラに戻すと主張。 

 

１，５００億ドルを回収できる可能性があるとした。 

ただし、現在回収が見込めるマドゥロ政権の資金はスペ

インの「CaixaBank」、「Sabadell」、「Cajamar」に凍結さ

れている２，８００万ドルだという。 

 

なお、英国でグアイド政権側のベネズエラ代表大使を務

めている Vanessa Neumann 氏は、英国銀行に保管され

ている GOLD 以外に、英国だけで５０億ドルの資金が

凍結されていると述べた。 

 

現在、英国では外貨準備の GOLD の所有権を巡りマド

ゥロ政権とグアイド政権が争っているが、勝者は

GOLD 以外に５０億ドルの裁量権も得ることになるの

かもしれない。 

 

経 済                       

「PDVSA ガソリンスタンド事業者へ撤退命令」            

 

PDVSAがカラカスにある複数のガソリンスタンド事業

者に対して、契約を一方的に破棄すると通知。 

当該事業者に対して、７２時間以内にガソリンスタンド

から撤退するよう命じた。 

 

理由は、ガソリンスタンドが２４時間営業を守らなかっ

たためと報じられている。 

 

６月８日 軍部「地域統合戦略防衛区（ZODI）」は、カ

ラカスのガソリンスタンドを２４時間営業にすると発

表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.456」参照）。 

 

 

（写真）El Nacional 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
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「PGA グループ ６３％は企業活動縮小を検討」         

 

ベネズエラの人材コンサル会社「PGA グループ」は、

ベネズエラ企業を対象に Covid-１９が各社に与える影

響についてのアンケート調査を実施。 

 

回答企業の６７％は「Covid-１９が企業経営に甚大な影

響を与えている」と回答した。特に中小企業については

７６％が甚大な影響を受けていると回答したという。 

 

また、回答企業の６３％は、少なくとも１２月までは企

業活動の縮小を検討。 

 

ヘッドハント需要も減少しており、５３％の回答者は

「ヘッドハントのために提示する給料は１５～５０％

ほど減少する」と回答したという。 

 

社 会                       

「カラカスに屋外映画館出来る」              

 

Covid-１９感染拡大が続く中、屋内映画館は引き続き開

場が許可されていない。 

 

この状況を受け、映画館運営会社「Cinex」は、カラカ

スで２つの屋外映画館の運営を開始すると発表。 

 

 

 

１つは、バルータ市「タマナコ国際ホテル」の屋外スペ

ース。もう１つは、スクレ市「メトロポリタン大学」の

貸しスペース。 

 

両方とも７月３日から運営を開始するという。 

 

なお、１台に乗車できるのは４名まで。マスクの着用義

務あり。車の外に出ることはできない。 

 

６月２９日～３０日に事前にチケットが購入できると

しているが、現時点では予約サイトが公開されておらず、

価格は不明。 

 

以上 

 


