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（写真）シリア・フローレス大統領夫人ツイッター “米政府 フローレス夫人の麻薬取引関与を捜査” 

 

 

２０２０年５月２７日（水曜） 

 

政 治                     

「米政府 フローレス夫人の麻薬取引起訴を検討」 

「El Zabayar 元議員を麻薬取引関与で起訴」 

「レオポルド VP 党首とマドゥロ政権の合意 

～米国圧力緩和のためのロビー協力を提案？～」 

経 済                     

「英国保管 GOLD 国連管理で食料等輸入？ 

～グアイド政権 国連管理の支出を否定～」 

「CITGO マイアミ企業を汚職で訴え」 

「マドゥロ大統領 ガソリン価格改定に賛成 

～ガソリン給油はビンゴ形式？～」 

２０２０年５月２８日（木曜） 

 

政 治                    

「米政府 麻薬取締のためコロンビアに軍派遣」 

「元検事総長 カベジョ制憲議長の汚職告発」 

「Covid-１９感染確認者１３２７名、死者１１名」 

「１９年２月 Aid Live のイベント結果を公表」 

経 済                    

「イラン・タンカー３隻到着、４隻目も領海に」 

「商業施設、フードコート、映画館も部分解放」 

「INTT 自動車登録の更新作業を開始」 

社 会                     

「資材盗難でボリバル州の Movistar 通信停止」 
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２０２０年５月２７日（水曜）             

政 治                       

「米政府 フローレス夫人の麻薬取引起訴を検討」       

 

５月２７日 「ロイター通信」は、米国政府が麻薬取引

への関与と汚職を理由に、シリア・フローレス大統領夫

人を訴えることを検討していると報じた。 

 

シリア・フローレス氏は、マドゥロ大統領の妻であり、

弁護士。０６年～１１年まで国会議長を務めた人物。 

０２年に起きたクーデターの際、故チャベス元大統領が

拘束をされた際に故チャベス元大統領の解放のために

弁護を務めたことでも知られている。 

 

同時に麻薬取引の元締めの一人として認識されており、

フローレス夫人の甥は１５年に麻薬取引の現行犯で経

由地のハイチで米国麻薬捜査局（DEA）に拘束され、米

国で有罪判決を受けている。 

 

一説では、マドゥロ大統領よりも政権内の権限が強いの

ではないかと噂されている。 

 

なお、フローレス夫人は既に米国の制裁を受けている。

今回、米国がフローレス夫人に追加でどのような措置を

講じようとしているのかははっきりしていないが、マド

ゥロ政権のネガティブイメージを強化し、ベネズエラへ

の制裁強化を正当化することが狙いだろう。 

 

フローレス夫人の麻薬取引関与をサポートする情報は、

Yazenky Lamas 氏が提供するようだ。 

 

Lamas 氏はフローレス夫人のボディーガードを務めて

いた人物で、麻薬取引ではパイロットの役割を務めてい

た人物。 

 

 

２０１６年に麻薬取引の関与を理由にコロンビアで逮

捕され、１７年に米国に引き渡された。 

 

Lamas 氏は司法取引を求めており、フローレス夫人と麻

薬取引の関与の証明に協力しているという。 

 

「El Zabayar 元議員を麻薬取引関与で起訴」         

 

５月２７日 米国検察庁は、与党「ベネズエラ社会主義

統一党（PSUV）」の Adel El Zabayar 元議員を麻薬取引

の関与とテロリスト支援、武器所持を理由に訴えた（公

式発表文）。 

 

米国検察庁によると、Zabayar 元議員は「太陽カルテル」

の支援の下でコカインの密輸に関与。FARC やヒズボラ、

Hamas などテロ組織の活動を支援したという。 

 

訴えを提示した Geoffrey Berman 検事は、El Zabayar 元

議員について「太陽カルテル」（ディオスダード・カベ

ジョ制憲議長）の指示を受けて、米国を攻撃するためヒ

ズボラや FARCの工作員をリクルートしていたという。 

 

なお、グアイド議長は El Zabayar 元議員が「Gedeon オ

ペレーション」の資金提供者だと指摘しているが、現時

点では裏付けの証拠は出ていない。 

 

 

（写真）Maduradas 

“米国で訴えを受けた Adel El Zabayar 元議員” 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-member-venezuelan-national-assembly-charged-narco-terrorism-drug-trafficking-and
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「レオポルド VP 党首とマドゥロ政権の合意       

 ～米国圧力緩和のためのロビー協力を提案？～」                  

 

１７年３月に交わした CITGO と David Rivera 米元議

員の契約について追加の情報が報じられた。 

 

「CITGO」の持ち株会社「PDV USA」は David Rivera

元議員の所有する会社「Interamerican Consulting」と１

７年３月に契約を締結した。 

 

同契約は、米国がベネズエラ政府・PDVSA（CITGO）

に対してかけていた圧力を緩和するためのロビー活動

を行うという内容。 

 

契約金は５，０００万ドルで３～４月にかけて着手金と

して「CITGO」は「Interamerican Consulting」に１，

５００万ドルを支払った（詳細は「ベネズエラ・トゥデ

イ No.446」参照）。 

 

しかし、成果物はレポート５枚の簡易なもので、制裁圧

力は収まらず、むしろ１７年 8 月にはベネズエラに初め

て金融制裁が科されるに至った。 

 

これによりマドゥロ政権の金融取引は著しく阻害され、

デフォルトを余儀なくされた。また、同制裁はマドゥロ

政権との債務再編の合意も禁止しているため、債務再編

が出来なくなっている。また、債務再編が完了しないこ

とは、新規融資を得ることが極めて困難であることも意

味している。 

 

「PDV USA」は、「Interamerican Consulting」が契約に

定められた内容を履行しなかったとして訴えを起こし

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.445」参照）。 

 

なお、「CITGO」は契約金５，０００万ドルとの差額３，

５００万ドルは支払っていない。 

 

この訴えに対して、David Rivera 元議員は 

「１，５００万ドルは、米国政府の認識の下で、１７年

に起きた反政府デモの活動費などに全額充てられ、自身

は一切着服していない。」 

と反論していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.446」参照）。 

 

米国紙「El Nuevo Heraldo」は、本件を知る人物からの

情報として、Rivera 元議員の話が全て真実かどうかは定

かではないが、少なくとも一部は事実と報じた。 

 

同紙によると、今回の一件は以下のような経緯があった

という。 

 

１７年当時、トランプ政権下でマドゥロ政権への圧力が

強まる中、デルシー・ロドリゲス副大統領（１７年当時

は外相を務めていた）は、外交的な解決手段を模索して

いたという。 

 

そんな時に、１４年から軍事刑務所に収容されていた大

衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首から圧力緩和

に協力する代わりに、自身の自宅軟禁措置への移行のオ

ファーを受け、マドゥロ政権がそれに合意したという。 

 

そして、トランプ政権下でベネズエラ問題をリードし、

マドゥロ政権への制裁強化を強く求めていたマルコ・ル

ビオ下院議員の古くからの友人で下院議員の David 

Rivera 元議員（両者がフロリダ州議員だった当時、二人

は同じ部屋に住んでいた）に協力を仰ぐことになり、

「CITGO」を介して、契約を締結したというのが今回

の経緯だったようだ。 

 

なお、Rivera 元議員はルビオ議員と同じキューバ系移民。

関係者の話では、ルビオ議員と毎日のようにメールのや

り取りをしていたという。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
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マドゥロ政権は、トランプ政権に対話による解決を求め

るための特使として、「Globovision」のラウル・ゴリン

氏（現在は制裁対象者だが、１７年当時は制裁対象では

なかった）を派遣。 

 

ゴリン氏と Rivera 元議員がロビー活動を行っていたと

いう。当時、ゴリン氏が米国のペンス副大統領と面談し

ている写真も残っている。 

 

そして、米国の圧力もあり１７年７月にレオポルド・ロ

ペス党首は刑務所から釈放され、自宅軟禁に切り替わっ

た。しかし、制裁圧力は止まらず翌８月２５日には金融

制裁が科されるに至ったという。 

 

その後、１７年１１月に当時「CITGO」役員を務めて

いた６名がマドゥロ政権に逮捕され、現在も拘束されて

いる。 

 

１７年１１月当時、６名が拘束された際には「Frontier 

Group」「Apolo Global」と締結した契約が CITGO にと

って不利な内容で CITGO を脅威にさらしたことが逮

捕理由と説明していたが、本件も理由だったと報じてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.62」参照）。 

 

なお、同契約の資金の流れについて１５００万ドルを受

け取った「Interamerican Consulting」は、１７年末に

「Yacht Management,LLC」という会社に資金の一部を

送金していたという。この「Yacht Management,LLC」

はゴリン氏に関係がある会社のようだ。 

 

今の報道が事実であれば、１，５００万ドルが１７年に

起きた反政府デモに使用されたかどうかは定かではな

いが、本契約とレオポルド・ロペス党首には関係がある

ということになる。 

 

 

 

 

経 済                        

「英国保管 GOLD 国連管理で食料等輸入？       

  ～グアイド政権 国連管理の支出を否定～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.450」で、英国銀行に

保管されている GOLD の凍結を解除するため、マドゥ

ロ政権が審議を行うとの記事を紹介した。 

 

本件について、５月２７日 「ロイター通信」は、カリ

スト・オルテガ中央銀行総裁からの情報として、 

「ベネズエラ中央銀行と国連国家開発計画（UNDP）は、

英国で凍結されている GOLD について、UNDP 管理の

下で、食料や医薬品を購入することで合意した」 

と報じた。 

 

しかし、翌２８日 グアイド政権側はロイター通信の報

道を否定。 

 

「英国政府は、グアイド政権を正当な政府と認識してお

り、英国銀行は同行に保管している GOLD の凍結を解

除する意思は無い。」 

と主張した。 

 

双方の意見が食い違っているように見えるが、オルテガ

中銀総裁は「ベネズエラ中銀と UNDP が合意した」と

述べており、英国銀行との合意については言及していな

い。 

 

つまり、国連と中銀の間では UNDP 経由での食料・医

薬品購入の合意が取れているが、英国銀行が GOLD の

凍結解除に合意していないということだろう。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/160ce3193c7816a937c11a40f2a7dbf0.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月２７日～５月２８日報道            No.４５１   ２０２０年５月２９日（金曜） 

5 / 8 

 

「CITGO マイアミ企業を汚職で訴え」           

 

５月２６日 グアイド政権側の「CITGO」はマイアミ

の「Petroleum Logistics Service Corp」および同社代表

のホセ・マニュエル・ゴンサレス社長を提訴した。 

 

「CITGO」の訴えによると、「Petroleum Logistics 

Service Corp」は CITGO 役員に対して宝石、プライベ

ート機、アパートなどを提供。 

 

これらの見返りに、不当に高い価格で「Petroleum 

Logistics Service Corp」に対して契約を発注していたと

いう。同社との取引額は１４～１８年にかけて２，００

０万ドルになるという。 

 

「マドゥロ大統領 ガソリン価格改定に賛成       

      ～ガソリン給油はビンゴ形式？～」         

 

５月２７日 マドゥロ大統領はイランから輸入したガ

ソリンと今後のガソリン価格について言及した。 

 

「外国から輸入したガソリンはドルで支払っている。多

くの人がこのガソリン代金は適切に受け取らないとい

けないと提案している。私もこの提案に同意する。 

 

現在、特別委員会を設置し、どの程度の価格が適正なの

かを精査しているところだ。」 

と述べた。 

 

また、新たなガソリン供給のシステムについてポルトゥ

ゲサ州のラファエル・カジェ知事が変わった説明してい

る。 

 

カジェ知事の説明によると、新ガソリン供給システムは

「ビンゴ形式」だという。ただし、実際はビンゴとも違

うようだ。 

 

ポルトゥゲサ州では Araure、Paez、Giarena でガソリン

を供給する予定。 

 

ガソリンを給油できる車は、ナンバープレートの末尾の

数字で決まり、その末尾の数字に対応したガソリンスタ

ンドでなければ給油できない仕組みにようだ。 

 

ナンバープレートの末尾の番号と対応するガソリンス

タンドの情報は、毎週月曜、水曜、金曜の午前７時に公

表される（恐らく、その日の朝に発表しないと、前日の

夜から給油待ちの行列が出来るためだろう）。 

 

月曜は、ナンバープレートの末尾の数字が１，２，３の

車が対象。水曜は、４，５，６の車が対象。金曜は、７，

８，９，０の車が対象となり、以下のようにガソリンス

タンド（E/S）と番号が表示される仕組みになっている。 

 

 

 

（写真）ラファエル・カジェ知事ツイッター 
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なお、給油できるガソリンは１台２０リットル、給油で

きる車はガソリンスタンドごとに台数制限（７５０～１

０００台程度）が設けられている。 

 

ただし、全国的にこの仕組みが採用されるのかどうかは

分からない。また、新制度は始まったばかりで上記の説

明が正しいのかも現時点では確実なことは言えない。 

 

２０２０年５月２８日（木曜）              

政 治                        

「米政府 麻薬取締のためコロンビアに軍派遣」        

 

５月２８日 米国南部総督は、麻薬取締強化のためコロ

ンビアに米国軍を派遣すると発表。詳細を説明した。 

 

米国軍のコロンビアでの活動は６月１日から始まり、数

カ月間継続するという。 

 

派遣された軍人らはコロンビア軍人らに対して指導、ア

ドバイスをすることが主な目的と説明した。 

 

コロンビア政府は、米国軍の派遣についてロジスティク

ス、情報関連サービスなどの優先分野で協力すると説明

した。 

 

５月１９日 コロンビアのカルロス・トゥルヒージョ国

防相は、コロンビア国軍に内通者がいる可能性を受けて、

組織内の調査を行うと発表していた。 

 

今回の米国軍の派遣は麻薬取り締まりの目的以外にマ

ドゥロ政権と内通している軍関係者を洗い出すことも

目的かもしれない。 

 

 

 

 

 

「元検事総長 カベジョ制憲議長の汚職告発」           

 

５月２８日 ルイサ・オルテガ元検事総長は、「EVTV 

Miami」のインタビュー番組に出演し、カベジョ制憲議

長の汚職について告発した。 

 

オルテガ元検事総長よると、カベジョ制憲議長とヘス

ス・サラサール氏（カベジョ制憲議長のテスタフェロと

して米国の制裁を受けている企業家）は、「Vidalsa ２７ 

CA」という会社を設立し、マルガリータのホテルの改

修工事として多額の契約を発注したという。 

 

なお、同工事に伴い「Vidalsa ２７ CA」は、パナマの

「Westin investment Holdings SA」という下請け業者と

６，０００万ドルの契約を締結したとしている。 

 

「Covid-１９感染確認者１３２７名、死者１１名」         

 

５月２７日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

は１，３２７名。死者数は５月２６日に１名増え、１１

名となっている。 

 

５月２４日時点での感染確認者数は１，１２１名（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.449」参照）。 

 

翌２５日に５６名増え、１，１７７名。 

２６日に３４名増え、１，２１１名。 

２７日に３４名増え、１，２４５名。 

２８日に８２名増え、１，３２７名となっている。 

 

マドゥロ大統領によると、国内での感染者は落ち着いて

いるが、外国からベネズエラに来る人で Covid-１９に

感染している人が多いとしており、２８日に感染が確認

された８２名のうち８０名は外国で Covid-１９に感染

したとしている。 
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「１９年２月 Aid Live のイベント結果を公表」         

 

１９年２月にベネズエラとコロンビアの国境の町クク

タで行われたベネズエラ支援ライブ「Aid Live」の結果

が公表された（同イベントについては「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.257」参照）。 

 

同ライブの観客数は３７．５万人。 

同イベントを通じて集まった寄付金は総額２３０万ド

ル。７．８万人が寄付を行った。 

 

ライブ開催後も緊急的に対応するべき人道問題を支援

するため「Aid Live」の運営者はコロンビアに「Aid Live 

Fundation」という団体を作り、移民の生活調査、国境

の社会問題解決にあたっているという。 

 

「Aid Live」については寄付金の不正使用を巡り問題が

報じられており、コロンビア当局、グアイド政権が調査

を行っている。 

 

なお、この問題は１９年９月頃から報じられていたが、

現在にいたるまで調査結果は公表されていない。 

 

今回の情報公開では「プライス・ウォーターハウス・ク

ーパー（PWC）」の監査を受けて会計上、不正な点は無

かったと結論付けており、これらの疑惑を解消しようと

の狙いがあったと思われる。 

 

経 済                       

「イラン・タンカー３隻到着、４隻目も領海に」            

 

５月２７日時点でガソリンを積んだイランのタンカー

３隻（船名「Fortune」「Forest」「Petunia」）はベネズエ

ラに到着している。 

 

 

 

「Fortune」はエルパリート製油所。 

「Forest」はアムアイ製油所。 

「Petunia」はエルパリート製油所に到着した。 

 

５月２８日時点で、４隻目の「Faxon」もベネズエラ領

海に入っているという。 

 

なお、米国の海上警備船、軍艦がイランのタンカーを妨

害するとの観測もあったが、米国軍はこれらのタンカー

を止める動きは全く見せていない。 

 

「商業施設、フードコート、映画館も部分解放」         

 

マドゥロ大統領は６月から外出禁止措置を緩和すると

発表している。具体的な緩和内容は５月３０日に公表さ

れる予定。 

 

「ベネズエラ・ショッピングセンター協会（Cavececo）」

のフレディ・コチョン代表は、緩和措置としてショッピ

ングセンターの再開準備を進めていると述べ、Covid-１

９感染防止と商業施設の稼働を両立させるため、自粛し

ながら運営する姿勢を示した。 

 

具体的な自粛措置として、ショッピングセンター施設に

入る人数を制限すると説明。 

 

映画館の入場可能人数、フードコート利用者についても

収容能力の５０％に制限するとしている。 

 

また、施設で働く従業員数についても通常の半分にする

とした。 

 

他、ショッピングセンター業界が直接的に抱える雇用者

数は全国で３，０００人程度だが、間接的に支えている

雇用を含めると５０～６０万人になると説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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「INTT 自動車登録の更新作業を開始」                 

 

５月２６日 「国家国土交通管理局（INTT）」は、「祖

国システム（マドゥロ政権が補助金などを支給するため

に用いている祖国カードのプラットフォーム）」を通じ

て自動車の登録更新を開始した。 

 

「祖国システム」にログインすると、「自動車登録」の

オプションが表示され、該当者は同システムで自身が所

有する自動車情報を登録するようだ。 

 

マドゥロ政権は、新たなガソリン供給システムの施行を

検討しており、祖国カードを通じてガソリン給油に割引

を適用することを検討していると噂されている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.449」参照）。 

 

今回の登録作業は同制度の施行に向けた準備かもしれ

ない。 

 

社 会                       

「資材盗難でボリバル州の Movistar 通信停止」            

 

ベネズエラでは屋外にある物資の盗難が多い。 

 

電線やケーブルなどを盗み闇市場で売るなどの副業（？）

も珍しくない。これらの盗難行為は従業員が行っている

ことも多く、以前から公共事業を遂行するにあたり問題

になっている。 

 

５月２７日 ボリバル州ラスパルマの Movistar 通信基

地で盗難が起き、同施設で電力を供給するために必要な

部品が盗まれ、Movistar を利用しているボリバル州ピア

ル市の人々が通信にアクセスできない事態になったと

いう。 

 

 

 

Movistar によると、この１８カ月の間で同社は似たよう

な盗難被害を４４０回受け、復旧のための投資額は３５

０万ドルにのぼるという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf

