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（写真）PDVSA “OPEC ６月のベネズエラ産油量 日量３５．６万バレル（先月比３５．９％減）” 

 

 

２０２０年７月１３日（月曜） 

 

政 治                     

「カボベルデ サアブ氏の身柄引き渡し承認 

～サアブ氏弁護団 裁判で時間稼ぎ～」 

「カベジョ制憲議長の軍内権力低下？」 

「スロバキア グアイド政権支持を表明」 

「元 New Mexico 州知事 ベネズエラ訪問」 

経 済                     

「カルドン製油所 ガソリン生産を再開」 

「ファルコン AP 党首 米裁判所に捜査要請 

Crystallex と元会計監査総長の関係に疑念」 

「制裁によりベネズエラ人の金融取引に障害」 

２０２０年７月１４日（火曜） 

 

政 治                    

「カラカス １５日から隔離レベル１に 

～Covid-１９感染者 １万人を突破～」 

「国連 マドゥロ政権司法の非独立性を非難」 

「トランプ大統領 

ベネズエラを引き合いにバイデン候補を非難」 

経 済                    

「OPEC ６月産油量は日量３５．６万バレル」 

社 会                     

「１９年 治安当局による殺人・拷問が増加」 

「マドゥロ政権 給付金支給開始」 
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２０２０年７月１３日（月曜）              

政 治                       

「カボベルデ サアブ氏の身柄引き渡し承認       

    ～サアブ氏弁護団 裁判で時間稼ぎ～」       

 

７月１３日 マドゥロ政権高官らの「テスタフェロ（汚

職による資産隠しに協力する人物）」として、６月１２

日にカボベルデで拘束されたアレックス・サアブ氏の身

柄引き渡し問題に動きがあった（サアブ氏の拘束に関す

る記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

サアブ氏の弁護人を務めるホセ・マニュエル・ピント氏

は EFE 通信に対して 

「カボベルデ政府がサアブ氏の米国への身柄引き渡し

を承認した。カボベルデ政府の司法相が承認することで

正式な決定になる。」 

とコメントした。 

 

翌７月１４日には、カボベルデ政府の Janine Tatiana 

Santos Lélis 司法相が引き渡し承認に署名したと報じら

れている。 

 

６月２９日 カボベルデ政府は、米国政府からのサアブ

氏の身柄引き渡し要請を正式に受領。引き渡しの承認手

続きが進んでいた。 

 

ただし、これで引き渡しプロセスに入るわけではないよ

うだ。 

 

サアブ氏の弁護団は、今回のカボベルデ政府の決定を不

服として同国の裁判所に提訴する。 

 

また、サアブ氏の拘束プロセスに問題があったとして別

のテーマでも裁判を起こしており、これらの問題が解決

するまで引き渡しが完了できないとされている。 

 

「カベジョ制憲議長の軍内権力低下？」         

 

ここ最近 マドゥロ大統領が、与党ナンバー２と言われ

るディオスダード・カベジョ制憲議長の軍内部での権力

低下を図っていると報じられている。 

 

７月初旬に発表された一連の軍部高官らの任命がきっ

かけとなっている。 

 

カベジョ制憲議長は軍部出身で、彼は１９８７年に軍人

士官学校を卒業している。 

 

この８７年卒の軍人５３名が軍部高官の職を解かれ、退

役したという。 

 

なお、これら軍部高官の人事交代が発表された後、カベ

ジョ制憲議長は Covid-１９に感染したと発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.469」参照）。治療のためメディアに

露出しなくなっている。 

 

事実のほどは定かではないが、実はカベジョ制憲議長は

Cvodi-１９に感染しておらず、政治的な圧力を受けて姿

をくらませているだけなのではないか、との憶測も流れ

ている。 

 

「スロバキア グアイド政権支持を表明」                  

 

スロバキアの Ivan Korcok 外相は、「スロバキアは、グ

アイド議長をベネズエラの大統領と認識する」と発表。 

 

ベネズエラの正当な政府はグアイド政権であるとの認

識を示した。 

 

EU は現在２７カ国が加盟している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
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これまで EU 加盟国の中でスロバキア、キプロス、イタ

リアの３カ国はグアイド政権をベネズエラの正当な政

府と認識することを拒んでいたが、スロバキアがこのス

タンスを転換した。 

 

従って、EU 加盟国でグアイド政権を正当な政府と認識

していない国はイタリアとキプロスの２カ国のみとな

っている。 

 

「元 New Mexico 州知事 ベネズエラ訪問」         

 

米国人記者 Joshua Goodman 氏は、０３年～１１年まで

米国 New Mexico 州の知事を務めた Bill Richardson 氏

（民主党所属）がベネズエラを訪問すると報じた。 

 

Goodman 氏によると、Richardson 氏のベネズエラ訪問

は米国政府の使者としての訪問ではなく、マドゥロ政権

に対して米国人の解放を求めるためとしている。 

 

Bill Richardson 氏自身は、ベネズエラへの訪問日や誰の

使者としてベネズエラを訪問するのかなど詳細は発表

していない。 

 

マドゥロ政権は、今年５月の「Gedeón オペレーション」

に参加した米国人 Luke Deman 氏と Airan Berry 氏を拘

束している。 

 

また、１７年１１月から元 CITGO 役員の米国人６名

（Tomeu Vadell 氏、Gustavo Cárdenas 氏、Jorge Toledo

氏、 Alirio José Zambrano 氏、José Luis Zambrano 氏、

José Ángel Pereira 氏）も拘束している。 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「カルドン製油所 ガソリン生産を再開」           

 

ロイター通信は、カルドン製油所がガソリン生産を再開

したと報じた。 

 

７月６日 カルドン製油所で火災が発生。 

製油所の稼働が停止していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.468」参照）。 

 

PDVSA 労働組合のイバン・フレイテス氏によると、日

量３万バレルが生産されているという。 

 

なお、カルドン製油所の精製能力は日量３１万バレルな

ので、稼働率は１０％以下ということになる。 

 

また、現在 PDVSA は日量６万バレルのガソリンを全国

に供給しているという。 

 

５月時点では日量３万バレルだったため５月当時より

も供給量が増えているようだ。 

 

「ファルコン AP 党首 米裁判所に捜査要請            

  Crystallex と元会計監査総長の関係に疑念」                  

 

穏健野党のリーダー格の１人、「発展進歩党（AP）」のヘ

ンリー・ファルコン党首は、米国デラウエア州裁判所に

対して、グアイド政権の会計監査総長を務めていたホ

セ・イグナシオ・エルナンデス氏と Crystallex との関係

を調べるよう求めた（エルナンデス元会計監査総長につ

いては「ベネズエラ・トゥデイ No.460」参照）。 

 

イグナシオ元会計監査総長は、「Crystallex」による

「 CITGO 」 資 産 の 差 し 押 さ え 訴 訟 を 巡 り 、 過 去

Crystallex 側の弁護を務めていた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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しかし、グアイド政権の会計監査総長に就任したことで

「CITGO」の資産を守る立場になり、「Crystallex」と敵

対することとなった。 

 

しかし、水面下で米国と結託し、CITGO 資産を引き渡

そうとしているとの疑念も報じられている。 

 

ファルコン党首は「マドゥロ政権とグアイド政権が政治

的な利害で対立することでベネズエラは海外に持つ最

も重要な資産を失うことになる」と警鐘を鳴らしている。 

 

 

（写真）ファルコン AP 党首ツイッター 

 

「制裁によりベネズエラ人の金融取引に障害」         

 

現地メディア「Descifrado」は、米国に口座を持つ多く

のベネズエラ人が銀行のコンプライアンス規定で送金

障害を受けていると報じた。 

 

ベネズエラ国内でビジネスをしているベネズエラ人カ

ルロス・ファリアス氏は１，０００ドルを知人に送金し

ようとしたが、「Citi Bank」は送金を許可しなかったと

いう。 

 

 

ファリアス氏は、５年前からベネズエラに住んでいるが、

それ以前の１０年間は米国に住んでいたという。 

 

他、カルメン・エルナンデス氏は１３年前から「Bank of 

America（以下、BoA）」に口座を持っていたが、デジタ

ル通貨「Zella」のシステムエラーにより入金が反映され

なかったという。 

 

エルナンデス氏は「BoA」へ問い合わせを行ったが、自

分がベネズエラ人であることを理由に解決に多くの身

分確認と時間を要したと訴えた。 

 

２０２０年７月１４日（火曜）              

政 治                        

「カラカス １５日から隔離レベル１に         

    ～Covid-１９感染者 １万人を突破～」        

 

７月１２日 マドゥロ政権は Covid-１９隔離緩和プラ

ン「７＋７」を修正。 

 

７月１３日から地域の感染状況に応じて３つのレベル

に分けて隔離措置を行っている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.470」参照）。 

 

７月１３日の時点で首都カラカスおよびミランダ州は

レベル２で一部業種については営業が可能となってい

た。 

 

しかし、１４日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、カ

ラカス、ミランダ州についても隔離レベルが最も高いレ

ベル１に引き上げると発表した。 

 

なお、１４日には新たに３０３名の Covid-１９感染が

確認され、これまでにベネズエラで確認された感染者数

は１０，０１０名と１万人を突破した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aeff7844d9cc8b5dcb74594f82fc5b6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aeff7844d9cc8b5dcb74594f82fc5b6.pdf
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また、Covid-１９を原因とする死者数は３名増加し、こ

れまでに９６名が死亡。致死率は１％弱となっている。 

 

「国連 マドゥロ政権司法の非独立性を非難」           

 

７月１４日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、ベネズ

エラに関する報告書を公表。ベネズエラ司法の独立性の

問題を指摘した。 

 

報告書の主な内容は以下の通り。 

 

１．司法上層部による判事への圧力 

 

最高裁判事は、地方裁判所など下部裁判所の判事に判決

を指示している。関係者へのインタビューで入手した情

報によると、判事は判決を下す前に最高裁の判断を仰い

でいるという。 

 

２．司法緊急令による判事の解任 

 

１９９９年の憲法改定時、制憲議会は「司法緊急令」と

いう政令を発行し、制憲議会に対して適切なプロセスを

経ることなく判事を解任する権限を与えた。 

 

現在の制憲議会も過去に成立した「司法緊急令」を用い

て恣意的な判事の解任を行っている。 

 

３．現在の最高裁判事は適切に選ばれていない 

 

最高裁判事の任命には国会の承認が必要となる。 

また、最高裁判事の任期は１２年と長い。 

 

１５年１２月、国会議員選で大敗を喫した政府は、野党

多数派の国会の任期中（１６年１月～２１年１月）に任

期が満了する最高裁判事１３名を辞任させ、１５年１２

月中に新たな判事を任命した。 

 

１３名の判事の任命プロセスは適切なものではなく、問

題がある。 

 

（政府の強引な最高裁判事の任命に反対した野党多数

派の国会は、独自に１３名の最高裁判事を任命した。 

 

しかし、マドゥロ政権は野党側が任命した判事を拘束す

るなど圧力をかけ、多くの判事は外国に亡命した。 

 

この時に外国に亡命した最高裁判事の一部が亡命最高

裁として米国で活動を継続している） 

 

４．判事の給料が安い 

 

国連が入手した情報によると、判事の給料は約３０ドル

程度だという。報告書では、判事の給料が安いことが汚

職のインセンティブになっていると指摘している。 

 

「トランプ大統領                   

 ベネズエラを引き合いにバイデン候補を非難」         

 

７月１４日 トランプ大統領は民主党が政権を取った

場合、米国はベネズエラのようになると警鐘を鳴らした。 

 

「２０年前、ベネズエラは世界で最も裕福な国の１つだ

った。エネルギー資源のある素晴らしい国だ。 

 

しかし、今ベネズエラは水も電気も医療品も何もない。

これこそが社会主義的なイデオロギーが機能しないこ

とを証明している。このイデオロギーが拡散するのを留

めなければいけない。 

 

もし、私がこの場にいなければ米国は混乱に陥っていた

だろう。ペロシ、バーニー、ジョー達はこの流れを止め

る力を持っていない。しかし、我々はその力を持ってい

る。」と主張した。 
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「ウィークリーレポート No.157」でも触れたが、トラ

ンプ大統領のフロリダ州での選挙戦略としてベネズエ

ラ問題は重要な位置づけにある。 

 

民主党が政権を取れば、米国はベネズエラのようになる

とのイメージ戦略を進めているようだ。 

 

 

（写真）TVV Venezuela 

 

経 済                       

「OPEC ６月産油量は日量３５．６万バレル」            

 

７月１４日 OPEC は、７月の「Monthly Oil Market 

Report」を公表した。 

 

同資料によると、２０年６月のベネズエラの平均産油量

は、先月比３５．９％減（１９．９万バレル減）の日量

３５．６万バレル（第三者専門家によるセカンダリーソ

ース）だった。 

 

ベネズエラ石油省が OPEC に報告しているダイレクト

ソースの平均産油量も大きく減少。 

 

先月から日量１８万バレル減少し、日量３９．３万バレ

ルだったとしている。 

 

PDVSA の産油量は下降傾向にある。 

 

これまで PDVSA の非効率な運営、汚職体質、メンテナ

ンス不足などを主な理由に産油量が減少していたが、こ

こ２、３年については米国の制裁によるところが大きい。 

 

１９年１月に米国政府は PDVSA を制裁リストに追加。

２０年には外国の企業に対しても制裁適用を示唆し

PDVSA と取引をしないよう働きかけている。 

 

米国からの制裁により PDVSA は売り先を失い、施設の

貯蔵容量は限界に達している。 

売り先が確保できないため生産を抑えているのがここ

最近の急激な産油量減少の主な原因とされている。 

 

グラフ：OPEC 加盟国産油量（セカンダリーソース） 

 

グラフ：OPEC 加盟国産油量（ダイレクトソース） 

 

（写真）OPEC 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d816c1e60f65b51dde8e2658f8a1ea1.pdf
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社 会                       

「１９年 治安当局による殺人・拷問が増加」            

 

非政府団体「Provea」は、軍部・警察など治安当局によ

る人権侵害に関する報告書を発表。 

 

１９年にベネズエラ治安当局が行った殺人・拷問が前年

と比べて大幅に増加したと訴えた。 

 

「Provea」が確認した治安当局による拷問は５７４件。

１８年は１０８件だったため５倍以上増えたことにな

る。また、拷問を原因とする死亡は２３件だったとして

いる。 

 

拷問による死亡の一例としてラファエル・アコスタ大将

の死亡を挙げている。「Provea」によると、軍部の警察

部隊「DGCIM」による拷問でアコスタ大将が死亡した

としている。 

 

また、「Provea」が１９年中に確認した殺人事件２，１

０２件のうち、１，０４５件は「警察・軍部による介入」

が原因としている。 

 

組織別では 

「特別機動部隊（FAES）」による殺人が４３２件 

「犯罪科学捜査班（CICPC）」による殺人が２０２件 

「国家防衛軍」による殺人が８６件 

「陸軍」による殺人が９件 

「DGCIM」による殺人が５件。 

その他、州・市警察による殺人が２４３件としている。 

 

 

 

 

 

 

 

「マドゥロ政権 給付金支給開始」            

 

マドゥロ政権は、７月１４日～１８日にかけて「祖国カ

ード」の保有者を対象に給付金を支給すると発表した。 

 

給付制度の名称は「Cuidar y Cuidarse（他者に気を配り、

自分も気を付ける）」。 

 

給付金額は BsS.９０万。 

現在の為替レートが１ドル BsS.２３万前後なので、ド

ルで換算すると約４ドルということになる。 

 

 

（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

以上 

 

 


