
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年４月２９日～４月３０日報道             No.４３９   ２０２０年５月１日（金曜） 

1 / 9 

（写真）Con El Mazo Dando “カベジョ制憲議長「自由オペレーション」から１年経過。米国政府に勝利宣言” 

 

 

２０２０年４月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「非公式安保理会合 ベネズエラ問題を議論 

～欧州 ベネズエラへの人道支援拡充を要請～」 

「Veppex 野党国会資金の監視権を求める」 

「米国 Mahan Air のベネズエラ往来を警戒」 

経 済                     

「PDVSA 抜本的改革の提案資料流れる 

～非石油会社の分離、民間セクターへの株売却～」 

「英国保管の GOLD 国連経由で売却か」 

「ルペルティ氏 燃料１００万バレル輸送の意向」 

「PJ PDVSA２０社債の無効化提訴に反対」 

２０２０年４月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「民主バイデン候補 経済制裁を緩和方針示す」 

「自由オペレーションから１年が経過 

～マドゥロ政権幹部ら 米国に勝利宣言～」 

「伯 ５月２日にマドゥロ政権外交官は撤収」 

「SEBIN スリア州のアルカラ氏自宅を占拠」 

「Covid-１９感染確認者３３３名、死者１０名」 

経 済                    

「マドゥロ政権 イランに GOLD５億ドル売却？」 

「米国 墨政府に PDVSA 取引の捜査協力を要請」 

「産業界 価格統制・監視強化に反対」 
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２０２０年４月２９日（水曜）             

政 治                       

「非公式安保理会合 ベネズエラ問題を議論       

 ～欧州 ベネズエラへの人道支援拡充を要請～」       

 

４月２８日 国連の安全保障理事会のメンバーが非公

式にベネズエラ問題について議論した。 

 

先週４月２２日にも米国・ロシアの提案により、安全保

障理事会でベネズエラ問題が議論されたが、ロシア・米

国の意見が折り合わず、欧州メンバーの提案により４月

２８日に非公式な形で再度議論が行われることになっ

ていた。 

 

同会合にて、欧州メンバー（ドイツ、フランス、ベルギ

ー、エストニア）は、ベネズエラへの人道支援を拡充す

るよう求めた。 

 

「Covid-１９は深刻な社会・経済状況にある国に壊滅的

な被害を与えるリスクがある。リスクを回避するため、

人道支援については政治問題化しないよう求める。」 

と訴えた。 

 

ロシア政府は、ベネズエラは Covid-１９に対して他の

国よりも突出して素晴らしい対応をしていると評価。 

 

「ベネズエラ問題が悪化している原因は、極めて人工的

な理由だ。米国政府は、経済制裁を通じてベネズエラの

人道問題を悪化させており、米国と英国はマドゥロ政権

のネガティブキャンペーンをしている。」 

とマドゥロ政権を擁護した。 

 

これに対して米国の国連代表大使は 

「ワシントンはベネズエラ国民を支援している。Covid-

１９支援のためベネズエラへ追加で９００万ドルを拠

出することを決定した。 

ベネズエラ経済・社会が壊滅的な状況にある原因は不当

で汚職に満ちたマドゥロ政権に責任がある。」 

と主張した。 

 

なお、制裁に関する議論について欧州連合もマドゥロ政

権に対して制裁を科しているが、欧州の制裁はマドゥロ

政権高官を対象としており、金融制裁・経済制裁の類で

はない。 

 

安全保障理事会の欧州メンバーは、 

「欧州がマドゥロ政権へ科している制裁は、いかなる人

道支援、医療支援も妨害していない」 

と説明した。 

 

「Veppex 野党国会資金の監視権を求める」         

 

米国に移住したベネズエラ人らで構成される「ベネズエ

ラ政治迫害亡命協会（Veppex）」は、グアイド政権に対

して、市民委員会を組織し、米国に凍結されている中央

銀行の資産の使用について監視をさせるよう求めた。 

 

４月２３日 グアイド政権が米国に凍結されていた中

央銀行の口座から議員、補欠議員、アシスタントらに対

して、毎月５０００ドルの給付を行うことを承認したと

報じられた（「ベネズエラ・トゥデイNo.436」「No.437」）。 

 

国民に知らされることなく、議員らへ支払いをしようと

していたことになり、透明性を重視する野党への信頼性

が揺らぐ結果となった。 

 

この状況を受けて、Veppex が凍結口座の使用用途を監

視するため、国会以外の第三者による監視を求めている

と思われる。 

 

妥当な要求のように見えるが、個人的には Veppex の要

求が通るかどうかは懐疑的だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
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理由は Veppex が急進野党に属する団体だからだ。 

 

グアイド議長率いる主要野党とマチャド党首率いる急

進野党は同じ野党でも協力関係にはない。 

 

急進野党側のVeppexがグアイド政権側の口座の動きを

知ることになれば、グアイド政権が足元をすくわれかね

ない懸念があるためだ。 

 

「米国 Mahan Air のベネズエラ往来を警戒」                  

 

数日前からイランの航空会社「Mahan Air」が、ベネズ

エラを頻繁に往来している。 

 

往来の公式な目的は、ファルコン州パラグアナ半島にあ

るアムアイ製油施設の改修に協力するためとされてお

り、技術者、資材が送り込まれているようだ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.436」参照）。 

 

４月２９日 本件について米国のポンペオ国務長官は

遺憾の意を表明した。 

 

「ここ最近、「Mahan Air」の飛行機がマドゥロ政権に何

らかの支援をしている。この航空会社はイランのテロリ

スト会社で、中東で武器を輸送している。 

多くの国が「Mahan Air」の飛行機の離着陸を拒否して

きた。彼らの行動は阻止しなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

現在、ベネズエラは Covid-１９を理由に原則、航空機の

使用は認められていない。 

 

しかし、「国家民間航空団体（INAC）」の関係者の証言

によると、マドゥロ政権は「Mahan Air」に対して５月

１４日まで自由移動を承認しているという。 

 

 

経 済                        

「PDVSA 抜本的改革の提案資料流れる           

 ～非石油会社の分離、民間セクターへの株売却～」           

 

４月２７日 マニュエル・ケベド石油相兼 PDVSA 総裁

が解任され、アイサミ経済担当副大統領が石油相、アス

ドゥルバル・チャベス CITGO 社長が PDVSA 総裁に就

任した（「ベネズエラ・トゥデイ No.438」参照）。 

 

本件については、「ウィークリーレポート No.146」でも

触れたが、やはりマドゥロ政権は PDVSA の組織改革を

本格的に進めるとみられる。 

 

４月２９日 PDVSA の企画グループが「PDVSA 改革

委員会」に対して提示した改革資料の内容が報じられた。 

 

資料には多くの事が書かれており、本稿で全てを触れる

ことはできないが、 

「PDVSAの石油事業以外の会社を全て売却、閉鎖する」 

「PDVSAが過半数を占めている株式を民間セクターへ

売却、PDVSA を少数持ち株会社にする」 

「PDV America の株式を売却する」 

「PDVSA の欧州部門の管轄会社をロシアへ移管」 

などが書かれている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8b16cfb290cfd7b7a00d8d1739797fbe.pdf
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（写真）PDVSA 企画グループの提案資料 

“前ページの組織図が現在、本ページの組織図が改革後” 

 

「英国保管の GOLD 国連経由で売却か」         

 

４月２９日 ロイター通信は、内部関係者の情報として、

ベネズエラ中央銀行が英国で凍結されている中央銀行

の GOLD を国連経由で売却しようとしていると報じた。 

 

売却された GODL は「国連開発計画（UNDP）」に引き

渡されるスキームだという。 

 

この報道について UNDP の報道官は、 

「最近、UNDP はベネズエラ中央銀行の金融資金を使

用するためのメカニズムを模索している。この目的は緊

急的に必要な人道対策のためだ。」 

と説明。本件についてマドゥロ政権と検討をしていると

の事実を認めた。 

 

ただし、マドゥロ政権、英国銀行は本件についてのコメ

ントを拒否しており、前向きに検討しているかは不明だ

という。英国には３１トン（１６億ドル超）の GOLD

が凍結されていると報じられている。 

 

 

 

「ルペルティ氏 燃料１００万バレルを輸送の意向」                  

 

２００２年に PDVSA のストライキが起き、PDVSA の

オペレーションが麻痺し、ベネズエラ国内は深刻なガソ

リン不足に陥った。 

 

当時のガソリン不足を緩和したウィルメル・ルペルティ

氏がベネズエラへのガソリン燃料の輸送を再開してい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.437」参照）。 

 

４月２９日 米国系メディア「AP 通信」は、ルペルテ

ィ氏のインタビュー記事を投稿。 

 

ルペルティ氏は、今後もマドゥロ政権にガソリン燃料の

供給を続け、今後１００万バレルの燃料をベネズエラに

届ける意志を示した。 

 

「私の目的はビジネスではなく、人道的な目的によるも

のだ。政治問題の結果、苦しんでいるベネズエラ国民を

救う活動をしている。先日、ベネズエラにガソリンを届

けたが、数日間を保つだけの量で問題を解決するには至

らない。」 

と述べた。 

 

また、使用している口座については、Citi Ban や Bank 

of America での解決を検討したが出来なかったため、ロ

シアの「Derzhava Bank」で PDVSA と取引していると

いう。 

 

また、取引の合法性について、専門家から法的アドバイ

スを受けて制裁対象にならない取引を行っていると説

明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
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「PJ PDVSA２０社債の無効化提訴に反対」                  

 

経済専門家でグアイド政権の PDVSA 役員を担ってい

るアレハンドロ・グリサンティ氏は、グアイド政権が行

っている PDVSA２０の無効化を求める提訴について、

「第一正義党（PJ）」は反対を表明していると述べた。 

 

１９年１０月 グアイド政権は「PDVSA２０」の社債

発行にあたり、国会の承認を経ていなかったとの理由か

ら、PDVSA 社債の無効化を求め、ニューヨーク裁判所

に訴えを起こしていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.363」

参照）。 

 

「第一正義党は、会計監査総長が起こした PDVSA２０

社債の訴えを誤りだと考えている。この行動は我 （々グ

リサンティ氏は、第一正義党を「我々」と呼んでおり、

おそらく PJ の党員なのだろう）の考えと異なっている。 

 

ヘルナンデス会計監査総長の行動は、国内外のベネズエ

ラに対する信頼を損なわせている。 

 

我々が求めているのは（裁判ではなく）交渉を通じた債

権者との問題の解決だ。 

 

PDVSA２０はベネズエラ政府全体が抱える対外債務の

１％程度の金額に過ぎない。この１％の問題で政権交代

後のベネズエラ政府に対して大きな懸念を与える結果

になっている。」 

との見解を示した。 

 

なお、グリサンティ氏は経済調査会社「Ecoanalitica」の

リサーチャーであり、その前はバークレイズ銀行でベネ

ズエラ債券部門の担当リサーチャーをしていた。 

 

 

 

 

２０２０年４月３０日（木曜）              

政 治                       

「民主バイデン候補 経済制裁を緩和方針示す」        

 

２０年１１月に米国で予定されている大統領選の民主

党最有力候補のジョー・バイデン氏（オバマ政権下の副

大統領）は、自身が当選した後にキューバへの制裁を緩

和し、両国の国交回復プロセスを再開するとの方針を示

した。 

 

また、ベネズエラについては非合法な政府であるとの方

針は維持するものの、経済制裁については緩和の必要性

があるとの見解を示した。 

 

「１７年からトランプは、キューバ政府への経済制裁を

強化してきた。オバマ政権が緩和を決めたキューバへの

渡航を禁止し、両国の外交的な接近を放棄した。 

 

キューバは、我々が政治的な合意を守る場合にのみ、米

国との約束を守る。」 

との見解を示した。 

 

また、ベネズエラについては、マドゥロ政権が不当な政

権であるとの認識はトランプ政権と共通しているが、経

済制裁については後ろ向きなコメントをした。 

「根本的な問題はマドゥロにある。マドゥロ政権に制裁

を科さない理由はない。しかし、マドゥロ政権以外に対

して制裁を科すことは容認できない。」 

と述べた。 

 

世論調査会社「Datanalisis」の調査でもある通り、国民

の７割超は「経済制裁が経済を悪くしている」と認識し

ている。 

回答者を政治思想別に分けると「影響がない」「良くな

っている」と回答した人の多くは野党派で「悪くなった」

と認識したくないだけという人も多いだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
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バイデン候補が大統領に就任した場合、欧州連合がマド

ゥロ政権に科しているようなマドゥロ政権高官への個

人制裁については継続する一方で、国民生活に悪影響を

与えるような経済制裁は緩和すると理解できそうだ。 

 

トランプ大統領の報道官は、バイデン候補の発言を批判。 

 

「バイデン候補は、キューバに対するオバマ政権の誤っ

た方針を繰り返そうとしており、バイデン候補ではマド

ゥロ独裁政権を倒壊させることはできない」 

と批判した。 

 

一方、カプリレス元ミランダ州知事が大統領選に出馬し

た１２年、１３年の選挙対策グループを率いたレオポル

ド・マルティネス氏やチャカオ市の Diego Scharifker 元

市議らは、バイデン氏の方針を歓迎しているようだ。 

 

Scharifker 元市議は、自身のツイッターで、バイデン候

補の支持を表明。トランプ大統領はベネズエラ国民の民

意を代表していないと投稿した。 

 

この投稿に対して、批判のコメントもあり、賛否両論と

なっている。 

 

「自由オペレーションから１年が経過           

   ～マドゥロ幹部ら 米国に対し勝利宣言～」           

 

１９年４月３０日 グアイド議長はカラカスの空軍基

地「カルロタ空軍基地」でビデオメッセージを投稿。 

軍部に対してマドゥロ政権からの離反を呼びかけた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.285」「緊急速報」参照）。 

 

グアイド議長の呼びかけに呼応したほとんどの人は軍

人ではなく一般市民。軍部はマドゥロ政権への忠誠を維

持し、同日の「自由オペレーション」は失敗に終わった。 

 

 

マドゥロ政権幹部らは「自由オペレーション」から１年

が経過したことを記念し、米国政府への勝利宣言をし、

引き続き闘争を続ける意志を示した。 

 

主な人物は、ディオスダード・カベジョ制憲議長とパド

リーノ・ロペス国防相だろう。 

 

４月３０日早朝（グアイド議長が自由オペレーションを

開始した時刻と同じタイミングと思われる） カベジョ

制憲議長は、複数の軍関係者を引き連れてカルロタ空軍

基地の前に集合。マドゥロ大統領の生命とベネズエラ革

命を守ると宣言した。 

 

また、パドリーノ・ロペス国防相はセバジョ CoeFanb 指

令室長らと共に声明を発表。１年前のクーデターは失敗

に終わった。軍部は引き続きマドゥロ政権を支持すると

の姿勢を示した。 

 

 

 

（写真）国軍ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6abd3b2b23194c3861012c906fad57.pdf
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「伯 ５月２日にマドゥロ政権外交官は撤収」         

 

４月３０日 ブラジル政府は、マドゥロ政権に対して５

月２日までに在ブラジル・ベネズエラ大使館を明け渡す

よう要請した。 

 

４月１７日 ブラジル政府は在ベネズエラ・ブラジル大

使館の外交官を全員撤収し、ベネズエラでの外交業務を

終了させると発表。 

 

ブラジルに駐在しているベネズエラ人外交官について

も同様にベネズエラに帰国すると報じられていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.434」参照）。 

 

しかし、ブラジル政府の方針にマドゥロ政権は同意して

いないようだ。 

 

この発言を受けて、ベネズエラ外務省は声明を発表。 

 

ブラジル政府がベネズエラ政府の合意を経ることなく、

強制的にベネズエラの外交官をブラジルから追放しよ

うとしていると訴えた。 

 

また、ブラジル政府は事前にベネズエラ政府と何らかの

合意があったような趣旨の発言をしているが、そのよう

な交渉は全く行われなかったと主張した。 

 

「SEBIN スリア州のアルカラ氏自宅を占拠」         

 

４月３０日 特別警察部隊（SEBIN）およびベネズエラ

防衛軍（GNB）は、スリア州マラカイボ市にあるクリベ

ル・アルカラ氏の自宅を占拠した。 

 

３月２６日 クリベル・アルカラ氏は米国政府に麻薬取

引の元締めとして１，０００万ドルの懸賞金をかけられ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

他方、マドゥロ政権側は、アルカラ氏は米国政府・グア

イド政権と結託し、マドゥロ大統領の暗殺を計画してい

たと主張。アルカラ氏は暗殺計画の証拠を持っているた

め、証拠を隠すために、アルカラ氏を米国側で拘束しよ

うとしていると説明していた。 

 

実際にアルカラ氏はコロンビア政府当局を通じて、すぐ

に米国麻薬捜査局（DEA）に引き渡されている（詳細は

「ベネズエラ・トゥデイ No.424」「No.425」参照）。 

 

 

（写真）Karen Aranguibel 記者ツイッター 

“SEBIN、GNB に占拠されたアルカラ氏の自宅” 

 

「Covid-１９感染確認者３３３名、死者１０名」         

 

４月３０日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

数は３３３名、死者は１０名となっている。 

 

４月２８日時点での、Covid-１９感染確認数は３２９名

（「ベネズエラ・トゥデイ No.438」参照）。 

 

２９日に新たな感染確認者が２名増え、３３１名。 

３０日に更に感染者が２名増え、３３３名になった。 

死者数は変わらず１０名のまま。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf
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感染が確認された３３３名のうち１４２名は回復済み。 

８９名は国立病院に入院中。６８名は統合診察センター

に入院中。２４名は私立病院に入院中だという。 

 

「ウィークリーレポート No.144」でも紹介したがベネ

ズエラの Covid-１９感染確認者数は他国と比較して突

出して低い。 

 

４月２９日 国連のバチェレ人権高等弁務官は、ベネズ

エラの Covid-１９に関する情報について「透明性が低

い」と指摘。Covid-１９に有効に対処するため、マドゥ

ロ政権と協力する意志を示した。 

 

経 済                       

「マドゥロ政権 イランに GOLD５億ドル売却？」            

 

「Bloomberg」は、マドゥロ政権がイラン政府に石油産

業への支援を求めるため、ベネズエラ国内に保管してい

た９トンの GOLD をイランに売却したと報じた。 

 

９トンの GOLD は、金額にして５億ドルになるという。 

 

この報道を裏付けるように、４月中旬からベネズエラ中

央銀行の外貨準備は減少している。 

 

４月１３日時点のベネズエラ中央銀行の外貨準備は７

０．１億ドル（暫定値）だった。 

 

しかし、４月２９日時点で６３．３億ドルと約２週間で

６．８億ドルも減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「米国 墨政府に PDVSA 取引の捜査協力を要請」         

 

「ロイター通信」は、米国国務省がメキシコ政府に対し

てメキシコ企業と PDVSA との石油取引に関して捜査

協力を要請していると報じた。 

 

捜査対象となっている企業は「Libre Abordo」と

「Schlager Business Group」。 

 

PDVSA の原油を輸入し、原油と交換で水を運ぶタンク

と食料（とうもろこし粉など）を輸出している。 

 

この情報について「ロイター通信」が「Libre Abordo」

に直接取材を行ったところ、「ロイター通信」に対して、 

 

「政府当局の捜査に協力する。石油と食料品の交換取引

については、厳格な法的確認と専門家のアドバイスを受

けておこなっており、米国の制裁に違反していない。」 

と述べた。 

 

 

6,333

7,016

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600
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7,200

グラフ： 外貨準備の推移（20年1月1日～4月29日）

（単位：１００万ドル）

（出所）ベネズエラ中央銀行、 全て暫定値

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6741c524161fd45923387f5b52595b1b.pdf
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米国政府は食料・医薬品・衣類など「人道支援」を目的

とした取引であればマドゥロ政権との取引であっても

制裁対象外というライセンス（包括ライセンス４C）を

発行している（「ベネズエラ・トゥデイ No.433」参照）。 

 

契約締結に当たり、賄賂の受け渡しがあったなど不正取

引が存在していないのであれば、メキシコ企業と

PDVSAとの取引は米国の制裁に抵触しないように理解

できる。 

 

しかし、非公式ではあるが米国政府は「PDVSA との原

油を用いた代物取引」自体を制裁に抵触する行為と認識

するような発言をしている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.436」参照）。 

 

「産業界 価格統制・監視強化に反対」         

 

４月２７日 マドゥロ政権は、基礎食料品２７品目の統

制価格を発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.438」参

照）。 

 

マドゥロ政権による商品販売に対する介入強化は、産業

界の批判を招いている。 

 

販売・流通への直接介入を受けている大手食品メーカー

「ポラール」は、マドゥロ政権の定めた規則により商品

が発送できないと訴えている。 

 

また、４月２９日には「ポラール」のメンドーサ社長と

マドゥロ政権関係者が商品価格で合意したと思われる

ような音声が報じられたが、メンドーサ社長はこの音声

が虚偽の音声であると説明。 

 

マドゥロ政権側の検察庁に対して、この音声を作成した

人物を特定するよう求めた。 

 

 

また、価格統制を受けた「乳製品」について、 

「ベネズエラ乳製品工業会」のフィゲラ代表は、「統制

価格についてベネズエラ政府と合意をしていない。」 

と説明した。 

 

なお、基礎食料品２７品目に含まれる乳製品は 

「牛乳（液状ミルク、粉ミルク）」「マーガリン」「バタ

ー」の３品目。 

 

この３品目は、統制価格で販売すると損失がでるため、

オペレーションを継続することができなくなると訴え

た。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6851b843e5706e846cd03fdbd1f2b0b3.pdf

