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（写真）グアイド議長ツイッター “１月２７日 グアイド議長、カナダのトレド首相と会談” 

 

 

２０２０年１月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 カナダでトレド首相らと会談 

～キューバによる協力を要請～」 

「逃亡した元コロンビア議員 ベネズエラで拘束」 

「野党国会 CNE 役員の任命を検討」 

経 済                     

「マドゥロ政権 米国ロビイング会社と契約 

～制裁阻止のため１，４５０万ドル支払い～」 

「PDVSA 合弁相手に株式５１％譲渡を提案？」 

社 会                     

「ペルー政府 １３１人のベネズエラ人を送還」 

２０２０年１月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「与党派国会 グアイド議長の調査委員会発足 

～新たに２名の議員？が国会に加入～」 

「野党派国会 国際訴訟基金を承認」 

「グアイド議長 ワシントン到着 

～トランプ大統領との会談実現なるか～」 

経 済                    

「Amuay、Cardon 製油所 稼働率低下に警鐘」 

社 会                     

「フロリダ企業家 ベネズエラに GOLD 開発会社 

～採掘見通しは年間１～２トン～」 
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２０２０年１月２７日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 カナダでトレド首相らと会談     

       ～キューバによる協力を要請～」       

 

１月２７日 グアイド議長はカナダを訪問。 

 

同地では、カナダ議会に出席、その後フランシスコ・フ

ィリップ外相と会談。また、ジャスティン・トレド首相

とも会談した。 

 

トレド首相は、グアイド議長がベネズエラの暫定大統領

であるとの認識を改めて明言。また、カナダ政府として、

これまで通り自由で公平な選挙、人権擁護を求めていく

と発言した。 

 

 

（写真）トレド首相ツイッターより抜粋 

 

グアイド議長は、カナダにいる支持者らを前に演説を実

施。キューバ政府も政権交代の輪に入ってほしいと訴え

た。 

 

カナダは歴史的にキューバ政府と関係が深い国でもあ

り、このような発言を行ったものと思われる。 

 

 

ただし、現在の野党は常にキューバ政府を「絶対悪」と

みなしてきたグループで、キューバ政府に対して協力を

求める発言には異論も多く出ている。 

 

米国のコサック外務次官は、この発言について反論。 

「キューバは解決の手段ではなく、ベネズエラ国民の問

題だ。彼らは障害でしかない。もしキューバがベネズエ

ラ国民を支援しようと考えているのであれば、すぐに拷

問や諜報員を引き上げるべきだ。」 

とツイッターで投稿した。 

 

グアイド議長の発言は、キューバ政府を「絶対悪」と訴

える米国政府の方針とあわなかったと思われる。 

 

「逃亡した元コロンビア議員 ベネズエラで拘束」         

 

スリア州でコロンビア議会元議員のアイダ・メルラノ氏

が拘束された。 

 

メルラノ元議員は、２０１４～１８年までコロンビアで

議員を務めていた。また、１８年９月に行われた議会議

員選挙にも出馬したが、不正を行ったとして逮捕され、

懲役１５年の有罪判決を受けていた。 

 

しかし、１９年１０月に歯医者に行くために外出し、そ

の後逃亡。行方をくらませていた。 

 

報道によると、メルラノ元議員は愛人とともにコロンビ

アの「カリ」、エクアドルなどに滞在。最終的にベネズ

エラに逃亡したという。 

 

ただ、メルラノ元議員は食料や医薬品の買い出しのため

に定期的にスリア州国境からコロンビアに移動してお

り、今回は移動中に軍人らに逮捕されたようだ。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１月２７日～１月２８日報道            No.３９９   ２０２０年１月２９日（水曜） 

3 / 7 

 

通常であれば、コロンビア政府に引き渡されることにな

るが、コロンビア政府はマドゥロ政権をベネズエラの政

府と認識していない。 

 

コロンビア政府は、グアイド政権に対してメルラノ元議

員の引き渡しを要請すると発表。 

 

グアイド議長もメルラノ元議員の引き渡しに協力する

姿勢を示しているが、拘束しているマドゥロ政権とは関

係ないところで話を進めており、無意味なやり取りに思

える。 

 

マドゥロ大統領は、メルラノ元議員の拘束について、

「SEBIN は、彼女からコロンビア政府の悪行について

多くの情報を入手した。」と述べており、政治犯的な扱

いで引き渡しを拒否する（そもそも、マドゥロ政権側と

してはコロンビア政府に引き渡しを求められてもいな

い）可能性もありそうだ。 

 

 

（写真）Miguel Dominguez 国軍特別部隊隊長 

“拘束されたメルラノ元議員” 

 

「野党国会 CNE 役員の任命を検討」                  

 

１月２７日 野党派国会は、選挙管理委員会（CNE）の

役員を任命するための手続き開始を発表した。 

 

 

第１フェーズとして、CNE 役員になる候補者の募集を

実施するようだ。 

 

条件は 

１．ベネズエラ国籍を有していること 

２．成人であること 

３．有権者登録が済んでいること 

４．身分証明書を持っていること 

５．所属団体の代表による推薦状が存在すること 

 

募集期間は１月２７日～１月３１日まで。 

 

 

従って、２月から野党派国会が CNE 役員の選定を開始

し、独自に CNE 役員を決定することになる。 

 

ただし、CNE 役員に任命された人物は、マドゥロ政権

から相当な攻撃を受けることになるだろう。 

 

２０１６年に国会が独自で最高裁判所の判事を任命し

た時は、彼らは軍部・警察らに追われ、ほとんどの人は

外国に逃亡した。 

 

とは言え、仮に外国にいる人物を CNE 役員に任命した

としても、国内での影響力は限定的だろう。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 米国ロビイング会社と契約       

 ～制裁阻止のため１，４５０万ドル支払い～」           

 

マドゥロ政権は米国政府の経済制裁を阻止するため、米

国のロビイング会社と契約を締結していたことが米国

法務局の資料から判明した。 
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ベネズエラのレイナルド・ニュネス行政監査総長は、米

国のロビイング会社「Foley ＆ Lardner LLP」と１，２

５０万ドルの契約を締結。また、「Sonoran Policy Group」

と２００万ドルの契約を締結した。 

 

ベネズエラ以外にも、ソマリア、コンゴ共和国、サウジ

アラビア内務省など米国政府と対立関係にある国の政

府とロビイング契約を結んでいたという。 

 

Stryk 代表は、トランプ大統領の選挙アドバイザーを務

めた人物で、トランプ政権のロビイストとして最も重要

な人物の一人だという。 

 

「PDVSA 合弁相手に株式５１％譲渡を提案？」                  

 

米国の金融情報サービス会社「Bloomberg」は、マドゥ

ロ政権が PDVSA の合弁相手先企業らに対して、株式の

５１％超を保有しないか提案していると報じた。 

 

「Bloomberg」によると、提案を受けているのはロシア

の「Rosneft PJSC」、スペインの「Repsol SA」、イタリ

アの「Eni SpA」の３社。 

 

合弁会社のコントロールを渡すことを条件に、PDVSA

が各合弁会社に負っている債務の再編を求めていると

いう。 

 

この提案を実現させるには合弁相手の承諾はもちろん、

ベネズエラの炭化水素法を改定する必要がある。 

 

この炭化水素法の改定には国会の承認が必要。 

スペイン政府、イタリア政府はグアイド議長を暫定大統

領と認識しており、与党派国会による法律改定を正当な

ものと認識することはできない。 

 

 

 

スペイン企業、イタリア企業が、与党派国会の改定した

炭化水素法を正当なものとみなすことは両国政府の方

針にも影響を与えることになる。 

 

また、PDVSA は生産拡大のための融資も求めているよ

うだ。 

 

社 会                        

「ペルー政府 １３１人のベネズエラ人を送還」           

 

１月２７日 ペルー政府は、ペルー国内で罪を犯し逮捕

された、あるいは過去に犯罪履歴が確認されたベネズエ

ラ人１３１名を本国に送還した。 

 

ペルーではベネズエラ人が犯罪を増加させているとい

う印象が強く、ベネズエラ人への人種差別が強くなって

いる。政府として、ベネズエラ人の犯罪取り締まりをア

ピールする必要があったとされている。 

 

ペルーのカルロス・モラン内務相は 

「今回、ベネズエラに送還する１３１名は過去に犯罪行

ったと確信している。このメカニズムはこれまでペルー

が受け入れてきた８６万人のベネズエラ人を保護する

ことにもつながる。一部の犯罪因子を取り除くことで人

種差別と闘う。」 

と説明した。 
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２０２０年１月２８日（火曜）              

政 治                       

「与党派国会 グアイド議長の調査委員会発足      

    ～新たに２名の議員？が国会に加入～」        

 

１月２８日 与党派国会は議会を行った。 

ただし、議会は与党派議員が着席するスペースには議員

が座っているものの、野党派議員の席は空席のまま。 

 

議会を実施するには議員定数の過半数の出席が必要な

ので、本来であれば開催要件を満たさないが議会を実施

したと報じられている。 

 

 

 

同日の議会では新たにエドムンド・ピエトリ氏とアマン

ダ・リナレス氏が与党派国会で議員として宣誓を行った。 

 

ただし、両名は本当の議員ではない。 

ピエトリ氏はヌエバエスパルタ州で当選した行動民主

党（AD）に所属するトビアス・ボリバル議員の第４候

補。ボリバル議員は現在も議員であり、ピエトリ氏は議

員になっていない。 

 

また、リナレス氏は「LCR」に所属するデニス・フェル

ナンデス議員の第３候補。リナレス氏もまた議員にはな

っていない。 

 

同日の与党派国会では、グアイド議長の資金について調

査を行う委員会の発足が承認された。 

 

調査委員会のメンバーは、ジェニア・メディナ議員、ウ

ィリアム・ヒル議員、アドルフォ・スペルラノ議員、ホ

セ・ブリト議員、オマール・アビラ議員、アンヘル・メ

ディナ議員、エンリケ・マルケス議員。 

 

この調査委員会のうちアンヘル・メディナ議員、エンリ

ケ・マルケス議員は、野党派国会に属する議員であり、

彼ら自身はこの委員会とは関係ないだろう。 

 

「野党派国会 国際訴訟基金を承認」           

 

１月２８日 野党派国会も議会を開催した。 

 

国会は与党派国会が使用しているため、野党派国会はカ

ラカスのロス・パロス・グランデスの公園で開催された。 

 

同日、グアイド議長が提案した「国際訴訟基金」が賛成

多数で承認された。 

 

 

同基金は外国にあるベネズエラ政府資産を保護するた

めに必要な資金をねん出する基金。 

 

この基金について、第一正義党（PJ）の議員は賛成をし

なかった。 

 

PJ に所属するアルフォンソ・マルキナ議員は、投票に入

る前に、議論が不十分であるとして７日間の投票延期を

求めていた。 
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マルキナ議員は 

「我々は基金の考えを否定しているわけではない。この

議題について、より議論を深める必要があると感じたた

め賛成を投じなかった。」 

と説明した。 

 

マルキナ議員が問題視しているのは、この訴訟を受ける

専門家の報酬の支払いに関して不明点が多い点だった

と報じられている。 

 

これまでもグアイド議長（に限らず全般的にそうだが）

の政治資金の流れに不透明な点が多く、この部分につい

て議論を提案していた。 

 

「グアイド議長 ワシントン到着               

   ～トランプ大統領との会談実現なるか～」         

 

カナダを訪問したグアイド議長の次の目的地は米国。 

 

現時点では、２月１日に米国フロリダ州で支持者を前に

演説することが決まっている。 

 

しかし、２月１日までの数日間の予定については明らか

にされていない。 

 

非公式情報ではあるが、１月２８日にグアイド議長はプ

ライベート機でワシントン DC に到着したとの情報が

流れている。 

 

飛行機にはフリオ・ボルヘス元国会議長とカルロス・ベ

ッキオ在米ベネズエラ大使も同乗していたようだ。 

 

面談相手はトランプ大統領という可能性が高まってい

る。 

 

 

 

一方で、ワシントンまで来てグアイド議長がトランプ大

統領と面談できない場合、それはネガティブな意味を持

つ。 

 

AP 通信は、グアイド議長とポンペオ国務長官は既にコ

ロンビアで面談しており、わざわざワシントンに来て再

び面談することの意義は小さいと指摘。 

 

トランプ大統領との面談を実現できない場合、米国政府

がグアイド議長を信頼していないというメッセージだ

と報じた。 

 

また、トランプ大統領とグアイド議長が面談したからと

言ってベネズエラ国民が政治的な期待を感じるかどう

かは別問題だろう。 

 

ベネズエラへの軍事介入にコミットしない限り、両氏が

並んで写真を撮ったとしてもベネズエラ国内での政権

交代への機運はいうほど高まらないのではないか。 

 

経 済                       

「Amuay、Cardon 製油所 稼働率低下に警鐘」            

 

ベネズエラの石油専門家ホセ・トーロ・ハーディー氏は、

経済系メディア「Bancaynegocios」のインタビュー受け

て、アムアイ製油所とカルドン製油所の稼働がほぼ停止

していると答えた。 

 

アムアイ製油所とカルドン製油所は、ベネズエラ国内で

主要な製油所の１つ。 

 

エネルギー情報メディア「Argus Media」も、両製油所

について、アムアイ製油所は一部再開に向けて動き始め

たが、カルドン製油所については２月末までは再開の見

通しが立たないと報じている。 
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関係筋の情報によると、アムアイ製油所の稼働は日量５

万バレルで精製能力の７．８７％しか動いていないとい

う。また、カルドン製油所については完全に稼働が止ま

っている。 

 

これらの製油所が稼働できないということは、外国から

ガソリンなど石油燃料を調達する必要が増えることを

意味するが、現金が枯渇しているマドゥロ政権に不足分

を補うだけの資金力があるかどうかは疑わしい。 

 

従って、更に燃料不足が悪化する可能性が高いとしてい

る。 

 

社 会                       

「フロリダ企業家 ベネズエラに GOLD 開発会社    

      ～採掘見通しは年間１～２トン～」           

 

米国紙「EL Nuevo Heraldo」と「Miami Heraldo」は、

米国フロリダ州ドラルに住む企業家クレメント・リカル

ド・シルバ氏がベネズエラの金鉱区に多額の投資を行い

GOLD の採掘工場を建設したと報じた。 

 

クレメント・リカルド・シルバ氏は、GOLD 開発会社

「Grupo Orizonia」の株式８０％を所有しているという。 

 

「Grupo Orizonia」が開発する金鉱区の生産見通しは８

０～１５０KG／月。別の表現では１～２トン／年の

GOLD を採掘することが出来るという。 

現在の GOLD の価格に直すと年間５，５００万ドル～

１．１億ドルに相当する。 

 

しかし、採掘した GOLD の多くはベネズエラ政府に流

れるようだ。 

 

 

 

 

ただ、米国政府はマドゥロ政権との GOLD 取引を禁止

しており、表立ってベネズエラから GOLD を購入する

のは困難。 

 

ベネズエラ政府は制裁を回避するため、犯罪組織やゲリ

ラ組織に GOLD の密売を委託し、中東やカリブ海、コ

ロンビア、米国などに流れているという。 

 

また、GOLD 取引にはベネズエラ国軍が深く関与して

おり、一定のマージンが軍関係者で共有されることにな

るようだ。 

 

以上 

 


