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（写真）グアイド議長ツイッター “１月２１日 英国のボリス・ジョンソン首相と面談” 

 

 

２０２０年１月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 テロリスト対策会議に出席 

～ポンペオ国務長官 マドゥロ政権を非難～」 

「野党国会 在コロンビア・ベネズエラ大使任命」 

「１月２８日 国会前に支持者を召集」 

「米国戦艦 ベネズエラの首都カラカスに接近」 

「アレアサ外相 イランでロウハニ大統領と会談」 

経 済                     

「ロカテル SENIAT から査察を受ける」 

社 会                     

「祖国カード保有者に家電製品を支給」 

２０２０年１月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 英国に移動 

～首相と会談、その後世界経済フォーラムへ～」 

「グアイド議長の事務所を捜査」 

「イスマエル・レオン議員 拘束される」 

「急進野党議員 パラ議員の議長就任を認識」 

「米国 PDVSA 所有の飛行機１５機に制裁」 

経 済                    

「米国政府 人道支援目的の取引の制裁緩和 

～有効期限は１８カ月、その後自動更新～」 

「マドゥロ政権 BioPago 返却を拒否」 
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２０２０年１月２０日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 テロリスト対策会議に出席      

  ～ポンペオ国務長官 マドゥロ政権を非難～」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.395」で紹介した通り、現

在グアイド議長はコロンビアにいる。 

 

１月２０日 グアイド議長は「第３回 閣僚級テロリス

ト対策会議」に出席した。 

 

参加国はアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、

チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、米国、エ

ルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ド

ミニカ共和国、パナマ、パラグアイ、ペルー、サンタル

シア。 

 

オブザーバーのステータスで、イスラエル、メキシコ、

ウルグアイ、ベネズエラ、国連テロ対策委員会、米州機

構テロ対策委員会、インターポール、アメリポールの関

係者が参加した。 

 

会合後、合意内容を発表。 

 

主な発表は以下の通り。 

 

１．動機がいかなるものだったとしても、世界の平和・

安全・国際情勢を不安定化する全てのテロ行為を非難す

る。同様に民主主義、人権、経済開発を不安定化させる

いかなる行為も非難する。 

 

２．テロ行為には国境が存在しないことを認識する。 

 

３．過去の歴史においてテロ行為と金融には重要な関係

がある。従って、テロリストに資金が渡らないよう対応

を取ることは政府の責務と認識する。 

４．ISIS、アルカイダ、ヒズボラ、国民解放軍（ELN）

は米州地域の脅威となっている。 

 

ポンペオ国務長官は、ベネズエラで中東のテロ組織「ヒ

ズボラ」やコロンビアのゲリラ組織「FARC」が活動し

ていると指摘。マドゥロ政権は彼らと協力関係にあると

訴えた。 

 

会合後、グアイド議長は米国のポンペオ国務長官と会談。 

米国は引き続きグアイド議長をベネズエラの暫定大統

領と認識し、民主主義の回復のためグアイド政権を支持

する。ベネズエラの自由を取り戻すため、必要な対策を

講じると表明した。 

 

 
（写真）国家通信センター（国会） 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bd8027bf0fbd9083fcaeeeb09698f018.pdf
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「野党国会 在コロンビア・ベネズエラ大使任命」         

 

１月２０日 野党派国会は、１９年１１月末に解任した

カルデロン元大使に代わる新たな在コロンビア・ベネズ

エラ大使を任命した（「ベネズエラ・トゥデイ No.377」

参照）。 

 

新たな大使はトマス・グアニパ議員（第一正義党（PJ）

所属）。 

 

 

（写真）Maduradas “トマス・グアニパ議員” 

 

グアニパ議員は、スリア州の政治家一族で、弟は２０年

の国会第１副議長に就任したファン・パブロ・グアニパ

議員。 

 

同氏はマドゥロ政権から不逮捕特権をはく奪されたわ

けではないが、コロンビアに移住していた。 

 

カルデロン大使は急進野党を支持していたため大使職

をはく奪されたと言われている。 

 

トマス・グアニパ新大使は弟が国会第１副議長であるこ

とから主要野党を支持する立場だろう。 

 

 

 

 

「１月２８日 国会前に支持者を召集」                  

 

ファン・パブロ・グアニパ議員は、国会議事堂に向かう

日を１月２８日にすると発表した。 

 

野党派国会は、１月１５日に国会への入場を試みたが、

与党を支持する武装集団「コレクティーボ」らに行く手

を阻まれ、国会に入場することが出来なかった。 

 

１月２８日も再びコレクティーボが国会前に集まる可

能性が高く、治安が悪化する懸念がある。 

 

 

（写真）ファン・パブロ・グアニパ第１副議長 

 

「米国戦艦 ベネズエラの首都カラカスに接近」         

 

軍用機の位置情報をトレースする情報メディア

「Conflicts News Worldwide」は、米国の戦艦がベネズ

エラの近海まで接近したと報じた。 

 

カラカスまで２６．５マイル（４２．６Km）のところ

まで接近した 

 

次ページに写真があるが、かなり近くまで接近したよう

に見える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d1d53acf6df3710873f43d0cf39d14d0.pdf
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この戦艦は大きいサイズではなく、４０～７５人乗りの

戦艦のようだ。 

 

 

（写真）Conflicts News Worldwide 

 

「アレアサ外相 イランでロウハニ大統領と会談」                  

 

１月２０～２１日 アレアサ外相はイランを訪問。ロウ

ハニ大統領と面談した。 

 

アレアサ外相は、ロウハニ大統領に対して 

「イランから米国の経済制裁を回避するための多くの

方法を学んだ。」 

と感謝を伝えた。 

 

原油と物品の代物取引、原油の産油国を特的出来ないよ

うにして輸出するなどの方法はイランも行っており、マ

ドゥロ政権がイランから学んだというのは事実だろう。 

 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

 

経 済                        

「ロカテル SENIAT から査察を受ける」           

 

現地メディア「Tal Cual」は、ベネズエラで全国的に見

るドラッグストア「LOCATEL」が次々に SENIAT の罰

則を受けて閉鎖していると報じた。 

 

１月２０日時点でカラカスだけでも１６の店舗が閉鎖

しているようだ。 

 

SENIAT は、LOCATEL を閉鎖させた理由については

明らかにしていない。 

なお、閉鎖と言っても一時的な懲罰措置で１０日後には

再開する予定。 

 

 

（写真）TalCual  
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社 会                        

「祖国カード保有者に家電製品を支給」           

 

マドゥロ政権は「祖国カード」を導入して３年が経過し

た記念として「祖国カード」保有者に対して、ランダム

で家電をプレゼントすると発表した。 

 

故チャベス元大統領の存命で、原油価格が高止まりして

いた当時「Mi Casa Bien Equipado（設備の整った自宅）」

という名前の社会開発プログラムがあった。 

 

同プログラムは、ランダムで国民に家電をプレゼント、

あるいは異常に安い価格で販売する社会プログラムで、

久しぶりに同プログラムを実施するということだろう。 

 

 

（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

 

 

 

 

２０２０年１月２１日（火曜）              

政 治                        

「グアイド議長 英国に移動              

 ～首相と会談、その後世界経済フォーラムへ～」        

 

１月２１日 グアイド議長はコロンビアから英国に渡

航。英国のボリス・ジョンソン首相と面談した。 

 

グアイド議長は、ジョンソン首相に対して、ベネズエラ

の自由を守るための戦いを支援してくれていることに

感謝を述べた。 

 

ジョンソン首相は、グアイド議長が引き続きベネズエラ

の暫定大統領との認識を伝え、引き続きベネズエラの友

として戦うと約束した。 

 

今後、グアイド議長はスイスへ移動。ダボスで開催され

る「世界経済フォーラム」に出席するようだ。 

急遽、演説の時間も用意されるという。 

 

また、同フォーラムではトランプ大統領とグアイド議長

が会談する可能性があると報じられている。 

 

 

（写真）国家通信センター（国会） 
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「グアイド議長の事務所を捜査」           

 

１月２１日 特殊警察部隊「SEBIN」は、カラカス・エ

ルロサル地区「Torre Zurich」にあるグアイド議長の事

務所を立ち入り捜査した。報道によると、SEBIN 捜査員

は１０名以上いたようだ。 

 

同建物にいたアンヘル・トーレス議員は、事務所の入り

口前を包囲している SEBIN 職員を撮影し、動画を投稿。 

マドゥロ政権による野党議員への抑圧行為を訴えた。 

 

 

 

（写真）アンヘル・トーレス議員の投稿動画 

 

 

「イスマエル・レオン議員 拘束される」         

 

１月２１日 大衆意志党（VP）のイスマエル・レオン議

員が SEBIN に拘束された。 

 

レオン議員の弁護士によると、現在レオン議員は

SEBIN の収容施設「Helicoide」に収容されているよう

だ。 

 

レオン議員が拘束された理由については不明。 

 

レオン議員は、拘束される前に「VIVO Play」のインタ

ビューに答え、マドゥロ政権や国家警察をテロリスト集

団と批判していた。 

 

 
（写真）VivoPlay 

“インタビューに答えるレオン議員（拘束される前）” 
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「急進野党議員 パラ議員の議長就任を認識」         

 

１月２１日 与党国会が開催された。 

 

同日の国会では急進野党に属する「国民勇猛同盟（ABP）」

に属するアレクシス・ラマサーレス議員が出席。パラ議

長が国会の正当な議長であると認識した。 

 

ただ、実際のところアレクシス・ラマサーレス議員は補

欠議員であり、正当な議員ではない。 

 

ラマサーレス議員は、AD に所属するエドガー・サンブ

ラーノ議員の第２補欠議員で、サンブラーノ議員は現役

の議員なので補欠であるラマサーレス議員は正式には

議員になっていない。 

 

ラマサール議員の離反を受けて、ABP はラマサール議

員を除名すると発表した。 

 

「米国 PDVSA 所有の飛行機１５機に制裁」         

 

米国の外国資産管理局（OFAC）は、PDVSA が所有す

る飛行機１５機に対して制裁を科した。 

 

OFAC によると、制裁対象となった飛行機は、マドゥロ

政権高官が移動時に使用していると指摘した。 

 

制裁対象となった飛行機は以下の通り。 

 

YV3360 ,: Dassault Falcon 200EX 

YV2040 ,: Dassault Falcon 900B 

YV2726 ,: Dassault Falcon 900 

YV2485 ,: Dassault Falcon 900EX 

YV2486 ,: Dassault Falcon 900EX 

YV2565 , : Bombardier Learjet 45 

YV2567 ,: Bombardier Learjet 45 

 

YV1118 ,: Bombardier Learjet 45 

YV2734 ,: Bombardier Learjet 45 

YV2716 ,: Bombardier Learjet 45 

YV2738 ,: Bombardier Learjet 45 

YV2739 ,: Bombardier Learjet 45 

YV2763 ,: Haya 1900D 

YV2762 ,: Haya 1900D 

YV2869 ,: Haya 1900D 

 

経 済                       

「米国政府 人道支援目的の取引の制裁緩和       

  ～有効期限は１８カ月、その後自動更新～」           

 

１月２１日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、一部

の国際組織に対して、人道支援を目的とした取引につい

ては例外的にベネズエラ中央銀行、マドゥロ政権との取

引を認めるライセンスを発行した。 

 

取引が許可された組織は、「アンデス開発公社（CAF）」、

「米州開発銀行（BID）」、「国際赤十字」、「米州機構」、

「世界銀行」の開発を担う組織。 

 

また、「国際通貨基金（IMF）」、「国連農業開発機関

（FAO）」、「国連人権高等弁務官事務所」、「世界医療機

関（OMS）」などもベネズエラ中央銀行との取引が許可

された。 

 

同ライセンスの有効期限は１８カ月としているが、特段

の変更が無ければ１カ月毎の自動更新になっている。 

 

「マドゥロ政権 BioPago 返却を拒否」         

 

マドゥロ政権がクリスマス前に国民にバラまいた

PETRO 建てボーナスの決済問題は未だに尾を引いて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.395」参照）。 
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マドゥロ政権が導入した「BioPago」というペトロ建て

の決済を媒介する機械で、決済を受け付けた店舗に決済

分の入金がされないトラブルが続いている。 

 

米国マイアミを拠点とするメディア「HispanoPost」は、

一部店舗は「BioPago」の返却を銀行へ申し出ているが、

銀行側が返却を拒否していると報じた。 

 

店舗関係者の訴えによると、「BioPago」の返却を拒否し

ているのは国営銀行の「ベネズエラ銀行（Banco de 

Venezuela ）」と「ビセンテナリオ銀行（ Banco 

Bicentenario）」。 

 

返却の申し出を断られた店側は 

「もし銀行が返却を受け入れないのであれば、我々はこ

の機械を使用しないだけだ。これまで通り、通常のクレ

ジットカード、デビッドカードでの決済のみ受け付ける。 

政府がお金をボリバル建てで入金するまで「BioPago」

の決済機は使用しない。」 

とコメントした。 

 

以上 

 

 


