
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年９月２３日～９月２４日報道            No.５０２   ２０２０年９月２５日（金曜） 

1 / 7 

（写真）グアイド議長ツイッター “外交的な手段での政権交代の試みが最終段階に来ているとの見解示す” 

 

 

２０２０年９月２３日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 国連でビデオ演説 

～制裁で３００億ドル凍結、食料基金求める～」 

「グアイド議長 国連加盟国に向けて演説 

～“保護する責任”を提唱～」 

「PJ ペトロカリベ汚職の国会調査を要請」 

経 済                     

「PDVSA イランに原油２００万バレルを販売」 

社 会                     

「検察庁で火災発生 原因は不明」 

「ヤラクイ州 公共サービスへの不満で抗議行動」 

２０２０年９月２４日（木曜） 

 

政 治                    

「EU ベネズエラにミッション団派遣 

～国会議員選の延期を模索～」 

「モラレス元大統領 ベネズエラ絡みの汚職関与」 

経 済                    

「PDVSA 主要顧客 １０月から取引縮小」 

「米国 キューバへのガソリン輸出阻止策を検討」 

「BID ベネズエラ再生には２５３億ドル必要」 

社 会                     

「米国企業 PDVSA への賄賂支払いで有罪」 

「闇市場ガソリン ２～５ドル／Ｌで販売」 
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２０２０年９月２３日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 国連でビデオ演説          

 ～制裁で３００億ドル凍結、食料基金求める～」       

 

９月２２日～２６日にかけて第７５回国連総会が開催

されている。 

 

９月２３日 マドゥロ大統領は国連総会にビデオ出演

し、一般討論演説を実施。 

 

経済制裁により欧米にあるベネズエラ政府の口座・資産

が凍結され、その被害は３００億ドルを越えると訴えた。 

 

「米国は、敵対的で一方的な間違った政策を続け、世界

のリーダーとはほど遠い対応をしてきた。 

 

ベネズエラは欧米にある３００億ドル以上の資金を凍

結されている。 

 

また、米国は我が国政府と商取引をする企業を迫害し、

食料・医薬品・燃料・ガソリン精製に必要な希釈剤など

の輸入を妨げている。 

 

ベネズエラは米国の犯罪的な妨害行為に対応するため

の準備を進めてきた。 

 

これは祖国・米州・国民の平和を勝ち取るための戦争だ。

我々は歴史上最も凶暴な帝国覇権主義と対峙する重要

な役割を担っている。」 

と主張した。 

 

また、昨今ではコロンビア、ペルー、チリ、ブラジルか

ら多くのベネズエラ人が帰国していると主張。 

 

 

ベネズエラに戻る理由は様々だが主な理由は経済苦境

で、欧米政府はベネズエラ移民のために多額の支援金を

拠出しているが、その資金は実際のところベネズエラ移

民には向けられていないと主張。 

 

また、コロンビア、ペルー、チリ、ブラジルなど周辺国

は政府の対策の失敗により Covid-１９が蔓延しており、

ベネズエラに帰国するベネズエラ人が感染を持ち込む

一因になっていると主張。各国政府に Covid-１９に対

する適切な対応を求めた。 

 

他、国連に対して「国家公共購入基金システム」の発足

を提案。 

 

米国の経済制裁により阻害されている食料品・医薬品な

どの購入を可能にする仕組みを作るよう求めた。 

 

「グアイド議長 国連加盟国に向けて演説          

         ～“保護する責任”を提唱～」         

 

上記の通り、国連としてはマドゥロ政権をベネズエラ政

府と認識している。他方、世界約６０カ国はグアイド政

権をベネズエラ政府と認識しており、ベネズエラ政府に

対する認識は国により異なる。 

 

グアイド議長は自身のツイッターで、国連にグアイド政

権の外交官を派遣すると発表。７５回国連総会には複数

のグアイド政権関係者が参加していると思われる。 

 

また、グアイド議長はビデオ演説を投稿。 

 

国連加盟国に対して、マドゥロ政権を倒壊するため、こ

れまで以上の国際社会による介入を求めた。 
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「ここ数年の間、世界各国が外交的な予防措置を取って

きた。しかし、この試みは最終段階にまで来ている。 

 

国連が公表した人権侵害報告書で書かれている通り、違

憲なマドゥロ政府は人権侵害を行い、ベネズエラ国民を

苦しめている。 

 

ベネズエラの正当な政府として、全ての国の代表者に対

して、全ての外交的な試みが失敗した時の戦略について

検討するよう求める。今こそ検討するにふさわしい時期

に来ている。 

 

また、国連事務局長に対してもベネズエラの自国主権を

取り戻し、ベネズエラ国民を保護するため各国政府に働

きかけるよう要請する。２０１８年、あなた（グティエ

レス国連事務局長）は、「保護する責任」について言及

した。ベネズエラは「保護する責任」が必要な段階に来

ている。」 

と主張した。 

 

「保護する責任（Ｒ2Ｐ）」とは、自国民の保護という国

家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす

意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護

を受けるはずの人々について「保護する責任」を負うと

いう概念。 

 

R２Ｐの基本理念として 

・国家主権は人々を保護する責任を伴う。 

・国家が保護する責任を果たせない場合は国際社会が

その責任を務める。 

・国際社会の保護する責任は不干渉原則に優先する。 

という３つの理念がある。 

 

グアイド議長は「外交的な試みが最終段階にある」との

認識を示し、各国に一層の介入を求めた。これは軍事介

入を求めていると理解して差し支えないだろう。 

 

 

また、「最終段階」を越える一線とは１２月の国会議員

選と理解するのが自然だろう。 

 

「１２月にマドゥロ政権が国会議員選を強行実施する

のであれば、グアイド政権は外交的な試みが終わったと

認識するので、各国は外交以外の手段（軍事介入の可能

性）について検討してほしい」 

と主張しているように理解できる。 

 

とは言え、実際のところ、各国は Covid-１９の問題を抱

えており、自国の対策で手一杯の感は否めない。 

米国政府関係者もベネズエラへの軍事介入については

積極的ではない発言をしており、外国政府が軍事介入す

る意志があるのかは不明だ。 

 

また、グアイド政権を構成する主要野党のグループが外

国の軍事介入を受け入れることで合意しているとも考

えにくい。 

 

昨今、グアイド政権は急進野党からの風当たりが強い。

彼らの風当たりを弱めるために、このようなポーズをし

た可能性もあるだろう。 

 

「PJ ペトロカリベ汚職の国会調査を要請」                  

 

「第一正義党（PJ）」は、国会に対してグアイド政権に

よるペトロカリベの債権回収をめぐる汚職を捜査する

よう求めた。 

 

ペトロカリベの債権回収をめぐる汚職については「ウィ

ークリーレポート No.166」で詳細を説明している。 

 

この訴えは、「Gedeon オペレーション」に参加した米国

軍事会社「Silver Corp USA」とグアイド政権が締結した

契約書を公開したパトリシア・ポレオ記者が暴露した汚

職の訴え。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664bbcdb9c4b3c8ee9428cdf5e0c6dc1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/664bbcdb9c4b3c8ee9428cdf5e0c6dc1.pdf
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当初、この訴えに対してグアイド政権および主要メディ

アは沈黙を貫いていたが、マドゥロ政権の検察庁が調査

を開始すると発表。野党国会としても本件を無視できな

くなったと思われる。 

 

主要野党の中でも、カプリレス元ミランダ州知事が所属

する「第一正義党（PJ）」の一部グループはグアイド政

権とあまり関係が良くない印象がある。 

 

「Gedeon オペレーション」とグアイド政権との契約の

一件でも PJ は国会にグアイド政権の調査を求めていた。 

ただし、結局、「Gedeon オペレーション」に関する国会

の調査は実施されておらず形だけの要請なのかもしれ

ない。 

 

経 済                        

「PDVSA イランに原油２００万バレルを販売」           

 

ロイター通信は、PDVSA がイランの石油公社「NIOC」

にベネズエラの重質油（Merey１６）、２００万バレルを

輸出すると報じた。 

 

今月、イラン籍のタンカー「Honey」がアンソアテギ州

のホセ・ターミナルに到着し、希釈用に使用するイラン

の軽質油を運んだという。 

 

この「Honey」がベネズエラの重質油を運ぶようだ。 

 

なお、同タンカーは「National Iranian Tanker Company

（NITC）」がオペレーションをしており、ベネズエラへ

の運航中は全行程で衛星の追跡機能を停止していたと

いう。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「検察庁で火災発生 原因は不明」           

 

９月２３日 カラカスの検察庁本庁で火災が発生した。 

 

消防隊が駆けつけ鎮火された。 

火災は内部で発生しており、原因は不明だという。 

また、死者・負傷者などの情報は現時点では発表されて

いない。 

 

 

（写真）Maduradas “火事が起きた検察庁本庁前” 

 

「ヤラクイ州 公共サービスへの不満で抗議行動」                  

 

ここ数日、ヤラクイ州で抗議行動が続いている。 

 

抗議の理由は、電気・ガス・水道・ガソリンなど公共サ

ービスへの不満。 

 

映像を見る限り、抗議行動の規模は比較的大きく、治安

維持部隊は催涙弾で応酬。死者は報じられていないが、

混乱が大きくなりそうな雰囲気がある。 

 

Covid-１９の問題が起きてからベネズエラでは抗議行

動が下火になっているが、仮に死者が出た場合は抗議行

動がカラカスに広がる可能性も否定できない。 
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（写真）Julio Gutierrez 記者 

“抗議行動で治安部隊と衝突するヤラクイ州市民” 

 

２０２０年９月２４日（木曜）              

政 治                        

「EU ベネズエラにミッション団派遣         

        ～国会議員選の延期を模索～」        

 

９月２４日 スペイン系メディア「ABC」は、欧州連合

の外交政策委員会がカラカスにミッション団を派遣し

たと報じた。 

 

「ABC」がスペインおよびベルギー政府関係者から入手

した情報によると、ミッション団の目的は１２月６日に

予定されている国会議員選の延期の可能性を模索する

ことで、国会議員選の実施を６カ月間遅らせることで欧

州連合は監視団を派遣する意志を示すという。 

 

 

 

 

９月１７日 欧州連合率いる「コンタクトグループ」は

国会議員選の実施日を遅らせるなど種々の条件を要請

（「ベネズエラ・トゥデイ No.499」参照）。 

 

マドゥロ政権がこれらの要請を受け入れれば国会議員

選の監視団として監視団を派遣する意志があると発表

した。 

 

ただし、この求めに対して、マドゥロ大統領は即日拒絶

する意向を示していた。 

 

「モラレス元大統領 ベネズエラ絡みの汚職関与」           

 

ボリビアの Yerko Núñez 内務相は、エボ・モラレス元

大統領が任期中にベネズエラ政府から送られた資金１，

６００万ドルを不正に使用していたと発表した。 

 

Núñez 内務相によると、在ラパス・ベネズエラ大使館

（ボリビアのベネズエラ大使館）から、ボリビアの企業

「ATB」に対して１，６００万ドルの支払いがあった。 

 

そして、ATB は１，６００万ドルを用いて報道会社を

購入。この報道会社を通じてモラレス政権に対してポジ

ティブなニュースを流し、逆に敵勢力（現在のボリビア

政府）のネガティブキャンペーンをしていたという。 

 

経 済                       

「PDVSA 主要顧客 １０月から取引縮小」            

 

以前から米国政府は、１０月を最後に「Repsol」「Eni」

「Reliance」らに対して PDVSA との取引を停止するよ

う求めていると報じられている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.487」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ac8c6fc71f88fe7894cc0918339434.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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最近では上記、３社に加えてタイの「Tipco Asphalt」の

取引停止も求めていると報じられている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.498」参照）。 

 

ロイター通信は「Repsol」関係者からの情報として、

「Repsol」が制裁規則を守るため１０月から PDVSA へ

タンカーを送らないと報じた。 

 

また、「Eni」も現在送っているタンカーを最後に１０月

以降はしばらく新たなタンカーを送らないという。 

 

「Reliance」は一時、PDVSA との取引を停止したが、

米国政府の許可を得て７月から PDVSA との取引を再

開した。しかし、１１月から再び取引を停止するという。 

 

他、「Tipco Asphalt」は１０月末まで PDVSA との取引

予定が決まっているが、１１月からは制裁圧力の高まり

を受けて取引量を減らす議論があると報じられている。 

 

「米国 キューバへのガソリン輸出阻止策を検討」         

 

米国国務省の Carrie Filipetti 秘書次官は、米国政府はキ

ューバ向けの燃料輸出を規制する手段を検討している

と述べた。 

 

Filipetti 秘書次官は、 

「マドゥロ政権はベネズエラがガソリン不足の状況で

も、操り人形の指揮者にガソリンを送り続けている。」 

と説明。 

 

「ベネズエラが燃料不足にある中で、キューバにガソリ

ンを継続することは容認できない。米国政府はキューバ

向けのガソリン輸出を止めるため必要な対策を検討し

ている。」 

と述べた。 

 

 

「BID ベネズエラ再生には２５３億ドル必要」         

 

「米州開発銀行（BID）」の経済アナリスト Emmanuel 

Abuelafia 氏と José Luis Saboin 氏は、「ベネズエラの未

来に向けて（Una Mirada a future para Venezuela）」と

いうレポートを公表。 

 

同レポートでは、ベネズエラ経済崩壊の主要な理由は与

党政権の政権運営に責任があると指摘。 

 

政権交代後、経済危機下にあるベネズエラを救うために

１年～５年の間に２５３億５，４００万ドルの投資が必

要になるとした。 

 

必要な対策について、食料、医療など複数の分野に分け

て説明。 

 

食料分野について、１年目は２８億ドル、２年目は２９．

５億ドル（２年目に必要とされる投資額全体の５０％

超）、３年目は２２．５億ドルが必要になるとした。 

 

医療分野について、１年目は１９億２，５００万ドルが

必要と指摘。2 年目以降も同額の経費が必要になるとし

た。なお、この経費には Covid-１９の対策費は含まれて

おらず、Covid-１９対策費として別途１．７億ドルが必

要としている。 

 

公共サービスでは電力分野への投資として、５年間で７

１億ドル。１年目は最低でも２億１，７００万ドルが必

要になるとした。 

 

他、水分野では４年間で３８億ドルが必要としている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
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社 会                       

「米国企業 PDVSA への賄賂支払いで有罪」            

 

米国フロリダ州のアスファルト企業「Sargent Marina 

Inc.」が南米（ブラジル、エクアドル、ブラジル）での

公共契約を受注するため政府関係者に賄賂を支払った

ことを認め、罰金として１，６６０万ドルを支払うこと

で合意した。 

 

ブルックリン連邦裁判所の判決によると、「Sargent 

Marina Inc.」は２０１０年～１８年にかけて石油会社の

公共入札を落札するため公職者に賄賂を支払い合計で

３，８００万ドルの利益をあげたという。 

 

なお、ブラジル、エクアドル、ベネズエラは２０１０年

～１８年の間、左派政党が政権を握っていた。 

 

PDVSA 側で賄賂を受け取ったのは当時販売担当部長を

務めていた Daniel Comoretto 氏。ブルックリン裁判所

によると、Comoretto 氏は契約締結の見返りに２２万９，

０００ドルを受け取ったという。 

 

なお、Comoretto 氏は米国で逮捕されており、現在裁判

を受けている。 

 

「闇市場ガソリン ２～５ドル／Ｌで販売」         

 

現在、ガソリンを積んだイランのタンカーがベネズエラ

に向かっているが到着は９月末～１０月初旬とされる。 

 

また、５月と同じであればガソリン到着後もガソリンス

タンドにガソリンが供給されるようになるまで１週間

ほどの時間がかかる。 

 

 

 

 

また、国内の製油所でのガソリンの精製量も増えている

ので１０月中旬にはガソリン不足感がやや緩和すると

思われるが、少なくとも現時点では深刻なガソリン不足

にある。 

 

「第一正義党（PJ）」によると、現在全国の９０％のガ

ソリンスタンドは閉鎖しているという。また、ガソリン

を給油するために何時間も行列に並ぶ必要がある。 

 

行列に並ぶのを避けるためには路上で販売しているガ

ソリンを購入する必要があるが、現在の販売価格は１リ

ットル当たり２～５ドルで、平均としては３ドル程度だ

という。 

 

なお、政府の補助金付きのガソリンの価格は１リットル

当たり５，０００ボリバル（約１．２セント）。 

補助金なしでも１リットル当たり０．５ドル。 

 

仮にガソリンスタンドで補助金付きのガソリン、２０リ

ットルを給油し、闇市場にて１リットル３ドルで転売す

れば約６０ドルの利益が出来る。 

 

現在の最低賃金は、BsS４０万。 

実質、月額１ドルなので、６０ドルは大金と言えるだろ

う。 

 

以上 

 

 


