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（写真）タレク・ウィリアム・サアブ検事総長 “特別機動部隊 FAES の職権乱用を非難” 

 

 

２０２０年１１月１６日（月曜） 

 

政 治                     

「サアブ検事総長 特別機動部隊 FAES を非難 

～国際刑事裁判所 CPI での会合が理由か～」 

「在グアテマラ・ベネズエラ大使館を閉鎖」 

「ペルー大統領交代 対ベネズエラ方針は？」 

「国会議員選 投票所付近にレッドゾーン設けず」 

経 済                     

「中央銀行 国内銀行によるドル決済・融資検討」 

「トルコ航空 カラカス－イスタンブール再開」 

社 会                     

「フンボルトホテルのデイツアー料金」 

２０２０年１１月１７日（火曜） 

 

政 治                    

「ロペス VP 党首 与党との対話を肯定 

～必要であれば Podemos と会合する～」 

「スペイン商務官 ベネズエラに到着」 

「亜フェルナンデス大統領 バイデン政権に期待」 

経 済                    

「米国 米石油事業者のライセンスを延長」 

「経済妨害対策法でロシア資本流入」 

「２０２０年の外国仕送りは１５．５億ドル」 

社 会                     

「ベネズエラ・プロ野球リーグ 近日中に再開」 
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２０２０年１１月１６日（月曜）             

政 治                       

「サアブ検事総長 特別機動部隊 FAES を非難       

  ～国際刑事裁判所 CPI での会合が理由か～」       

 

１１月１６日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

国営報道局「VTV」のインタビュー番組に出演。 

ベネズエラ国家警察の「特別機動部隊（FAES）」を非難

した。 

 

今回の発表に先立ち、FAES の職員２名がスリア州マラ

カイボの農場で作物を奪おうとして、スリア州警察と衝

突したと報じられていた。 

 

サアブ検事総長は、 

「私は FAES による職権乱用を許容しない。我々のもと

に FAES 職員が関連した訴えが２件届いている。 

現在の FAES がどうなっているのか理解できない。 

FAES の職員は８００～１，０００名程度だ。 

１，０００名の人間で３，５００万人いるベネズエラに

平和をもたらすことはできない。 

 

スリア州マラカイボにある Americo Ledezma 農園で

FAES 職員の不正行為の訴えを受けている。既に映像も

入手しており、彼らは捉えられることになる。同農園の

車は放火され、農園主は FAES 職員が行ったと訴えてい

る。 

 

これらの訴えは迅速に捜査され、法律により処罰される

ことになる。」 

と述べた。 

 

FAES が自身の権限を乱用し、好き勝手なことをしてい

るという話は以前から報じられており、国連の人権侵害

報告書などでも指摘されている。 

 

スリア州で起きたような事件は、これまでも度々報じら

れてきたが、サアブ検事総長はこれまで FAES を非難す

ることは無かった。 

 

今回サアブ検事総長が FAES を非難するに至った理由

は、「国際刑事裁判所（CPI）」のベンソーダ判事との面

談が影響したと報じられている（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.520」参照）。 

 

面談時にベンソーダ判事は、サアブ検事総長に対して公

権力による人権侵害を取り締まるように要請しており、

特に FAES の行動に懸念を表明していたという。 

 

なお、ベネズエラ国内ではサアブ検事総長の 

「現在の FAES がどうなっているのか理解できない。」 

という発言に反論。 

 

ウラディミール・ビジェガス記者や野党関係者は 

「ベネズエラ国民全員が FAES の状況を理解している

のに、検察庁は FAES の状況を理解していない」 

と非難の声をあげている。 

 

「在グアテマラ・ベネズエラ大使館を閉鎖」         

 

１１月１６日 マドゥロ政権は、１１月１９日に在グア

テマラ・ベネズエラ大使館を永続的に閉鎖することを発

表した。 

 

外務省が発表した声明によると、大使館を閉鎖する理由

は「グアテマラ政府による決定」としている。 

 

FEF 通信がグアテマラ外務省に確認したが、グアテマラ

外務省から本件に対するコメントは得られなかったと

いう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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グアテマラは２０２０年１月１４日にアレハンドロ・ジ

ャマティ氏が大統領に就任した。 

 

そして、ジャマティ氏の大統領就任から２日後の１月１

６日にマドゥロ政権との外交関係を終了させている。 

 

ジャマティ大統領が就任する以前からグアテマラはリ

マグループに属し、マドゥロ政権を正当な政府と認めな

いスタンスを示しており、この決定自体は特に驚く話で

はないだろう。 

 

「ペルー大統領交代 対ベネズエラ方針は？」                  

 

１１月１６日 ペルー国会は賛成９７票、反対２６票、

棄権０票で、フランシスコ・サガスティ氏を新たな大統

領にすることを決定。１７日に新大統領に就任した。 

 

Francisco Sagasti 氏は７６歳。 

１１月９日に解任されたビスカラ大統領と同じ政党に

属する議員。 

 

ビスカラ大統領解任により、一時マヌエル・メリノ国会

議長が大統領に就任したが、国民の抗議行動が激化し、

１１月１５日に辞任を表明。 

 

メリノ大統領の後任として、新たにサガスティ議員が大

統領に選ばれた。 

 

サガスティ大統領は２１年 7 月まで大統領の職務を担

うことになる。 

 

サガスティ大統領自身がベネズエラ問題について特段

の言及をしたという記事は紹介されていないが、サガス

ティ大統領の所属する政党はビスカラ元大統領と同じ

政党で、ベネズエラに対する基本方針は過去と変わらな

いことが予想される。 

 

ペルーはリマグループの一因として、マドゥロ政権を非

難してきた。 

 

リマグループ発足時にペルーの政権を担っていたのは

クチンスキ大統領（当時）で、当時はコロンビアのドゥ

ケ政権と並んで反マドゥロ政権の急先鋒的な位置づけ

にあったが、ビスカラ大統領に代わってからは以前より

マドゥロ政権との対立色が薄れている印象がある。 

 

「国会議員選 投票所付近にレッドゾーン設けず」         

 

１１月１６日  与党「ベネズエラ社会主義統一党

（PSUV）」は、１２月６日の国会議員選の際に「レッド

ゾーン（Puntos Rojos）」を設けないと発表した。 

 

「レッドゾーン（Puntos Rojos）」とは、投票所の近くに

設置される与党の集会場のことで、１８年５月に行われ

た大統領選の際に問題になっていた。 

 

投票した人が与党の集会場に寄り、自身がマドゥロ大統

領に投票したことが証明できる何か（投票用紙のコピー、

投票用紙を撮影した写真、投票に付き添った人の保証な

ど）を提示し、その後祖国カードをスキャンしていたと

訴えられていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.139」参照）。 

 

本来、投票所から２００メートル以内に集会場を設置し

てはいけないという規則があるが、野党陣営によると与

党はこの規則を無視して投票所の近くに集会場を設置

していたとしている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相は、レッドゾーンの設

置について 

「今回の選挙ではレッドゾーンは設置しない。我々は選

挙規則を違反していないが、野党との合意で決まった。」 

と説明している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b5da7e4992154508cb8dc46980ba4111.pdf
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経 済                        

「中央銀行 国内銀行によるドル決済・融資検討」           

 

米国系金融メディア「Bloomberg」は、ベネズエラ中央

銀行が現地の金融機関と、ベネズエラでドル決済の可能

性について協議していると報じた。 

 

協議ではドル決済を来年から始める方向で議論が進ん

でいるという。 

 

ベネズエラでは店舗でのドル建て支払いは実質的に認

められている。 

 

また、ベネズエラ国内の金融機関で外貨口座を開設する

ことも可能。 

 

その外貨口座からの外貨引き出しは一部の銀行では問

題が起きているようだが、制度的には可能。 

 

しかし、国内銀行の外貨口座からの直接決済を行うこと

は法律上禁止されている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.509」参照）。 

 

「Bloomberg」が関係者から入手した情報によると、こ

の外貨口座からの直接決済を可能にすることに加えて、

国内の金融機関がドル建ての融資を可能にすることな

ども検討されており、実現されれば今まで以上にドル経

済化が進むという。 

 

なお、この報道を受けてボリバル通貨の使用が無くなる

との報道も流れているが、「Bloomberg」の記事では、ボ

リバル通貨が消滅するわけではなく、両通貨が並行的に

存在する方向で議論が進んでいると書かれている。 

 

 

 

 

「トルコ航空 カラカス－イスタンブール再開」                  

 

１１月から国際線の運航が再開し始めている。 

 

現在、現地系航空会社の国内外線の運航再開が承認され、

COPA Airline もカラカス－パナマシティ間の運航再開

が承認された（「ベネズエラ・トゥデイ No.523」参照）。 

 

そして、１１月１６日からトルコ航空（Turkish Airlines）

もカラカス－イスタンブール間の運航再開が許可され

た。 

 

トルコ航空は２０１６年１２月から週３でカラカス－

イスタンブール間（ハバナ経由）の運航を開始した。 

その後、１９年６月に週５に本数を増やしていたが、２

０年３月から Covid-１９感染防止のため運航が停止し

ていた。 

 

今後、週何便で運航するかなどは現時点では不明だ。 

 

社 会                        

「フンボルトホテルのデイツアー料金」             

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.523」で、カラカスのフン

ボルトホテルが１２月から一般開放されるとの記事を

紹介した。 

 

１２月から解放と報道されていたが、１１月から短時間

のツアーは可能のようで、複数のツアープランが提示さ

れている。 

 

その金額は一般のベネズエラ人には高額すぎる値段で

「与党系の犯罪者しか利用できない」として話題となっ

ている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49463cf3d625c9f0f09863332bae65ba.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
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プラン１ 

日にち： １１月１９日、２０日、２１日 

時 間： 午前１０時～午後１時 

内 容： テレフェリコ利用料、ホテル内見学、改修工

事過程の説明、コーヒーブレイク。 

金 額： ３０ドル 

 

プラン２ 

日にち： １１月１９日、２１日 

時 間： 午後５時～午後８時 

内 容： テレフェリコ利用料、ホットチョコレートド

リンク、ホテル内見学、改修工事過程の説明、１５階の

バー利用（ウェルカムドリンク、フィンガーフード）。 

金 額： ６０ドル 

 

プラン３ 

日にち： １１月２０日 

時 間： 午後７時～午後１１時 

内 容： テレフェリコ利用料、ホテル内見学、改修工

事過程の説明、夕食。 

金 額： １００ドル 

 

プラン４ 

日にち： １１月２１日 

時 間： 午後８時３０分～午前３時 

内 容： テレフェリコ利用料、ウェルカムドリンク、

フィンガーフード、ワイン１本。 

金 額： ６０ドル 

 

プラン４は宿泊プランではないようなので、ホテル内の

ホールなどで一夜を過ごすということなのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１１月１７日（火曜）              

政 治                       

「ロペス VP 党首 与党との対話を肯定             

    ～必要であれば Podemos と会合する～」        

 

１１月１７日 スペインに亡命した「大衆意志党（VP）」

のレオポルド・ロペス党首は「Noticias Telemundo」

「Antena ３」のインタビューに応じた。そのインタビ

ューでの発言が波紋を広げている。 

 

特に注目されている発言は、以下の２フレーズ。 

 

「個人的には、ベネズエラで適切な条件で選挙が行われ

るとすれば、私はマドゥロが出馬しても問題ないと考え

ている。なぜなら彼は敗北するからだ。」 

 

「（スペイン政党「Podemos」のパブロ・イグレシアス

党首との面談について）ベネズエラの民主主義を擁護し、

ベネズエラ国民が自由に投票できるようになるのであ

れば、どのような人・組織とも面談する用意がある。」 

と述べた。 

 

Podemos は、マドゥロ政権と関係が近い左派政党で、党

首のパブロ・イグレシアス氏はサンチェス政権の副首相

を務めている。 

 

そのイグレシアス党首と「面談する意志がある」との見

解は急進野党を苛立たせるものとなっている。 

 

加えて、急進野党は、「マドゥロ政権下での選挙はどの

ような条件の選挙も受け入れない」と主張しており、 

「マドゥロ大統領が選挙に出馬しても問題ない」 

というロペス党首の発言は一部の報道で批判的に報じ

られている。 
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今回、ロペス党首が上記のような発言をした真意は定か

ではないが、今までよりもマドゥロ政権との対話・交渉

に前向きな姿勢を見せたように認識することが出来る。 

 

２１年１月からバイデン政権が発足する見通しが立っ

ている状況で、仮にグアイド議長が暫定大統領として存

続するのであれば、交渉を拒絶するスタンスを取り続け

ることはできない。 

 

２１年のバイデン政権発足を見越して、方針を修正しよ

うとしているのかもしれない。 

 

「スペイン商務官 ベネズエラに到着」           

 

１１月１７日 ベネズエラ外務省のアレアサ外相は、ス

ペイン外交団のトップであるファン・フェルナンデス・

トリゴ商務官へ信任状を手交した。 

 

同時にベラルーシ大使、インドネシア大使にも信任状を

渡している。 

 

これまで在ベネズエラ・スペイン大使館の代表はヘス

ス・シルバ大使だったが、任期を終え１１月８日に帰国

した。 

 

（写真）外務省 

 

帰国直前には、これまで大使公邸でかくまわれていたレ

オポルド・ロペス VP 党首がスペインに亡命したことで

外交的な緊張が高まった。 

 

マドゥロ大統領はシルバ大使を非難。政治的な関係が悪

化する中、スペイン外務省はベネズエラへは大使を派遣

せず、商務官を外交団のトップとして派遣すると発表。 

 

フェルナンド・トリゴ商務官が着任した。 

なお、トリゴ商務官は、ベネズエラに着任する前に在キ

ューバ・スペイン大使を務めていた人物。左派政権と良

好な関係を築いており、前任のシルバ大使とはスタンス

が異なることが予想される。 

 

「亜フェルナンデス大統領 バイデン政権に期待」         

 

１１月１７日 アルゼンチンのアルベルト・フェルナン

デス大統領は、米国大統領選でのバイデン候補の当選を

受けて、ラテンアメリカ諸国と米国は新たな関係を持つ

ことが出来ると歓迎する意思を示した。 

 

また、トランプ政権のラテンアメリカ政策について、「こ

こ数年、我々はひどい扱いを受けてきた。」と否定的な

見解を示した。 

 

また、ベネズエラについては「ベネズエラの政治危機を

解決する助けになる」との期待を示した。 

 

「バイデン政権下で我々は今までより安心することが

できる。 

 

ベネズエラ問題について軍事介入の可能性を否定する

だろう。また、外国で自分を大統領と呼ぶように求める

仮想の大統領をでっち上げたりせず、ベネズエラの対話

を促す方向で助けることが出来るはずだ。」 

とコメントした。 
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経 済                       

「米国 米石油事業者のライセンスを延長」            

 

米国の「外交資産管理局（OFAC）」は、ベネズエラの制

裁ライセンス８を更新。 

 

ベネズエラで活動を継続している米国系の石油事業者

５社（「Chevron」「Haliburton」「Schlumberger」「Baker 

Hghes」「Weatherford International」）に対して、２１年

６月３日まで活動を継続することを許可した。 

 

ただし、活動の内容は制限されており、採掘活動・原油

の購入・石油製品の販売などは禁止され、ベネズエラ国

内の資産を保護するための活動だけを許可されている。 

 

具体的には 

・従業員の安全を保障するための活動 

・株主との会合 

・許可された第三者への送金 

など。 

 

２０年４月に同じ制裁ライセンスが発行されており、そ

の期限は２０年１２月１日までだった。 

 

新たな制裁ライセンスの有効期限は２１年６月３日と

なっている。 

 

「経済妨害対策法でロシア資本流入」         

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、ロシアの首都モスク

ワで現地企業２００社と会合。 

 

制憲議会が承認した経済妨害対策法の内容を説明。 

また、政府間合意に基づく２６４のプロジェクトを促進

すると述べた。 

 

 

マドゥロ政権は同イベントについて、 

「参加したロシア企業は経済妨害対策法について強い

関心を示し、ガス・鉱物・金融・保険・技術などの分野

での投資に関心を示した。」 

と報じた。 

 

「２０２０年の外国仕送りは１５．５億ドル」         

 

Covid-１９による経済不振で外国からベネズエラへの

送金が減っているという点についてはこれまでも紹介

してきた。今回は、最近の仕送り事情に関する情報が報

じられていたので紹介したい。 

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」の Giorgio Cunto 氏に

よると、ベネズエラは２０２０年中に１５億４，８００

万ドルの仕送りを外国から受け取ることになるとした。 

 

２０１９年の仕送り受取り額は、約３５億ドルだったの

で、５５．８％減少したことになるとしている。 

 

「Capital Market」のヘスス・カシケ代表は、 

「ベネズエラの一般家庭の生活費は月額７５０ドルか

かる。Covid-１９による経済活動の縮小と外国からの送

金の減少により、この金額を支出できる人はほとんどい

ない。」と説明した。 

 

他、年金生活者団体のルイス・カノ氏は、年金受給者の

生活について、全体の９．１％は外国から仕送りを受け

ていると言及。金額はそこまで多いわけではなく生活実

態はかなり厳しいと指摘。カノ氏自身は２０～３０ドル

の仕送りを受けているが、毎月貰えるわけではないと説

明した。 
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「ベネズエラ・プロ野球リーグ 近日中に再開」            

 

ベネズエラは野球が強い国として有名で、プロ野球チー

ム８つが存在する。 

 

通常１０月～１２月にかけて一次リーグが行われ、翌年

１月に二次リーグが行われるが、今年は Covid-１９感

染拡大防止のため、延期されている。 

 

しかし、１１月に入り感染防止措置が緩和される中、ベ

ネズエラのプロ野球リーグ（LVBP）も再開する見通し

が出てきた。 

 

１１月１６日 LVBP の Guiseppe Palmisano 代表は、

スポーツ紙の取材に対応。 

「リーグは始まっている。なぜなら既に選手のトレーニ

ングが始まっているからだ。」 

とコメントした。 

 

なお、LVBP を構成する８つの野球チームは、PDVSA

や他の国営企業がスポンサーになっていることを理由

に、２０１９年に制裁対象となり、運営に著しい障害が

起きた。しかし、今年はマドゥロ政権から一切スポンサ

ーを受けないことで制裁対象から外れたという。 

 

現時点で LVBP が始まる正式な日程は決まっていない

が、１１月２７日あるいは１２月の第一週と報じられて

いる。 

 

なお、８つの野球チームのうち「Tigre de Aragua」と

「Navegantes de Magallanes」は、チームの役員に与党

関係者がいるため、MLB（メジャーリーグ）の助っ人選

手を雇うことは出来ないという。 

 

以上 


