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（写真）La Gran Aldea “グアイド政権 エルナンデス会計監査総長（右上の男性） 辞任を表明” 

 

    

２０２０年６月１７日（水曜） 

 

政 治                     

「新時代党議員 最高裁に政党再組織を要請 

～大衆意志党を除く主要野党が分裂か～」 

「制憲議会 政党更新の要件免除を承認」 

「サアブ氏の汚職ネットワークは世界中に影響」 

経 済                     

「グアイド政権 CITGO 保護の法的措置を発表 

～エルナンデス会計監査総長に矛盾生じる～」 

「ベネズエラ―米国間の運行で Copa Airline 罰金」 

社 会                     

「世界遺産「ベネズエラ中央大学」廊下が崩壊」 

２０２０年６月１８日（木曜） 

 

政 治                    

「ボルトン元大統領補佐官の暴露本 

～トランプ大統領のベネズエラ姿勢明かす～」 

「サアブ氏の拘束でセルパ財務相を拘束か」 

「野党国会 キューバへのガソリン輸出を禁止」 

「AD 全国幹部委 アジュップ幹事長の運営支持」 

経 済                    

「米国政府 ８社、３名、２隻の船舶に制裁」 

「エルナンデス会計監査総長 辞任を表明 

～最初から会計監査総長は存在していない～」 

「OPEC ５月の産油量は日量５７万バレル」 
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２０２０年６月１７日（水曜）             

政 治                       

「新時代党議員 最高裁に政党再組織を要請       

   ～大衆意志党を除く主要野党が分裂か～」       

 

６月１７日 チャイン・ブカラン議員、アドルフォ・ス

ペルラノ議員、ケリンス・マバレス議員は最高裁に対し

て新時代党（UNT）の役員メンバーを再構成するよう要

請した。 

 

６月１５日、１６日と最高裁は主要野党の一角である

「行動民主党（AD）」、「第一正義党（PJ）」の幹部再構

成を命じており、UNT もチェイン・ブカラン議員の下

で役員の再構成が行われる可能性が高まっている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.459」参照）。 

 

チャイン・ブカラン議員とスペルラノ議員は、１９年１

２月に報じられた CLAP に関連する野党議員の汚職疑

惑の中で名前が挙がっている人物。 

本件の詳細については「ウィークリーレポート No.126」

で紹介している。 

 

汚職疑惑を理由に、２０年１月に UNT はブカラン議員

を UNT から除名していた。 

 

（写真）Maduradas “チャイン・ブカラン議員” 

 

 

仮に最高裁が UNT 幹部の再構成を命じた場合、主要野

党４党のうち「大衆意志党」を除く３党は２つの政党が

存在することになる。 

 

「制憲議会 政党更新の要件免除を承認」         

 

６月１７日 制憲議会のフランシスコ・アメリアッチ議

員は、「政党法」で定められている政党更新の要件を免

除するよう提案。同日、この提案は承認された。 

 

１７年１２月 CNE は同年１２月１０日に実施された

全国市長選に出馬しなかった政党に対して、次の選挙へ

出馬するためには政党の更新作業を受けなければなら

ないと義務付けていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.75」

参照）。 

 

更新要件は全国１２州の各州で有権者の０．５％の署名

を集めること。これは、かなりハードルの高い要件で組

織力の小さな少数政党には達成困難。 

 

選挙への不信感が強い中、大規模な政党でも、この要件

を達成することは容易ではない。 

 

「大衆意志党」は CNE の要請を拒否し、政党更新プロ

セスを受けなかったが、「行動民主党（AD）」「第一正義

党（PJ）」は政党更新プロセスを受けることとした。 

当時、PJ は更新要件を達成できず、AD のみが政党更新

をすることが出来ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.94」

参照）。 

 

なお、「新時代党（UNT）」は１２月１０日の全国市長選

に参加していたため、政党更新の必要が無かった。 

 

今回の決定により、小規模政党も国会議員選に出馬でき

ることになるとみられる。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/089f784d5c13154a05240211c27a20ca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/294963b0caba7d4f056c05de31981a8a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2f04eeffc6de3ea5ea9fdf96ac778511.pdf
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「サアブ氏の汚職ネットワークは世界中に影響」                  

 

６月１６日 ルイサ・オルテガ・ディアス元検事総長は、

コロンビア系メディア「La W de Colombia」のインタビ

ュー番組に出演。 

 

マドゥロ政権の汚職取引に協力するコロンビア人企業

家アレックス・サアブ氏について、サアブ氏の取引実態

が明らかになれば、各国政府の汚職が明らかになり、第

２の「Odebrecht」になり得るとの見解を示した。 

 

「Odebrecht」はブラジルのコングロマリット。 

 

アンゴラ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エク

アドル、米国、グアテマラ、メキシコ、モザンビーク、

パナマ、ペルー、ドミニカ共和国、ベネズエラなど多く

の国の政府要人に賄賂を支払い、公共事業の落札を優遇

してもらっていたとして大きな問題となった。 

 

オルテガ元検事総長によると、サアブ氏はコロンビア軍

に影響力を持っていたと指摘。 

 

「広大な汚職ネットワークを構築するにあたり、軍部・

政界中枢にネットワークを築くことは不可欠で、各国要

人が汚職に関与していることは全く不思議なことでは

ない。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「グアイド政権 CITGO 保護の法的措置を発表     

  ～エルナンデス会計監査総長に矛盾生じる～」           

 

６月１７日 グアイド政権は、PDVSA の米国子会社

「CITGO」の資産を保護するため、米国デラウエア州

裁判所に対して法的措置を講じたと発表した。 

 

 

今回、グアイド政権が講じた法的措置は以下の通り。 

 

 

ベネズエラの正当な政府であるグアイド政権は、政府と

し て の 中 立 性 と 独 立 性 を 尊 重 す る 政 府 で 「 PDV 

Holdings」など国営企業の自社統治を尊重しており、政

府と国営企業は事実上同一の存在ではない。 

 

グアイド政権は、OFAC が決定した PDVSA 資産の差

し押さえ禁止の決定を裁判所に提出した。OFAC の決定

により米国政府の事前の許可が無ければ PDVSA 資産

に触れることはできない。 

 

これらの理由により CITGO 資産の差し押さえはでき

ないことをデラウエア州裁判所に改めて申請した。 

 

 

この訴えは「Crystallex」による資産差し押さえを意識し

ている。 

 

「Crystallex」は CITGO 資産の差し押さえをもって、

過去ベネズエラに保有していた金鉱区の接収賠償金を

回収しようとしている。 

 

本来、「Crystallex」に賠償を支払わなければならないの

はベネズエラ政府だが、「Crystallex」側はベネズエラ政

府と PDVSA が「事実上、同一の存在である」との主張

を展開し、ベネズエラ政府が負う賠償金を CITGO 資産

により回収しようと試み、この主張が裁判で認められて

いる。 

 

グアイド政権は、「マドゥロ政権の頃はベネズエラ政府

と PDVSA が「事実上、同一の存在」だったかもしれな

いが、グアイド政権は異なる」と主張したことになる。 
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なお、現在グアイド政権の会計監査総長を務めているイ

グナシオ・エルナンデス氏は、過去「Crystallex」側の弁

護を務め「ベネズエラ政府と PDVSA は事実上、同一の

存在」との主張をサポートし、CITGO 資産の差し押さ

えの判決に影響を与えた人物でもある。 

 

自身がサポートした主張を、立場が変わって自分で否定

していることに矛盾が生じている。 

 

「ベネズエラ―米国間の運行で Copa Airline 罰金」                  

 

６月１７日  米国交通運輸省はパナマの航空会社

「Copa Airline」に対してベネズエラ―米国間の運行を

継続したことを理由に４５万ドルの罰金支払いを命じ

た。 

 

１９年５月 米国政府は、乗客、乗組員の安全の懸念か

らベネズエラと米国間の商業運航を禁止していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.292」参照）。 

 

しかし、調査の結果、「Copa Airline」は、この決定が公

表されてから約１カ月間に渡り５，０００人超のチケッ

トを販売し、約１．５万人の乗客を乗せて米国－ベネズ

エラ間を移動したとしている。 

 

社 会                        

「世界遺産「ベネズエラ中央大学」廊下が崩壊」           

 

６月１６日 ベネズエラ中央大学の廊下の天井が崩壊

した。 

 

建築家カルロス・ラウル・ビジャヌエバなど前衛芸術家

により設計された「ベネズエラ中央大学」を中心とした

「カラカスの大学都市」は、２０００年にユネスコの世

界遺産に登録されている。 

 

 

しかし、施設の老朽化が進む一方で経済低迷により十分

なメンテナンスが出来ておらず、施設の崩壊が懸念され

ていた。 

 

 

（写真）Victor Araya 記者 

“「ベネズエラ中央大学 廊下の天井が崩壊」” 

 

２０２０年６月１８日（木曜）              

政 治                       

「ボルトン元大統領補佐官の暴露本          

  ～トランプ大統領のベネズエラ姿勢明かす～」        

 

１９年９月までトランプ政権下で大統領補佐官を務め

たジョン・ボルトン氏は、トランプ大統領の暴露本を公

表しようとしている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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この暴露本には、ベネズエラのパートも存在しており、 

その内容が出版に先駆けて報じられている。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

１．トランプ大統領はベネズエラへの軍事介入について

「Cool だ。」と述べ、何度か軍事介入をするよう私

に指示し、何度も考えを留めた。 

２．トランプ大統領は、「南米（ベネズエラは）事実上

米国の一部だ」と述べた。 

２．トランプ大統領は、マドゥロを「とても賢く、強い

男」と評価しており、私を驚かせた。トランプ大統

領はマドゥロ政権を倒壊させることが出来ると思

っていなかった。 

３．２０年１月２３日、グアイド議長が暫定大統領就任

を宣言する前日、アレアサ外相とパドリーノ・ロペ

ス国防相が野党に接触し、国会が提案する恩赦措置

の内容について質問をした。 

４．トランプ大統領は、グアイド議長の暫定大統領就任

に乗り気ではなかった。最終的にグアイド政権を支

持する条件として、グアイド議長にどこの国でもな

く米国への絶対の忠誠を誓うよう求めた。 

５．マドゥロを強い男と評価する一方で、グアイド議長

については評価が低かった。 

６．２月２３日の人道支援物資搬入イベントについては

「単なる失敗」だった。グアイド政権は十分な準備

が出来ておらず、予期していた軍部の倒壊は起きな

かった。トランプ大統領は、失望し、ベネズエラ問

題から距離を置くよう私に提案した。 

７．４月３０日の「自由オペレーション」について、マ

イケル・モレノ最高裁判長が制憲議会を不正な組織

だと宣言。その宣言をきっかけに軍部がグアイド政

権を正当な政府と認識すると発表。パドリーノ・ロ

ペス国防相らがマドゥロ政権高官を拘束する算段

だった。しかし、予定よりも早く事が動き、準備が

間に合わず計画は失敗した。 

 

 

「サアブ氏の拘束でセルパ財務相を拘束か」           

 

６月１８日 アラグア州の元知事カルロス・タブランテ

氏は自身のツイッターで、マドゥロ政権がアレックス・

サアブ氏の所在を米国に知らせた内通者を探しており、

シモン・セルパ財相が疑われており、拘束され、尋問を

受けていると投稿した。 

 

シモン・セルパ財相は、イバン・セルパ在中国・ベネズ

エラ代表大使の息子に当たる。 

 

タブランテ氏の投稿からしばらくしてイバン・セルパ在

中国・ベネズエラ代表大使はツイッターを投稿し、シモ

ン・セルパ財相が拘束されているとの指摘を否定。 

「息子は引き続き事務所で執務にあたっている」と投稿

した。 

 

 

（写真）Maduradas    “シモン・セルパ財相” 

 

「野党国会 キューバへのガソリン輸出を禁止」         

 

６月１８日 グアイド政権の国会は、ガソリン、ディー

ゼル燃料、燃料オイルをキューバや他国へ輸出すること

を禁止することで合意した。 
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また、軍部に対してキューバにガソリンを輸出させない

ための必要な措置を取るよう命じた。 

 

他、米国、ブラジル、コロンビア、ABC 諸島政府（アル

ーバ、ボナイレ、クラサオの総称）に対して、キューバ

へのガソリン輸出を阻止するための協力を求めた。 

 

マドゥロ政権は、国内のガソリン不足が深刻化している

状況でもキューバに１０万バレルのガソリンを輸出し

たと報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.455」

参照）。 

 

「AD 全国幹部委 アジュップ幹事長の運営支持」         

 

「行動民主党（AD）」の全国幹部委員会は、ヘンリー・

ラモス・アジュップ幹事長が AD の幹事長で、イサベ

ル・カルモナ氏が党首であることを確認すると発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.459」で紹介した通り、

最高裁はベルナベ・グティエレス氏の下で AD の幹部を

再構成するよう指示した。 

 

AD としては、ベルナベ・グティエレス氏による政党運

営を認めず、引き続きアジュップ幹事長を中心とする運

営を指示することを表明したと言える。 

 

なお、グティエレス氏は、インタビュー番組に出演。 

 

「AD は私のことを裏切り者として政党から除名しよ

うとしているが、私は好きで政党の再構成をしているわ

けではない。最高裁は AD を抹消しようとしていた。 

 

私は選挙に参加するべきだと考えている。 

考えが異なることを理由に裏切り者と批判するのはあ

ってはいけないことだ。 

 

 

選挙に参加しようとする私のことを裏切り者と呼ぶが、

アジュップはこれまで何度も選挙に参加してきた。 

 

また、AD 幹部で話し合い AD は国会議員選に参加する

ことを全会一致で決めた。 

 

Covid-１９の問題が起き、投票に参加しないよう結論が

変わった。私は最高裁に行き、AD の政党を抹消しない

よう解決策を探った。」 

と語った。 

 

グティエレス氏のコメントの通り、Covid-１９の問題が

深刻化する前、アジュップ幹事長は２０年の国会議員選

に AD として参加する意志を表明していた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.417」参照）。 

 

経 済                       

「米国政府 ８社、３名、２隻の船舶に制裁」            

 

６月１８日 米国政府はマドゥロ政権との取引を続け

る法人８社と個人３名、２隻の船舶に制裁を科した。 

 

制裁が科されたのは以下の通り。 

 

＜法人＞ 

・Libre Abordo（メキシコ） 

・Schlager Business Croup（メキシコ） 

・Alel Technologies LLC（米国） 

・Cosmo Recursos PTE（シンガポール） 

・Delos Voyager Shipping LTD（マーシャル諸島） 

・Luzy Technologies LLC（米国） 

・Romina Maritime CO INC（ギリシャ） 

・Washington Trading LTD,（英国） 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/24f194c83eb0b56aa654ef37c374ef68.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
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＜個人＞（赤い丸で囲まれている人物） 

・Olga María Zepeda Esparza 氏（メキシコ人） 

・Verónica Esparza García 氏（メキシコ人） 

（Olga María 氏の母親） 

・Joaquín Leal Jiménez 氏（メキシコ人） 

（「Libre Adordo」「Schlager Business Group」関係者） 

 

＜船舶＞ 

・Delos Voyager（Delos Voyager Shipping LTD の船舶） 

・Euroforce（Romina Maritime CO INC の船舶） 

 

ただし、「Libre Abordo」は倒産を発表。「Libre Adordo」

の発表を見る限り「Schlager Business Croup」も倒産し

たように理解できる（「ベネズエラ・トゥデイ No.452」

参照）。 

 

下の資料は制裁対象者に関して OFAC が公表した資料。 

制裁対象となった３名と「Libre Abordo」「Schlager 

Business Croup」はカボベルデで拘束されたアレック

ス・サアブ氏と関係がある人物としている。 

 

 

（写真）OFAC 資料 

 

 

 

 

 

 

「エルナンデス会計監査総長 辞任を表明        

  ～最初から会計監査総長は存在していない～」         

 

６月１８日 グアイド政権に会計監査総長に任命され

たイグナシオ・エルナンデス氏は自身の辞任を表明した。 

 

エルナンデス氏が辞任を表明した６月１８日当日、デル

シー・ロドリゲス副大統領は、エルナンデス会計監査総

長の録音音声を公表。 

 

エルナンデス会計監査総長は、グアイド政権側の国会議

員（エネルギー委員会メンバー）との会合で、現状に対

する不満を述べている。 

 

「会計監査総長などという職は存在しないし、これまで

存在したこともなかった。ここには組織はないし、人員

もいないし、資金もないし、何もない。 

１９年８月から必要な資金と手段を求めたが、残念なが

らこの問題は解決されなかった。ここには何もない。私

は何もできない。 

 

PDVSA に関して様々な法的問題が起きている。 

しかし、単純に時間が無い。土曜も日曜も明け方まで仕

事をしたが、率直に言って時間が無い。資金もない。意

欲も今までと同じではない。」と述べている。 

 

 

（写真）エルナンデス元会計監査総長ツイッター 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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「OPEC ５月の産油量は日量５７万バレル」         

 

６月１７日 OPEC は、６月版の「Monthly Oil Market 

Report」を公表した。 

 

同資料によると、２０年５月のベネズエラの平均産油量

が、先月から日量５．４万バレル減少し、日量５７万バ

レル（第三者専門家によるセカンダリーソース）だった。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告しているダイ

レクトソースの平均産油量は先月から日量１６．４万バ

レル減少し、日量５７．３万バレルだったとしている。 

 

これまでセカンダリーソースと石油省の発表には乖離

があったが、石油省報告の産油量が大きく減少したこと

で両者の数字はほぼ同じとなっている。 

 

 

 

 

以上 


