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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド議長 １０月５日に抗議行動を実施すると宣言” 

 

 

２０２０年９月２８日（月曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 １０月５日に抗議行動呼びかけ 

～抗議行動 全国に広がり激化する傾向に～」 

「CNE 資金難で国会議員選の実施は困難？」 

経 済                     

「イランタンカーFOREST ベネズエラ到着 

～２隻目は１０月１日、３隻目は４日着予定～」 

「インドからタンカーが到着」 

「グアイド政権 時効条項を適用せず 

～法的に可能な状況になり次第、債務再編～」 

「Hyndai 動画で商品ラインナップを紹介」 

２０２０年９月２９日（火曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 欧州連合の提案を検討？ 

～EU ６カ月の選挙延期を提案～」 

「ベネズエラ 会費滞納で OPS の投票権失う」 

「急進野党 EU ミッション団派遣を拒絶」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 制憲議会に経済妨害対策法提出 

～２０１４年から外貨流入が９９％減った～」 

「グアイド政権の CITGO 社長 辞任表明」 

社 会                     

「米 麻薬取締でベネズエラ人３名に懸賞金」 
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２０２０年９月２８日（月曜）             

政 治                       

「グアイド議長 １０月５日に抗議行動呼びかけ     

 ～抗議行動 全国に広がり激化する傾向に～」       

 

先週からヤラクイ州での抗議行動をきっかけにグアリ

コ州、ヌエバエスパルタ州、メリダ州、モナガス州、ア

ラグア州、ラグアイラ州など全国的に抗議行動が広がり

始めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.503」参照）。 

 

９月２７日 グアイド議長は、１０月５日に教育センタ

ーの現状をマドゥロ政権に訴えるための抗議行動を実

施すると発表。独裁政権を倒すため、皆で戦おうと呼び

かけた。 

 

ヤラクイ州での抗議行動をきっかけに抗議行動が拡大

し、グアイド議長がカラカスでの抗議行動を呼びかける

という流れは、２０年前半に起きた流れと似ている。 

 

２０年２月末にララ州で起きた抗議行動の際、与党支持

者と思われるグループが抗議行動参加者を抑圧。 

抗議行動に参加していたグアイド議長に拳銃を突きつ

けたという事件があった。 

この事件は不審な点が多く、抗議行動を焚きつけるため

の野党の計画だった可能性がある（「ウィークリーレポ

ート No.138」参照）。 

 

実際にララ州の抗議行動を機に抗議行動は広がりを見

せ、グアイド政権は３月１０日にカラカスで抗議行動を

実施した（「ベネズエラ・トゥデイ No.417」参照）。 

 

グアイド議長は、３月１０日以降も抗議行動を続ける姿

勢を示していたが、３月１３日にベネズエラで初の

Covid-１９感染が確認されたことで、集団行動ができな

い雰囲気になり、抗議行動は続かなかった。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“１０月５日 抗議行動を呼びかけ” 

 

「CNE 資金難で国会議員選の実施は困難？」         

 

９月２８日 「国家選挙管理委員会（CNE）」の代表を

経験したことのあるアンドレス・カレカ氏は、自身のツ

イッターで CNE が投票に必要な機材を購入できず、選

挙が実施できない可能性があると投稿した。 

 

「CNE 上層部の内部関係者からの情報で、選挙まで６

９日を残すのみとなっているが、CNE は政府から予算

を受け取っておらず選挙プロセスは停止している。 

現在は給料の一部しか支払うことが出来ておらず、選挙

の機械も何も購入できていない。」 

と説明している。 

 

なお、カレカ氏はインタビュー記事で選挙を延期するよ

う提案する発言を度々している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f86c5dfb0ad242f354334eccf56d9a2e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1570429364cf42942a745f5238a2b01a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
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経 済                        

「イランタンカーFOREST ベネズエラ到着       

 ～２隻目は１０月１日、３隻目は４日着予定～」           

 

船舶の動きを追跡する「Tanker Trackers」は、９月２９

日 AM２時にイランのタンカー「FOREST」がカラボボ

州のエルパリート製油所に到着したと報じた。 

 

イランはベネズエラにガソリンを送っており、今後も２

隻のタンカー（「Fortune」「Faxon」）がベネズエラに到

着する。 

 

報道によると、「Fortune」は１０月１日、「Faxon」は１

０月４日にベネズエラに到着する予定だという。 

 

なお、ベネズエラは５月にもイランからガソリンを調達

している。当時はタンカー到着から１週間が経過し、国

内にガソリンが流れ始めた。 

 

今回も同じスケジュールであれば１０月５日頃からガ

ソリン供給が増え始めるのではないか。 

 

 

（写真）Tanker Trackers 

 

 

 

 

 

「インドからタンカーが到着」                  

 

「El Estimulo」は、「Lucky Sailor」というタンカーがプ

エルト・ラ・クルスに到着したと報じた。 

 

「Lucky Sailor」は、８月２７日にインドのシッカ港か

ら出港しており、石油燃料あるいは国内製油所でガソリ

ンを精製するための希釈剤などを積んでいると考えら

れている。 

 

全国石油労働者組合のイバン・フレイテス氏は、「Lucky 

Sailor」の積み荷について、 

「ガソリンかガスオイルだろうが、ガスオイルの可能性

が高い。なぜならガソリンは米国の制裁で取引が禁止さ

れており、インド企業が制裁リスクを冒すとは考えにく

いからだ」 

との見解を示した。 

 

なお、積み荷の中身は特定出来ないが、同タンカーは２

０万リットル以上の商品を輸送することが出来るとい

う。 

 

「グアイド政権 時効条項を適用せず              

 ～法的に可能な状況になり次第、債務再編～」        

 

９月２８日 グアイド政権側の会計監査総長は、ベネズ

エラ債券の３年間の時効条項について適用されないと

の見解を示す文章を公表した。 

 

９月１５日 マドゥロ政権側のデルシー・ロドリゲス財

務相は、ベネズエラ国債・PDVSA 社債・カラカス電力

社債の保有者らに対して、ベネズエラ債の時効条項の適

用を無効にするための提案を行った（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.498」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
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ベネズエラ債を保有している投資家は米国政府の制裁

を理由にマドゥロ政権と債務再編交渉で合意すること

は禁止されている。 

 

他方、グアイド政権には資金がない。 

仮に何らかの条件で合意したとしても、返済は始まらな

いし、債券を発行する権限もない。つまり、現段階でグ

アイド政権と債務再編で合意しても意味がない。 

 

ベネズエラは全ての外貨建て債券がデフォルトに陥っ

ているが、政治的な板挟みを理由に投資家は訴訟を起こ

すことが出来ていない。 

 

その間に一部の債権の時効が迫っていた。 

時効条項によると、「重要な日」から３年間が経過して

も債権者が訴えを起こさない場合、時効になると書かれ

ている。 

 

マドゥロ政権が債券の返済を停止したのは１７年１０

月から。従って、２０年１０月には時効を迎える債券が

存在すると解釈されていた。 

 

グアイド政権側の会計監査総長は、この時効条項は適用

されないとの見解を示したことになる。 

 

報道によると、会計監査総長は、「重要な日」の定義を

検討した結果、「重要な日」が「まだ始まっていない。」

との見解を示し、３年間の時効は適用されないとの見解

を示しているという。 

 

また、グアイド議長は債務再編について 

「政府と国会は、債務再編が法的に可能な状況になり次

第、ベネズエラの対外債務について秩序だった債務再編

を実行する。暫定政権のみが唯一、ベネズエラ政府の名

のもとに債務再編を合意できる唯一の組織だ。」 

との見解を示した。 

 

 

「Hyndai 動画で商品ラインナップを紹介」                     

 

「Hyundai」は、デジタル媒体でベネズエラにて販売し

ているトラック・バスの商品ラインナップを紹介する動

画を公表した。 

 

同社の商品ラインナップを紹介する動画は Youtube

（Hundai se enorgullece en presenter su marca Truck 

and Bus, en el mercado venezolano）で視聴することが

出来る。 

 

 

（写真）Youtube 動画より抜粋 

 

この動画には「MMC Autmotriz」のアルフレド・オラン

社長、フリオ・キム Hyundai トラック＆バス・ラテンア

メリカ販売部長、ホセ・ビセンテ・ゴメ ス MMC 

Autmotriz 販売副社長らが登場。 

 

ホセ・ビセンテ・ゴメス MMC Autmotriz 販売副社長か

ら同社の商品モデル「HD36L」「HD65」「HD78」「Mighty 

EX8」などが紹介されている。 
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２０２０年９月２９日（火曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 欧州連合の提案を検討？       

     ～EU ６カ月の選挙延期を提案～」        

 

EU のボレル外交政策委員長は、ベネズエラにミッショ

ン団を派遣（「ベネズエラ・トゥデイ No.502」参照）。 

同ミッション団は９月２９日に欧州に帰国した。 

 

帰国したミッション団のメンバーによると、最初に面談

をしたのはファン・グアイド議長。その後、他の野党関

係者、民間団体代表らと会談するなど、スケジュールの

７０％は野党関係者との協議だったという。 

 

EU ミッション団は、野党に対して長期的な視点に立ち

対話による問題解決を求めたとしている。 

 

また、与党関係者との会談では、１２月に予定されてい

る国会議員選を延期させ、必要最低限の条件が整った選

挙を実施するための手段を探ったという。 

 

現地メディア「Tal Cual」のビクトール・アマジャ記者

によると、ＥＵミッション団は、デルシー・ロドリゲス

副大統領とホルヘ・ロドリゲス元情報通信相（国会議員

選に出馬するため情報通信相の職を離れた）と会談。 

両者に対して選挙を６カ月間延期するよう提案したと

いう。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領とホルヘ・ロドリゲス元

情報通信相は、「２１年１月５日に新たな国会が発足す

るのが憲法の規定」として、２０年１２月中に選挙を実

施しなければならないとの姿勢を示したようだが、EU

の提案を検討するとして完全に拒絶はしていないとい

う。 

 

 

 

「ベネズエラ 会費滞納で OPS の投票権失う」           

 

９月２９日 「米州保険機構（OPS）」は、第５８回代

表者会議を実施。 

 

同会議で、メンバー会費の未納を理由にベネズエラの投

票権を失効させることを決定した。 

 

ベネズエラは２０１７年から OPS の加盟国として毎年

支払う必要がある会費の支払いを滞納。未払金は７，８

５１，２１９ドルに上るという。 

 

今回の決定により、ベネズエラは OPS の代表承認の投

票権、OPS が行うプロジェクトに関する投票権を失っ

た。 

 

なお、同決定については議論や反対意見は出なかったと

いう。 

 

「急進野党 EU ミッション団派遣を拒絶」         

 

急進野党に属する「ベネズエラ主導党（VV）」は、イベ

ロアメリカの政治家ら２００名の署名とともに EU 外

交政策委員会のミッション団派遣を拒絶する趣旨の文

章を EU および EU 加盟２７カ国の外相らに送ったと発

表した。 

 

同抗議書に署名したのは、マリア・コリナ・マチャド VV

党首、アントニオ・レデスマ元カラカス大首都区長、デ

ィエゴ・アリア元国連大使（チャベス政権前）、カルデ

ロン・ベルティ元在コロンビア・ベネズエラ代表大使な

ど。 

 

同ミッション団は、ベネズエラの自由選挙を妨げると主

張。また、同ミッション団の派遣を承認したスペイン政

府の方針を拒絶するとした。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0d59abfc8b51b5c84faf111015a5b54.pdf
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（写真）ベネズエラ主導党 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 制憲議会に経済妨害対策法提出       

 ～２０１４年から外貨流入が９９％減った～」            

 

９月２９日 マドゥロ大統領は、制憲議会に対して経済

妨害対策法を提出した。 

 

ただし、同法律にどのような内容が書かれているかは報

じられていない。 

 

マドゥロ政権は演説で米国政府の対ベネズエラ方針と

経済制裁による被害を説明。 

米国政府は、ベネズエラの資源を自分のものにするため

介入を正当化するために様々な工作行為を行っている

と主張。経済制裁もその一環であるとした。 

 

また、米国の度重なる妨害行為を受けてベネズエラ経済

は疲弊しており、２０２０年現在の外貨流入額は２０１

４年当時から９９％減少したと訴えた。 

 

他、米国政府によるガソリン調達の妨害を非難。 

リベリア籍のタンカーは、米国政府の圧力を受けてベネ

ズエラへのガソリン輸出を断念した。米国が妨害をしな

ければ、現在のベネズエラの状況は遥かに良いものにな

っていたと主張した。 

 

カベジョ制憲議長は、速やかに制裁対策法を議論し、可

決すると述べており、近日中に法律が発効するものと思

われる。 

 

「グアイド政権の CITGO 社長 辞任表明」         

 

９月２９日 ルイス・パラシオス CITGO 社長は、辞任

を表明した。 

 

パラシオス社長は１９年２月にグアイド政権率いる野

党国会に社長に任命されていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.253」参照）。 

 

「私が CITGO 社長に就任してから３つの大きな目標

があった。１つ目は企業統治の確立、２つ目は財務問題

の解決、３つ目は企業が発展する支援をすることだ。 

 

これらの目標について、我々は大きく前進することが出

来た。重要な時期は過ぎ、私が役割を変えるのに適切な

時期に来たと考えている。」 

と述べた。 

 

なお、１０月３０日までは CITGO 社長を続ける予定だ

という。また、３１日以降も CITGO の役員を続ける意

思はあるようで、CITGO を完全に離れるわけではない

ようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
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社 会                       

「米 麻薬取締でベネズエラ人３名に懸賞金」            

 

９月２９日 米国政府は、麻薬取引の関係者としてベネ

ズエラ警察組織の元幹部３名に対して、総額２，０００

万ドルの懸賞金をかけた。 

 

懸賞金をかけられたのは、 

SEBIN の元幹部 Pedro Luis Martín Olivares 氏。 

Ineterpol ベネズエラの元幹部 Rodolfo McTurk Mora 氏 

CICPC の元幹部 Jesús Alfredo Itriago 氏の３名。 

 

Martín Olivares 氏の懸賞金は１，０００万ドル。 

McTurk Mora 氏と Alfredo Itriago 氏は夫々５００万ド

ルの懸賞金がかけられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
（写真）米国国務省 

 

以上 


