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（写真）アイサミ石油相ツイッター “イラン・タンカー「Fortune」 ベネズエラに到着” 

 

 

２０２０年５月２５日（月曜） 

 

政 治                     

「検察庁 最高裁に VP のテロ組織認定を求める」 

経 済                     

「イラン・タンカー ベネズエラに到着 

～ガソリン供給可能期間は３０～４０日？～」 

「Crystallex ７月１７日に CITGO 売却協議」 

「CONATEL DirecTV のサービス委託業者探す」 

「コロンビア・ベネズエラ取引 ５０％減」 

社 会                     

「FARC リーダー ベネズエラに潜伏？」 

「スリア州で抗議行動 治安部隊と衝突」 

２０２０年５月２６日（火曜） 

 

政 治                    

「最高裁 与党派国会を有効と認識 

～１６年からの国会無効状態に終止符か～」 

「ゴドレウ氏と与党関係者の関係報じられる」 

「コロンビア当局 

Gedeón作戦のキーパーソンの所在を捜索」 

「マドゥロ政権 ６月１日から外出制限緩和」 

「EU ベネズエラ移民対策費で２７．９億ドル」 

「ウラディミール・ビジェガス氏が番組降板」 

経 済                    

「５月２８日に英国で GOLD 差し押さえ審議」 
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２０２０年５月２５日（月曜）             

政 治                       

「検察庁 最高裁に VP のテロ組織認定を求める」       

 

５月２５日 サアブ検事総長は、最高裁に対して野党政

党「大衆意志党（VP）」をテロ組織に認定するよう申請

した。 

 

サアブ検事総長は、 

「VP は０９年に市民団体として活動を開始し、１１年

に政党として選挙管理委員会（CNE）の承認を受け、そ

の後は暴力的な活動を支援してきた」と指摘。 

 

１４年の抗議行動（VP のレオポルド・ロペス党首が投

獄された）、１７年の抗議行動は VP がマドゥロ政権を

倒壊させる目的で準備をしたと訴えた。 

 

また、１９年１月にグアイド議員が自身で大統領就任を

宣言し、法的根拠を持つことなく米国の支援を受けて大

統領就任を自任し、国の秩序と安定を脅かしたと主張。 

これらの活動を理由に、最高裁に対して VP を「テロ組

織」に認定するよう求めた。 

 

この訴えを受けて、レオポルド・ロペス党首（在ベネズ

エラ・スペイン大使館の大使公邸で保護されている）は

自身のツイッターを更新。 

 

「今日、麻薬犯として国際的な非難を受け、テロを促進

する FARC や ELN、ヒズボラなどと友好な関係を持つ

政権が、VP を脅迫した。 

 

独裁者は、全ての国民の自由と夢を諦めさせることはで

きない。従って、VP を無くすことはできない。VP は憲

法に従った自由で思いやりのある組織で、独裁政権には

屈しない。」 

と投稿した。 

経 済                        

「イラン・タンカー ベネズエラに到着        

  ～ガソリン供給可能期間は３０～４０日？～」           

 

５月２５日  ガソリンを積んだイランのタンカー

「Fortune」がベネズエラに到着した。 

 

現在、イランはベネズエラに５隻のタンカーを輸出して

いるが「Fortune」が最初にベネズエラに到着したタン

カーになる。到着地はカラボボ州のエルパリート製油所。 

 

「Fortune」の次に到着予定のタンカー「Forest」は、フ

ァルコン州パラグアナ半島に向かっているようで、２６

日時点で港に到着したとの報道は確認できていない。 

 

タンカーにどの程度のガソリンが積まれているのか正

確な情報は存在しないが、一部報道によると「Fortune」

は約２７万バレル、「Forest」は２７．５万バレル、「Faxon」

は２６．８万バレルだという。 

 

また、５隻のタンカーが運んできたガソリンでどの程度

ベネズエラのガソリン不足が緩和されるのかも専門家

によって意見が大きく異なる。 

 

実際にマドゥロ政権がどの程度のガソリンを供給する

かにより日にちも変わるので、予想するのは困難だろう。 

 

筆者が確認した中で、一番短い予想では２０日。最も長

い予想は９４日。３０～４０日程度という予想が最も多

いと思われる。この予想が正しければ、６月中はガソリ

ン不足感が多少は和らぐのかもしれない。 

 

なお、今回のガソリン輸出を受けて、米国政府はイラン

に対して追加の制裁措置を検討していると報じられて

いる。 
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「Crystallex ７月１７日に CITGO 売却協議」         

 

５月２２日、米国デラウエア裁判所は、カナダの金開発

会社「Crystallex」に対して、チャベス政権下での金鉱区

接収を理由とする賠償金回収のために「CITGO」資産

の売却手続きを進めることを許可した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.449」参照）。 

 

本件について、エネルギー専門メディア「Argus Media」

は、売却手続きに関する協議が７月１７日に行われる予

定だと報じた。 

 

ただし、米国政府は１９年８月に「行政命令 No.13884」

を公布。CITGO を含む米国にあるベネズエラ政府の資

産凍結を決めた（「ウィークリーレポート No.109」参照）。 

 

この行政命令を理由に、「Crystallex」が実際に CITGO

資産を売却するためには、制裁制度を管轄する外国資産

管理局（OFAC）のライセンスが必要となる。 

 

トランプ政権はグアイド政権を支持しているので、仮に

OFAC が「Crystallex」による CITGO 売却に対してラ

イセンスを発行したとすれば、米国政府がグアイド政権

を見限ったことを意味し、グアイド政権に致命的な打撃

を与えることになる。また、ベネズエラにとって大きな

損失になるだろう。 

 

「CONATEL DirecTV のサービス委託業者探す」                  

 

５月２２日 最高裁は有料放送「DirecTV」サービスの

再開を命じた（「ベネズエラ・トゥデイ No.449」参照）。 

 

これを受けて、「国家電気通信委員会（CONATEL）」は

DirecTV の施設、資材を差し押さえた。 

 

 

 

５月２５日 制憲議会のマリア・アレハンドロ・ディア

ス制憲議員は、「国営放送局（VTV）」のインタビュー番

組に出演。 

 

「DirecTV」のサービス再開に向けて、CONATEL は同

サービスを継続できる業者を探していると説明した。 

 

一方、グアイド政権は「DirecTV」が他国から報道を継

続する手段を探っているようだ。コロンビアからの報道

を受信するという案が出ているが、ベネズエラ側が承認

しない限り困難との見解が多い。 

 

また、仮にコロンビアから「DirecTV」を視聴できるよ

うになったとしても、視聴料金はコロンビアの料金設定

になるだろう。 

 

ベネズエラの「DirecTV」料金は異常に安価だからこそ、

一般大衆も視聴することが出来ていた。国際基準と同じ

価格になれば、「DirecTV」を視聴できるのはほんの一

部の国民になるだろう。 

 

「コロンビア・ベネズエラ取引 ５０％減」                  

 

「ベネズエラ・コロンビア商工会（Cavecol）」は、２０

年２月のベネズエラからコロンビアに向けた輸出は約

４００万ドルで前年同期比５２％減だったと発表した。 

 

また、コロンビアからベネズエラへの輸出は約２，６０

０万ドルで前年同期比４８％減だったとしている。 

 

両国の取引の合計額は約２，９００万ドル。前年同期比

４８％減と発表した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/085a5879bb22ab1d753fabcff7773a44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
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（写真）Cavecol 

 

社 会                        

「FARC リーダー ベネズエラに潜伏？」           

 

グアイド政権で国家安全保障担当を務めているイバン・

シモノビス氏（１９年４月にマドゥロ政権の自宅軟禁か

ら脱走し、米国に亡命した野党政治家）はコロンビアの

ゲリラ組織 FARC のリーダー格であるヘスス・サント

リッチ氏（本名 Seuxis Pausias Hernandez Solarte 氏）

がカラカスに潜伏していると投稿した。 

 

シモノビス氏によると、サントリッチ氏はカラカスのコ

レクティーボ「La Piedrita」に守られているという。 

 

また、５月２３日時点でサントリッチ氏は、カラカス１

月２３日地区４８区のアパート１４階、１４－７、１４

－８に潜伏しているという。 

 

この情報は「La Piedrita」のコレクティーボから入手し

たとしている。 

 

 

 

 

 

 

（写真）TVV  

“サントリッチ氏が潜伏しているとされるアパート” 

 

「スリア州で抗議行動 治安部隊と衝突」         

 

外出制限が科せられている状況下でもガソリン、電力、

水、ガス不足などを理由とする抗議行動は、散発的に起

きているが、５月２５日にスリア州で比較的大きな抗議

行動が起きた。 

 

抗議行動を起こしたのはマラカイボ市の「Las Pulgas」

という生鮮市場で商品を販売する人々。スリア州知事は

市場の解放を禁止しており、商品が販売できず、この措

置に市場の店主らが抗議を始めたという。 

 

抗議行動は軍人らか催涙弾を発砲するなどして抑えら

れた。なお、死者は報じられていない。 
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（写真）@Lenin Danieri 記者 

 

２０２０年５月２６日（火曜）              

政 治                       

「最高裁 与党派国会を有効と認識           

  ～１６年からの国会無効状態に終止符か～」        

 

５月２６日 最高裁は、ルイス・パラ議員を議長とする

与党派国会役員を有効な役員と認識すると発表した。 

 

ベネズエラには現在、グアイド議長をトップとする野党

派国会とパラ議員をトップとする与党派国会が存在す

る。正確に言うと、パラ議員は２０年１月まで「第一正

義党（PJ）」に所属しており、元々は野党議員だが、野

党を離反し与党側についている（「ウィークリーレポー

ト No.130」参照）。 

 

 

 

 

２０１６年、マドゥロ派の最高裁は国会が最高裁の決定

（アマゾナス州の投票に問題があったとしてアマゾナ

ス州で当選した３名の議員の議員権を一時的に停止す

る決定）に従わないことを理由に国会を無効状態にした。 

 

それ以来、国会は立法権を奪われ、憲法で定められた国

会の機能を果たすことが出来なくなっている。 

 

パラ議員を議長とする国会が最高裁に認められたこと

で、与党派国会に立法権が戻り、マドゥロ政権としては

同国会を通じて法律改定が出来ることになりそうだ。 

 

ただし、野党派国会は与党派国会を認めることはないた

め、欧米を中心とする国際社会は与党派国会が定める法

律を正当なものと認識しない。 

 

マドゥロ政権としては、法律を変更するための建て前が

出来たのかもしれないが、根本的な問題の解決にはなっ

ていないのが実態だろう。 

 

「ゴドレウ氏と与党関係者の関係報じられる」           

 

５月２６日 「PanAam Post」は「Gedeón オペレーシ

ョン」に関与した「Silver Corp USA」のジョーダン・ゴ

ドレウ氏とマドゥロ政権関係者との関係を報じた。 

 

「PanAam Post」によると、ゴドレウ氏と Luke Denman

氏、Airan Berry 氏（５月４日にアラグア州で拘束され

た米国人）が２０年１月１６日に米国フロリダ州 Opa-

Locka 空港からコロンビアのバランキージャに移動す

る際にプライベート機を利用したという。 

 

その飛行機には PDVSA 系列の「Lubricantes Venoco de 

Centroamerica（VENECO）」（２０１０年にチャベス政

権が国有化した会社）の Alezandra Alvarez Mirabal 氏

が同乗していたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1ade78b8aa6c1ce5262111b3fbb0a83.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e1ade78b8aa6c1ce5262111b3fbb0a83.pdf
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「PanAam Post」は関係筋からの情報として、Mirabal

氏とゴドレウ氏は関係の近い友人だったと報じている。 

 

なお、ゴドレウ氏を乗せた飛行機「YV３２３１」は

「Servicios Aereo Mineros（Serami）」という鉱物の輸出

に従事する会社の飛行機で、ベネズエラへの飛行も許可

されている。 

 

ゴドレウ氏がコロンビアに移動する前日の１月１５日

PM１時３０分、「YV３２３１」はベネズエラのカラカ

ス空港からコロンビアのバランキージャへ移動。 

 

その際に「YV３２３１」に搭乗していた乗客はフラン

クリン・ドゥラン氏とデリサ・ソウサ・モリナ氏だった。 

 

デリサ・ソウサ・モリナ氏の素性は分かっていないが、

フランクリン・ドゥラン氏はチャベス政権時代に汚職の

罪で米国にて逮捕されたことがある人物。国有化される

以前に「VENECO」の株主だったこともあるようだ。 

 

そして、「YV３２３１」はバランキージャ到着後、同日

PM４時３０分に Alezandra Alvarez Mirabal 氏だけを乗

せてバランキージャからフロリダ州 Opa-Locka 空港に

移動した。 

 

なお、フランクリン・ドゥラン氏は５月２４日にマドゥ

ロ政権に拘束された。ドゥラン氏は３月に米国が拘束し

たクリベル・アルカラ氏と深い関係にある人物だという。 

 

ドゥラン氏と Alezandra Alvarez Mirabal 氏がマドゥロ

政権を裏切り軍事作戦に協力していた可能性もあるだ

ろうし、引き続きマドゥロ政権を支持しており、ゴドレ

ウ氏と結託し野党を騙そうとしていた可能性もありそ

うだ。 

 

 

 

 

「コロンビア当局                    

  Gedeón作戦のキーパーソンの所在を捜索」         

 

コロンビア・メディア「BLU Radio」は、Gedeón オペ

レーションの重要参考人とされる女性の存在について

報じた。 

 

「BLU Radio」によると、問題の女性は３月２３日にバ

ランキージャ－リオアチャ間で起きた武器密輸事件の

関係者だという（当時のニュースは「ベネズエラ・トゥ

デイ No.424」（マドゥロ政権 コロンビア政府の暗殺計

画を訴え）参照）。 

 

武器を運んでいたホルヘ・アルベルト・モリナレス氏の

証言によると、荷物は「Yasid」という人物から委託を受

け、「Pantera」（５月３日の「Gedeón オペレーション」

で亡くなったロベルト・コリナ氏）という人物に引き渡

す予定だったとしている。 

 

コロンビア当局は荷物を受け渡す瞬間が移っている防

犯カメラからこの女性を特定（「Alexandra」と報じられ

ている）。この女性が住んでいたとされるバランキージ

ャとリオアチャの２件の家を捜査した。 

 

そして、バランキージャの自宅からベネズエラ人１６４

名のリスト（氏名、身分証明番号、電話番号、コロンビ

アでの居住地、軍人時代の役職が書かれたリスト）を押

収。加えて、２つのパスポートも押収したという。 

 

また、リオアチャの自宅ではベネズエラの軍服、ベネズ

エラの地図、大尉称号の身分証を押収したという。 

 

コロンビア当局は、問題の女性が事件の真相を知ってい

る可能性が高いとして捜査に当たっているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
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「マドゥロ政権 ６月１日から外出制限緩和」         

 

５月２６日 マドゥロ大統領は、６月１日から外出禁止

令を緩和すると発表した。 

 

現時点では緩和措置の具体的な内容は明らかにされて

いないが、新たに調達した１，３００台の公共バスと修

理が完了した６５０台の公共バスの運行を再開するこ

とは発表した。 

 

また、ガソリン供給制度についても近日中に新たな仕組

みを発表すると述べた。 

 

同日、野党系メディア「La Patilla」はカベジョ制憲議長

が与党系知事らに新ガソリン供給システムについて説

明している音声を公開。 

 

カベジョ制憲議長の音声によると、新たなガソリン供給

システムは衛星を用いて管理されるという。 

 

また、稼働しているガソリンスタンドの数を増やすこと

も検討しているようだ。音声で、「仮に１０のガソリン

スタンドが稼動していたとすると、２０～２５に増や

す。」と述べている。 

 

また、カベジョ制憲議長は知事らに対して、ガソリン供

給の仕組みについてはアイサミ経済担当副大統領が管

轄しており、ガソリンを出来るだけ早く国内に供給でき

るようアイサミ氏の指示に適切に従うよう求めた。 

 

「EU ベネズエラ移民対策費で２７．９億ドル」                  

 

５月２６日 欧州連合は、スペインのマドリッドでベネ

ズエラ移民対策費を募るための会合を実施した。 

 

 

 

同会合で国連の「国際移民機構（OIM）」、「難民高等弁

務官事務所（UNHCR）」、欧州連合らはベネズエラ移民

対策費として合計２７．９億ドルを確保することで合意

した。 

 

そのうち６億５，３００万ドルは寄付で、それ以外は返

済義務があるようだ。 

 

寄付額が最も多いのは欧州連合委員会で１億５，８００

万ドル。次いでスペインが５，４８０万ドルを寄付する

という。また、欧州連合委員会として４億３，９００万

ドルの融資枠を確保する予定。 

 

欧州連合委員会の寄付金のうち、７，７００万ドルはコ

ロンビア、ペルー、エクアドルなどベネズエラ移民の多

い地域に割り振り、７，４００万ドルはベネズエラとの

国境での受け入れ施設の拡充などに充てられる。 

 

なお、これらの対策費は１年分ではなく、数年にかけて

執行されるようだ。 

 

「ウラディミール・ビジェガス氏が番組降板」                  

 

５月２６日 「Globovision」で１３時に放送されるイン

タビュー番組「Vladimir a la １」の司会進行を務めてい

たウラディミール・ビジェガス氏が同番組を降板するこ

とになったと発表した。 

 

ビジェガス氏によると、自身の意志と反してマドゥロ政

権に辞めるよう圧力をかけられたとしている。 

 

情報筋によると、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相の指示

のようだが、ビジェガス氏とロドリゲス情報通信相はあ

る知人を通して比較的良好だったとの話もあり、真偽の

ほどは定かではない。 
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ビジェガス氏は「Vladimir a la １」の司会者を７年間務

めていた。筆者のカラカス駐在時代には同氏の番組もよ

く見ていたし、彼とも何度か面談している。 

 

ビジェガス氏の弟は、現在マドゥロ政権で文化相を務め

ているエルネスト・ビジェガス氏。 

ウラディミール氏自身も０３年にベネズエラ国営放送

局の社長を務めたこともある。 

 

これらの経歴からメディアは同番組とビジェガス氏に

批判的だったが、筆者が知る限りビジェガス氏は決して

与党派の司会者ではなかった。 

 

「Vladimir a la １」には、与党政治家も野党政治家も出

演し、双方の意見が聞ける良い番組だと考えていたので

個人的には残念である。 

 

今後、ビジェガス氏は野党側の代表として「選挙管理委

員会（CNE）」の役員になるとの噂もあるが、現時点で

ははっきりとしたことは分からない。 

 

なお、野党側の CNE 役員といってもグアイド政権の野

党代表ではない。仮にビジェガス氏が CNE 役員に就任

するのであれば、ルイス・パラ議員を国会議長とする穏

健野党を代表する CNE 役員になるだろう。 

 

 

（写真）Venepress 

“ウラディミール・ビジェガス氏” 

 

経 済                       

「５月２８日に英国で GOLD 差し押さえ審議」            

 

マドゥロ政権は、ベネズエラ中央銀行が英国に所有する

GOLD の凍結解除を求めて英国裁判所に訴えを起こし

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

 

５月２６日 デルシー・ロドリゲス副大統領は５月２８

日に英国裁判所で GOLD 資産の凍結について協議が行

われると発表した。 

 

ロドリゲス副大統領は英国政府に対して同国に保管さ

れている１０億ドル超の GOLD をベネズエラに返すよ

う要請。 

 

GOLD 返却を拒むことは英国政府が COVID-１９でベ

ネズエラ国民の死者を増やしていることを意味すると

訴えた。 

 

また、GOLD 凍結を求める米国政府とグアイド政権に

ついても共犯者であると批判。ベネズエラ情勢の悪化は

彼らに主要な責任があると主張した。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf

