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（写真）Lechguinos “ベルガラ議員（左）レンドン氏（右）公職からの辞職願を提出、グアイド議長受理” 

 

 

２０２０年５月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「契約書署名者 グアイド政権公職を辞任 

～グアイド議長 オペレーション責任回避か～」 

「CNE の倉庫放火はマドゥロ政権の自作自演？」 

経 済                     

「PDVSA 債務返済のため合弁相手に原油渡し」 

「Nynas PDVSA の株式３５％を購入 

～PDVSA が少数保有者になり制裁を解除～」 

「中国もベネズエラ国内の精製施設復旧に協力」 

「国会 ２０年４月のインフレ率先月比８０％」 

「IMF ベネズエラへの融資実行を否定」 

２０２０年５月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 契約書への署名を改めて否定 

～カベジョ制憲議長関係者が作戦の支援者～」 

「アントニオ・セケア軍人の証言」 

「野党国会 共和国管理評議会を発足」 

「米下院外交委員長 トランプ政権に説明要請」 

「マドゥロ政権 Covid-１９緊急事態令を延長」 

経 済                    

「OFAC  Rosneft へ５月２０日までに撤退要求」 

「中銀 納税時の外部監査証明を義務化」 

「国内外航空便 ６月１２日まで運行停止」 
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２０２０年５月１１日（月曜）             

政 治                       

「契約書署名者 グアイド政権公職を辞任        

 ～グアイド議長 オペレーション責任回避か～」       

 

５月１１日 「SilverCorp USA」との契約書への署名を

認めているファン・ホセ・レンドン氏とセルヒオ・ベル

ガラ議員は、グアイド政権に対して自身の辞任を要請。 

 

グアイド議長は、両名の辞任を受け入れた。 

 

レンドン氏は、グアイド政権大統領府の統括戦略リスク

マネジメント高等担当官、ベルガラ議員もグアイド政権

大統領府のリスクマネジメント高等担当官という役職

を担っていた。 

 

ベルガラ議員が公表した辞職願では、契約書が間違った

形で正当な政府と関連付けられたと主張。また、問題の

契約は１０月に履行不能になり、１１月８日に無効化さ

れたと改めて記述。 

 

 

（写真）国家情報通信センター（野党国会） 

“ベルガラ議員がグアイド議長に宛てた辞職願” 

 

 

また、２０年３月に DEA が麻薬取引の元締めとして拘

束したアルカラ氏についても直接、間接的にコンタクト

を取ったことは一度もないと記載している。 

 

レンドン氏は、公職は辞任するが、ベネズエラの問題へ

の関与は放棄しないとして、引き続きベネズエラの民主

主義回復のために務める意志を示した。 

 

両名の辞職願提出に先立ち、主要野党の１つ「第一正義

党（PJ）」は野党国会で、独立外部委員会を組織し、

「Gedeon オペレーション」の調査を要請。事件に関与

した公職者の辞任を提案していた。 

 

グアイド政権としては、両名の辞任で今回の一件の幕を

引きたいということなのだろう。 

 

「CNE の倉庫放火はマドゥロ政権の自作自演？」         

 

３月７日 「選挙管理委員会（CNE）」のマリチェ地区

の倉庫で大規模な火災が発生。倉庫に保管されていた自

動投票機、指紋認証機が焼失した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.417」参照）。 

 

この事件に関して、Gregory Jaimes記者は消防員とCNE

関係者からの情報として、CNE は放火の前に機材を全

て別の場所に移しており、放火自体がマドゥロ政権の自

作自演だった可能性があると指摘した。 

 

 

（写真）Gregory Jaimes 記者 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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CNE は、同日の火事で、投票機・指紋認証機５万台、

非常用電源２．２万台などが焼失したと発表しており、

国会議員選の実施に大きな影響が出ているとされてい

るが、仮に焼失していないとすれば、状況が許せば２０

年中にでも国会議員選が実行できることになるだろう。 

 

経 済                        

「PDVSA 債務返済のため合弁相手に原油渡し」           

 

「ロイター通信」は、PDVSA 合弁会社「Petrozamora」

の合弁相手「GPB Global Resources BV」が、債権返済

の一部としてベネズエラ原油を受け取ったと報じた。 

 

米国の制裁によりベネズエラの原油輸出は困難になっ

ており、国内には処理できない原油が保管されている。 

 

合弁会社は制裁に抵触しない手段で、これらの在庫を販

売する手段を検討している。 

 

３月 「GPB Global Resources BV」はマラカイボ湖の

原油「Boscan」「Laguna」１１０万バレルを受け取り、

４月に「Eurodignity」という船で原油を輸出。 

 

船舶追跡システムによると、４月末時点で「Eurodignity」

はマレーシア近海を運行していたという。 

 

「GPB Global Resources BV」はオランダ本社の会社だ

が、ロシアの石油会社「Gazprombank」で役員を務めた

ことのある Boris Ivanov 氏が設立した会社だという。 

 

「Gazprombank」は「GPB Global Resources BV」の株

式を保有していたが、１年前に第三者に株式を売却した

という（売却相手は不明）。 

 

 

 

 

「Nynas PDVSA の株式３５％を購入           

  ～PDVSA が少数保有者になり制裁を解除～」                  

 

米国の「外国資産管理局（OFAC）」はスウェーデン

「Neste Oil」とPDVSAが共同で株式を保有する「Nynas 

AB」のベネズエラ関連の制裁を完全に解除すると発表

した。 

 

「Nynas AB」の発表によると、PDVSA は株式の３５％

を売却したという（売却額がいくらだったのかは明らか

にされていない）。 

 

PDVSA が５０％超の株式保有を失い、少数株式保有者

になったことで制裁対象から外れることになったとい

う。 

 

「Nynas AB」は、PDVSA が５０％超の株式を保有して

いることで制裁対象とはなっていたが、同時に制裁ライ

センスを発行されており、「Nynas AB」との取引は米国

企業も含めて基本的に可能ではあった。 

 

しかし、制裁ライセンスが修正される可能性はつきまと

う。 

 

取引相手先は、リスク回避のために取引停止や融資供与

を避けることが多く、同社の運営に間接的な影響を与え

ていただろう。 

 

「Nynas AB」の Bo Askvik 社長は 

「我々は長年の間、米国の制裁により理不尽な負担を強

いられてきた。これにより組織は疲弊している。そして、

ついに我々は会社の再建に乗り出すことができる。制裁

が解除されたことで通常の商取引が出来るようになる。」 

と企業再建に意欲を示した。 
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「中国もベネズエラ国内の精製施設復旧に協力」         

 

「Argus Media」は、中国とイランがパラグアナ半島の

精製施設の改修に協力すると報じた。 

 

イランが精製施設の復旧に協力していることは以前か

ら報じられていたが、中国企業も改修に協力するという

のは新しい情報だろう。 

 

中国で協力が報じられたのは「中国天然気集団（CNPC）」

の関係会社「Jichai Power Equipment Company」という

会社で改修に必要な資材を提供しているようだ。 

 

また、イラン側で改修工事に協力しているのは「Khatam 

al-Abbiya」という技術会社で米国政府の制裁対象企業

だという。 

 

現在パラグアナ半島の精製施設は日量８．６万バレルの

稼働を目指しており、目標達成後に「アムアイ製油所」

「エルパリート製油所」など別の製油所の修繕にも乗り

出すという。 

 

「国会 ２０年４月のインフレ率先月比８０％」                  

 

５月１１日 野党国会は２０年４月のインフレ率を公

表した。 

 

４月のインフレ率は先月比８０％増。 

１９年１月（１９１．６％増）以来の高いインフレ率を

記録した。 

 

１９年４月～２０年 4 月までの累計インフレ率は４，２

１０％。２０年１月～４月までのインフレ率は３４１．

６１％となった。 

 

 

 

品目別でインフレ率が高かったのは 

「医療」で先月比１６２．４４％増。 

次いで「たばこ・アルコール類」が同１３２．６６％増。 

「賃料」が同１１２．２８％増。 

「交通」が同１０８．５７％増と続く。 

 

４月は並行レートが高騰。 

ベネズエラの物価は並行レートに影響される傾向にあ

り、急激な物価上昇が起きていた。これに伴い、マドゥ

ロ政権は物価統制を強化。基礎食料品２８品目の価格統

制を実施した（ただし、外貨建ての価格統制のようで、

インフレ抑制策として機能するのかは疑問）。 

 

４月下旬からは並行レートはやや落ち着いており、５月

の物価は４月よりも低い水準になるのではないか。 

 

 

（写真）野党国会 

“２０年４月のインフレ率を公表” 
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「IMF ベネズエラへの融資実行を否定」                  

 

５月１１日 IMF の Alejandro Werner 西半球担当部長

は「La Voz de America」のインタビュー番組に出演。 

 

IMF はマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識してお

らず、ベネズエラへの融資をできないと述べた。 

 

「IMF は国際社会の認識に従い加盟国の正当な政府を

認識している。現時点で、（ベネズエラの正当な政府が

誰かについて）明確な認識はない。」 

と述べた。 

 

３月１７日、マドゥロ政権は Covid-１９対策費として

IMFに５０億ドルの融資を求めたが、否定されている。 

その後、１０億ドルに金額を下げて融資を求めたとの報

道があるが、それも否定されたということだろう。 

 

なお、EU のボレル外交政策委員長は IMF によるベネ

ズエラ融資に賛同するとの方針を示している（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.423」参照）。 

 

２０２０年５月１２日（火曜）              

政 治                        

「グアイド議長 契約書への署名を改めて否定      

 ～カベジョ制憲議長の関係者が作戦の支援者～」        

 

５月１１日 グアイド議長は改めて「Gedeon オペレー

ション」と自身との関与を否定。「SilverCorp USA」の

ゴドレウ氏が公表した契約書について、自身はサインを

していないと主張した。 

 

 

 

 

 

グアイド議長は、「EVTV」のインタビュー番組に電話出

演し、 

「あの契約書に書かれているサインは、ねつ造されたも

のだ。これについては様々なメディアで既に発表済みだ。

あの契約書にサインしたと言っている人物（レンドン氏、

ベルガラ議員）も同じことを言っている。」 

と主張した。 

 

また、自身のサインのねつ造について、マドゥロ政権が

グアイド政権の信頼性を失墜させるため意図的に行っ

たと主張。 

「独裁者は無関係な者を関連付けたがる。 

独裁者は３月から恐怖を拡散させてきた。彼らは計画を

知りながら、事件が起きるのを待ち、軍人の大量虐殺を

行った。我々はこれらの殺人行為を非難する。」 

との見解を示した。 

 

また、「Gedeon オペレーション」はマドゥロ政権側に資

金提供者がいると主張。コメディ番組の司会者のテスタ

フェロ（汚職資金隠しを協力している人物）が今回の作

戦の資金協力者だと訴えた。 

 

「コメディ番組の司会者」とは「Con el Mazo Dando」

の司会を務めるディオスダード・カベジョ制憲議長の事

を指していると思われる。 

 

 

（写真）EVTV 

“「Gedeon オペレーション」との関係を否定” 
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「アントニオ・セケア軍人の証言」            

 

グアイド議長が言及したテスタフェロが誰を指してい

るのかはっきりしないが、「Gedeon オペレーション」の

実行部隊の中に、マドゥロ政権の内通者がいたとの報道

が流れている。 

 

現時点で、２名の内通者が実行部隊にいた可能性が報じ

られている。 

 

１名は、５月４日にチュアオで拘束されたアントニオ・

セケア氏（元軍人）。今回の「Gedeon オペレーション」

の実行部隊を指揮した人物とされる。 

 

（写真）VTV 

 

もう１名は、５月１０月にコロニア・トバルで拘束され

た Jairo Bethelmy 氏（赤〇で囲まれた人物）。 

 

（写真）ネストル・リベロール内務司法平和相 Twitter 

 

両名ともに１９年４月にグアイド議長が行った「自由オ

ペレーション」の際に、マドゥロ政権から離反した軍人。 

 

両者ともに大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首

を自宅軟禁から脱出させるために活動した人物だとい

う。 

 

５月１２日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、アント

ニオ・セケア氏の証言映像を公開。 

 

セケア氏は 

①２０年２月にグアイド議長がトランプ大統領と面談

した際、ゴドレウ氏もホワイトハウスでグアイド議長

と直接面談していること。 

②トランプ政権は今回のオペレーションを認識してい

たこと。 

③米国軍によるカリブ海での軍備強化は、我々の海上移

動をサポートする目的だと考えていたこと。 

④米国政府は３月にアルカラ氏を拘束し、軍事計画の指

揮者をイバン・シモノビス氏に変えたこと。 

などを語った。 

 

他、ロドリゲス情報通信相は、コロンビア政府と米国政

府（麻薬捜査局）は、麻薬取引犯に対して、麻薬取引を

見過ごす代わりに「Gedeon オペレーション」に協力す

るよう求めていたと指摘。 

 

その中の１人「通称、ドブレ・ルエダ」が保有するコロ

ンビアの土地から「Gedeon オペレーション」の実行部

隊が出発している事を確認していると説明した。 
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「野党国会 共和国管理評議会を発足」           

 

５月１２日 グアイド議長率いる野党国会は「共和国管

理評議会（Consejo de Contraloria de la Republica）」を

組織する法律を全会一致で承認した。 

 

同評議会の目的は、「国家の資産の適切な査察、監視を

保証すること」だという。 

 

同評議会の組織を提案したホセ・プラット議員は、 

「国家の資産が何のコントロールをされることもなく

奪われている。この状況に対抗するため、この法律を提

案する。透明性と法律・規律をもって承認された予算を

執行する。」 

と主張した。 

 

「米下院外交委員長 トランプ政権に説明要請」         

 

５月１２日 米国下院のエリオット・エンゲル外交委員

長（民主党）は、トランプ政権に対して、「Gedeon オペ

レーション」とトランプ政権の関与の有無について説明

するよう正式に要請した。 

 

「ウィークリーレポート No.148」でも言及したが、今

回のオペレーションに米国政府は直接的には関わって

いないかもしれないが、間接的な関与はほぼ確実だろう。 

 

 

（写真）米国下院外交委員ツイッター 

 

米国人が拘束されていることもあり、米国政府として本

件を放置することは難しく、米国検察局が今回の事件の

調査に動いているという。 

 

他方、真相が分かると間接的なトランプ政権の関与が確

認されることになるだろう。 

 

１１月には大統領選を控えており、トランプ政権として

ネガティブ報道はさけたいところだが、メディア統制を

誤るとトランプ政権にとって頭の痛い問題になるかも

しれない。 

 

「マドゥロ政権 Covid-１９緊急事態令を延長」         

 

５月１２日 マドゥロ大統領は「Covid-１９緊急事態令」

を３０日間延長すると発表した。 

 

今回の延長により、６月１２日まで緊急事態令が継続す

ることになり、国民の移動の自由が制限されることにな

る。 

 

なお、５月１３日時点でベネズエラでの Covid-１９感

染確認者は４２３名。近隣国と比べて圧倒的に少ないが、

ほとんど検査がされておらず、実態はもっと多いとされ

ている。 

 

野党「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、緊急事

態令を延長する理由について、Covid-１９よりもガソリ

ン不足による抗議行動を抑えることを目的に緊急事態

令を延長していると指摘している。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/eda5cc3dd0beab416dc1e7a9486dea21.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年５月１１日～５月１２日報道            No.４４４   ２０２０年５月１３日（水曜） 

8 / 8 

 

経 済                       

「OFAC Rosneft へ５月２０日までに撤退要求」            

 

５月１２日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」はロス

ネフチに対する制裁ラインセンスを更新。 

 

「Rosneft Trading」、「TNK Trading」に対して、 

「５月２０日までであればベネズエラからの撤退プロ

セスにかかる活動を許可する」 

とのライセンスを発行した。 

 

別の言い方をすれば、５月２０日までにベネズエラ事業

からの完全撤退を求めているということになる。 

 

２月１８日 米国政府は、マドゥロ政権に資金的なサポ

ートをしていることを理由に「Rosneft Trading」に制裁

を発動した（「ベネズエラ・トゥデイ No.408」参照）。 

 

その後、３月１２日には「Rosneft Trading」の役割を引

き継いだ「TNK Trading」にも制裁を発動した（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.418」参照）。 

 

これを受けて３月２８日 「Rosneft」はベネズエラでの

事業を全て終了、全ての資産を売却することを決定して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

同発表以来、ロシアのベネズエラに対する関与はかなり

減った。一方、イラン、中国との接近が目立っているよ

うに見える。 

 

「中銀 納税時の外部監査証明を義務化」         

 

ベネズエラ中央銀行は、５月７日付決議「１８－１２－

０１」を発表。納税時（法人が対象とされる）の外部監

査証明の提出を義務付けた。 

 

 

現地経済系メディア「Banca y Negocios」によると、決

算、年末時の株式構成、各月の営業実績、労働時間、稼

働率など各種情報を提出する必要があるようだ。 

 

この決定は２０１９年に遡り適用されるとしており、１

０月３１日までに１９年実績を提出する必要があると

いう。 

 

「国内外航空便 ６月１２日まで運行停止」         

 

５月１２日 国家民間航空局（INAC）は、Covid-１９

の感染防止措置として３月から続いている国内外飛行

機の移動制限を３０日延長すると発表。 

６月１２日まで国内外商業便の移動が制限される。 

 

制限下での空輸が認められているのは 

１．緊急航空便 

２．貨物便・郵便 

３．技術的に必要な離着陸 

４．人道支援便 

５．国連が関係する飛行機 

６．事前に許可された飛行機 

 

 

（写真）国家民間航空局（INAC） 

以上 
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