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（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター “２月１５日 軍事演習を実施” 

 

 

２０２０年２月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「野党派国会 CNE 役員候補出そろう」 

「米国国務省 ベネズエラでの選挙について意見」 

「マドゥロ大統領 フランス大使の追放を検討」 

経 済                     

「PDVSA・Citgo が所有権を争う原油貨物 

～ホセ・ターミナルに荷下ろし～」 

「メルカドリブレ BsS.５０万から掲載可能」 

「中国ベネズエラ・ドリル工業会の代表を拘束」 

社 会                     

「バレンタインデーのプレゼント相場」 

20 年 2 月 15～16 日（土・日） 

 

政 治                    

「情報通信相 グアイド議長の汚職を非難 

～野党の汚職はメディアに隠されている～」 

「マドゥロ政権 民兵の軍事演習を実施」 

「グアイド議長 現政権下の選挙に参加しない 

～主要野党内では必ずしも意見一致せず～」 

経 済                    

「米国政府 ロシア政府への制裁を検討」 

「Repsol 今後２０年間ベネで事業を続けたい」 

「PDVSA ６７．７万バレルの購入者探す」 

「スイス マドゥロ政権の GOLD 取引に関与」 
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２０２０年２月１４日（金曜）             

政 治                       

「野党派国会 CNE 役員候補出そろう」       

 

与党派国会は、穏健野党と共に選挙管理委員会（CNE）

役員の任命について協議しているが、野党派国会も独自

で CNE 役員を任命するべく手続きを進めている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.399」参照）。 

 

２月１４日 野党派国会のアンヘル・メディナ議員は、

CNE 役員検討プロセスの進捗状況について説明。 

 

５０超の民間団体から CNE 役員の推薦を受けており、

推薦された候補者の中から選考を行っていると発表し

た。 

 

メディナ議員は 

「我々は産業界、財界、労働組合、地域団体など５０を

超える民間団体から CNE 役員候補の推薦を受けた。 

 

多くの団体は候補者を推薦することでマドゥロ政権か

ら嫌がらせを受けることを懸念しているが、これだけ多

くの候補者が出たことを喜ばしく感じている。」 

と説明した。 

 

今後、国会の CNE 役員任命委員会や関係団体との協議

を経て１０名の CNE 役員が任命される見通し。 

 

ただし、野党側が独自に CNE 役員を任命した場合、マ

ドゥロ政権がそれを認めるはずはなく、政治対立が更に

深化することになりそうだ。 

 

 

 

 

 

「米国国務省 ベネズエラでの選挙について意見」         

 

２月１４日 米国国務省はベネズエラで自由選挙を行

うための条件について米国の見解を発表した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

・新たな CNE は、均衡が取れて独立した組織でなけれ

ばいけない。また、新たな CNE 役員は、憲法規定に従

い国会によって承認された役員でなければいけない。 

 

・新たな最高裁は公平で独立した組織でなければいけ

ない。最高裁判所は正義と公正な選挙を保証する存在で

なければいけない。また、選挙は全ての国民と政党、候

補者に開かれたものでなければならない。 

 

・国会の全ての権限を復帰させなければならない。 

 

・政党、個人が大統領選、国会議員選に参加するための

あらゆる障害を排除しなければいけない。障害とは、外

国に逃亡した有権者や政治的な理由で拘束された人々

の参政権を保証することを含む。 

 

・国内外の選挙専門家で構成された独立した選挙監視

団の受け入れが必要。 

 

・全ての候補者、政党が通信、インターネットなどメデ

ィアを通じて平等に活動できることが必要。故マドゥロ

政権の独立性のない報道は許可してはいけない。 

 

・政治的な見解を示すために集団で行動を起こす権利

を保証しなければいけない。 

 

・全ての公権力が前述の決まりを順守する必要がある。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c94940a45e9519c98617113b25a710d8.pdf
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「マドゥロ大統領 フランス大使の追放を検討」                  

 

２月１１日 グアイド議長がベネズエラに帰国した際

に、一部の野党議員や外国の大使が空港でグアイド議長

を歓迎するために駆け付けようとした。 

 

しかし、駆け付けようとした関係者の多くは軍部・警察

の妨害により空港に到着することは出来なかった。 

 

しかし、在ベネズエラ・フランス大使の Romain Nadal

大使はマイケティア空港に到着し、グアイド議長を迎え

たようだ。 

 

これに対して、２月１４日 マドゥロ大統領は、「フラ

ンスがベネズエラの国内問題に首を突っ込んだ」として、

Nadal 大使の国外追放を検討すると言及した。 

 

一年前にもグアイド議長が、コロンビアからベネズエラ

に帰国したことがあった。 

 

この時、在ベネズエラ・ドイツ大使が呼びかけて、欧米

各国の大使を集めてマイケティア空港でグアイド議長

を迎えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.261」参照）。 

 

これに対して、マドゥロ政権はドイツ大使を「ペルソナ・

ノン・グラタ（歓迎されない人物）」として、国外追放

を命じたことがある（「ベネズエラ・トゥデイ No.262」

参照）。 

 

なお、それから４カ月後の１９年７月にアレアサ外相と

ドイツ外務省が会合を実施。 

 

当時、国外追放を命じられたドイツ大使は、ベネズエラ

に帰国している（「ベネズエラ・トゥデイ No.323」参照）。 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA・Citgo が所有権を争う原油貨物        

      ～ホセ・ターミナルに荷下ろし～」           

 

以前、PDVSA が CITGO に向けて送った原油（９５万

バレル、５，０００万ドル相当）の所有権を巡り両社が

争っているとの記事を紹介した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.379」参照）。 

 

PDVSA が CITGO に向けて積み荷を送ったのは１９年

１月。CITGO に向けて船が移動している際に、米国政

府は PDVSA に対して制裁を発動。 

 

CITGO に向かっていた原油船は移動を停止し、パリア

湾で停留を続けていた。 

 

「Bloomberg」は、この原油を積んでいる船舶「Gert 

Knutsen」が、ベネズエラのホセ・ターミナルに原油を

積み下ろしたと報じた。 

 

現時点では、この積み下ろしが CITGO 側の合意を得て

いるのかは不明。 

 

「メルカドリブレ BsS.５０万から掲載可能」         

 

ベネズエラでは「Mercado Libre」というサイトが広く

知られている。 

 

「Mercado Libre」は、元々アルゼンチン系の E コマー

スサイト。個人が自由に自身の所有物を売買できるサイ

トで、同サイトでは家具・家電・衣類・アルコール類の

他、不動産も掲載されている。 

 

ベネズエラでは、同サイトの規約変更が話題になってい

る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dcb3049fcd62fc33b53c80eaa08fde09.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/56b1d4a0f846e3abfe6e67ffe0a07bbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b1c2b4fca8f0426c544c34e74040c64.pdf
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「Mercado Libre」は、利用規約を変更。 

 

掲載する商品の最低価格を設定した。 

 

最低価格は BsS.５０万。現在の為替レートが１ドル約

BsS.７．５万なので６．６ドルからになる。 

 

ベネズエラでは、６．６ドルの商品は比較的高額で、新

たな規約に対して拒否の声があがっている。 

 

「中国ベネズエラ・ドリル工業会の代表を拘束」                  

 

２月１４日 タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、

中国ベネズエラ・ドリル工業会の代表と PDVSA 職員２

名を拘束したと発表した。 

 

拘束した理由は、亜鉛コイル２３０個の盗難。 

これらコイルの価値は、１個当たり３万ドルで合計６３

９万ドル相当の汚職を働いたと説明した。 

 

このコイルは「住居住宅省」傘下の「Plantas Moviles de 

Venezuela」が購入したもので、倉庫の建設に使用され

る予定だったという。 

 

社 会                        

「バレンタインデーのプレゼント相場」           

 

日本では、２月１４日は「バレンタインデー」で、女性

が男性にチョコレートをあげる習慣があるが、ベネズエ

ラでの風習は日本とは少し異なる。 

 

ベネズエラでは、２月１４日は「Dia de los enamorados

（恋人の日）」あるいは「Dia de San Valentino（聖バレ

ンタインの日）」と呼ばれ、恋人や家族がチョコレート

をあげる習慣はあるが、必ずしもチョコレートというわ

けではない。 

 

また、女性から男性にプレゼントをあげるだけではなく、

男性から女性にプレゼントをあげることも普通のよう

だ。 

 

現地メディア「El Nacional」は、「Dia de los enamorados」

に送るプレゼントの予算に関する調査を実施。 

 

チョコレートなど簡単な菓子の場合は BsS.１．８万～

BsS.１０万という回答が多かった。 

 

また、プレゼントの花束については最低でも BsS.４万

から。２４本のバラの花束だと BsS.１５０万（２０ドル

弱）かかるという。 

 

香水をプレゼントする人も多く、３０ml の場合、金額

はおよそ BsS.２３．９万ほどかかるという。 

 

プレゼント以外に外食に出かけるのも一般的な「Dia de 

los enamorados」の過ごし方で、外食の金額は１人当た

り１０～１２０ドル程度はかかるようだ。 

 

２０２０年２月１５～１６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「情報通信相 グアイド議長の汚職を非難        

   ～野党の汚職はメディアに隠されている～」        

 

２月１５日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、グアイ

ド議長とアレハンドロ・ベタンコート氏（「Derwick 

Associate」社長）の汚職関係を訴えた。 

 

両名の汚職疑惑は以前から報じられており、「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.397」でも紹介したことがある。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6dd529340fd6f928dab066deb37a4ea0.pdf
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ロドリゲス情報通信相は、 

「ファン・グアイドは権力のために戦っているのではな

く、お金のために戦っている。グアイドは、ベネズエラ

史上最もグロテスクな汚職事件を起こしている。 

 

アレハンドロ・ベタンコートは、大衆意志党（VP）のレ

オポルド・ロペス党首の従兄弟であり、石油産業の専門

家を名乗っている。彼は、グアイドのパトロンとして経

済的に彼を支援しており、米国で１２億ドルのマネーロ

ンダリングをおこなった。」 

と説明。 

 

また、この汚職取引には、先日「El Nuevo Heraldo」で

汚職が報じられた大衆意志党（VP）のタマラ・エイドリ

アン議員も関与していると主張した（当時のニュースは

「ベネズエラ・トゥデイ No.405」参照）。 

 

ロドリゲス情報通信相は、「CITGO」、「Monomeros」、

「人道支援を目的とした外国からの基金」などを含めて、

多くの資金が汚職に消えていると説明。 

 

また、この事実を世界中のメディアが隠していると訴え

た。 

 

「マドゥロ政権 民兵の軍事演習を実施」           

 

２月１５日 マドゥロ政権は民兵を集めて軍事演習を

行った。 

 

軍事演習は、首都カラカスに加えて、プエルトカベジョ

（カラボボ州）、サン・クリストバル（タチラ州）で行

われた。 

 

パドリーノ・ロペス国防相は、２３０万人の民兵が帝国

主義国からベネズエラを守るために演習に参加したと

説明した。 

 

軍事演習の様子は国営報道などで流されたが、一般人が

グラウンドを駆け回り、障害物競争をしているような映

像が流れており、統率はとれておらず、服装もバラバラ。 

 

軍事演習というよりも父母が出場する運動会のような

状況だった。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

“軍事演習に参加する一般市民” 

 

「グアイド議長 現政権下の選挙に参加しない      

  ～主要野党内では必ずしも意見一致せず～」         

 

２月１６日 グアイド議長は、記者会見を実施。 

改めてマドゥロ政権の偽物の選挙に騙されることなく、

真の公平な選挙をベネズエラで実施することを誓った。 

 

「我々は決して偽物の選挙に手をかさない。全てのセク

ターが参加できる公平な選挙でのみ戦う。 

 

１つだけ言えることは、我々はしっかりとした戦略をも

っていることだ。自由のため、真剣に戦う。」 

と宣言した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a57e2f3d36118350239235738d4ddc4.pdf
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グアイド議長の発言の一方で野党系メディア「Tal Cual」

では、大衆意志党（VP）、第一正義党（PJ）、行動民主党

（AD）、新時代党（UNT）の主要野党が、次の国会議員

選に参加するべきかどうか協議しているとの記事が報

じられた。 

 

同記事によると、VP、PJ、AD、UNT の４党で意見は

完全には一致していないという。 

 

PJ のリーダーであるエンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事は「El Pais」の記事で１９年に野党が行った戦略

は成功しなかったとの見解を示している。 

 

元々、カプリレス元知事は、１８年５月の大統領選の際

にもヘンリー・ファルコン党首に投票するべきだと考え

ていた人物で、マドゥロ政権下でも選挙に参加するべき

というスタンスの人物である。 

 

また、同記事では AD も国会議員選に参加するべきだと

考えているようだ。 

 

VP は、国会議員選への参加を完全に拒否しているわけ

ではないが、マドゥロ政権が必要な条件を呑むことを求

めており、且つ大統領選も実施しなければいけないと主

張しているという。 

 

経 済                       

「米国政府 ロシア政府への制裁を検討」            

 

米国の匿名政治関係者から、スペイン系メディア「ABC」

が入手した情報によると、米国政府はマドゥロ政権への

支援を理由にロシアへの制裁を検討しているようだ。 

 

実際に米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオ

ット・エイブラムス担当官は、 

 

 

「近いうちに、ロシアは、犠牲を支払うことなくマドゥ

ロ政権への支援を続けることが出来ないと気付くだろ

う。マドゥロ政権に支援を続けるグループは予防措置を

取るべきだ。 

 

この数週間のうちに、米国はベネズエラに自由を取り戻

す意思があることを証明する。」 

と発言している。 

 

「ABC」によると、ロシアはベネズエラの石油産業に５

０億ドル、GOLD・ダイヤモンド産業に１０億ドルの投

資を約束しているという。 

 

「Repsol 今後２０年間ベネで事業を続けたい」         

 

スペインのエネルギー事業者「Repsol」のアントニオ・

ブラファウ社長は、ベネズエラ事業について２０年間後

もベネズエラでの事業を継続したいとの意志を示した。 

 

「Repsol」は９３年にベネズエラでの事業を開始した。

２００６～０７年には石油産業に国有化の波が押し寄

せ、「Repsol」も事業のスキームを大きく変更せざるを

得なかったが、当時も故チャベス政権と合意し、今日ま

で事業を継続してきた。 

 

ブラファウ社長は、 

「当該国の政治運営については我々に選択権は存在し

ない。トランプ政権の制裁に関して、我々は国際法に則

り、合法的かつ適切に対応している。」 

と述べた。 
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「PDVSA ６７．７万バレルの購入者さがす」                  

 

「S ＆ P Global Platts」は、PDVSA 内部関係者からの

情報として、PDVSA は２月分の日量６７．７万バレル

の原油の購入者をさがしているという。 

 

しかし、米国の制裁の影響で購入者が決まっていないと

いう。 

 

６７．７万バレルの内訳は以下の通り。 

 

Merey 原油 ５０．２万バレル／日 

Boscan 原油 ４万バレル／日 

Laguna 原油 ２．３万バレル／日 

Bachaquero 原油 １．７万バレル／日 

Special Hamaca Blend（SHB） ９．５万バレル／日 

（Petropiar で改質された原油） 

 

金額では８億ドルだという。 

 

なお、ベネズエラ国内の需要を満たすための石油製品の

購入について、２月に「ENI」からディーゼル燃料２５

万バレルを調達する見通しだという。 

 

また、「Reliance」から２月、３月に２６万バレルのディ

ーゼル燃料を調達する見通し。 

 

他「J＆D Oilfield International」からガソリン燃料５０

万バレル、「Sahara Energy」からディーゼル燃料２．４

万バレル（硫黄分０．５％）、「Rosneft」からディーゼル

燃料（硫黄分０．５％）２４万バレルを調達する予定だ

という。 

 

 

 

 

 

「スイス マドゥロ政権の GOLD 取引に関与」                  

 

スイスのメディア「Radio Television Suisse」は、マドゥ

ロ政権が違法に GOLD を売却する国の中に、スイスも

含まれていると報じた。 

 

同記事によると、マドゥロ政権が違法に GOLD を売却

している国はトルコ、アラブ首長国連邦、ウガンダとス

イス。 

 

スイスについては、１９年５月にベネズエラを出発した

プライベート機に１０４キロ（５１０万ドル相当）の

GOLD が乗せられており、この GOLD の買い手はスイ

ス人だったという。 

 

また、１９年２月にマドゥロ政権の政府専用機がチュー

リッヒに到着した際にも違法な GOLD をスイスで売却

しようとしたという。 

 

しかし、違法取引であったため購入が成立せず、その

GOLD はアブダビに向かったと報じられている。 

 

以上 

 


