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（写真）グアイド政権大統領府 “９月３日 米国とグアイド政権 麻薬取締同盟の締結を発表” 

 

 

２０２０年９月２日（水曜） 

 

政 治                     

「カプリレス元知事 国会議員選参加を支持 

～地方・貧困層に対して支持と選挙参加求める～」 

「スターリン・ゴンサレス議員 UNT 離党？ 

～ロサレス党首に選挙参加求める～」 

「国会 ビクトル・バルガス氏の調査を停止」 

「米国 国際刑事裁判所（ICC）検察官らに制裁」 

経 済                     

「Ecoanalitica 国内経済の４分の１は闇市場」 

社 会                     

「１１月まで雨期続く、過去３０年で最長」 

２０２０年９月３日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド議長 米国と麻薬取締同盟を締結 

～警察組織 FAES テロリスト認定の方針～」 

「グアイド議長 軍事介入なしの政権交代提案」 

「コロンビア Gedeón作戦の首謀者ら拘束 

～マドゥロ政権から資金援助を得ていた？～」 

「カベジョ制憲議長 国会議員選出馬を表明」 

経 済                    

「PDVSA 取引先の港まで輸送を請け負い」 

「マドゥロ政権 国内生産の３０％まで輸出」 

「クラサオ製油所 SPSに原油ターミナルを貸与」 
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２０２０年９月２日（水曜）             

政 治                       

「カプリレス元知事 国会議員選参加を支持       

 ～地方・貧困層に対して支持と選挙参加求める～」       

 

９月２日 カプリレス元ミランダ州知事（「第一正義党

（PJ）所属」）は、Facebook Live で自身の見解を表明。 

 

国民に対して、１２月の国会議員選に参加するよう求め

た。 

 

発言の骨子は「ウィークリーレポート No.163」で紹介

したものと大きく変わらない。 

 

現在のベネズエラの経済情勢は極めて劣悪で歪んでい

ると主張。 

 

今でも自分の自動車で移動できる人がいる反面、貧困層

は水や電気にもアクセスできず、老婆でも水を汲むため

に徒歩で何時間も山道を歩かなければならないと訴え

た。 

 

また、地方の状況についてマドゥロ政権は全く報じない

が、地方の状況は都市部よりもひどいと訴えた。 

 

貧困層・地方に住む多くの人々は、選挙不参加を支持す

る主要野党の方針に賛同していないと主張。投票の必要

性を訴えた。 

 

また、選挙に参加することでマドゥロ政権が正当な政府

だとお墨付きを与えるとの主張に対して、そのようなこ

とはないと否定。 

 

選挙に参加することは彼らにお墨付きを与えることで

はなく、我々が憲法に従い続けることを意味していると

主張した。 

他、マドゥロ政権による野党政治家ら１１０名への恩赦

について、カプリレス元知事は 

「自分は１８年１２月からファン・レケセンス議員の解

放のために水面下で活動をしていた。政治的な障害を解

決するのは政治家の使命の１つだ。」 

と一連の恩赦に自身が関与していることを示唆した。 

 

カプリレス元知事は PJ のリーダー的存在ではあるが、

PJ としては、グアイド政権の一員として１２月の国会

議員選への不参加の方針を支持している。 

 

９月２日 PJ はツイッターで 

「一連の出来事について、９月３日に PJ の幹部が協議

し、党としての方針を発表する」 

と投稿した。 

 

９月３日の本記事を書いている時点では、協議の結果は

発表されていない。 

 

なお、この発表の翌９月３日 「Bloomberg」は、カプ

リレス元知事がマドゥロ政権に対して、国会議員選の実

施日を遅らせるよう要請し、マドゥロ政権側がこの求め

を棄却。交渉が決裂したと報じた。 

 

他方、マドゥロ政権は外国の選挙監視団の受け入れにつ

いてはカプリレス元知事側の求めに合意しており、カプ

リレス元知事のグループは欧州連合各国の監視団派遣

の感触を探っていると報じた。 

 

「スターリン・ゴンサレス議員 UNT 離党？       

     ～ロサレス党首に選挙参加求める～」         

 

９月２日 カプリレス元知事と同じ方針を示している

「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴンサレス議員は、

自身のツイッターで意見書を公表。UNT に対して選挙

不参加の方針を変えるよう要請した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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公表されている意見書では 

「UNT は１２月の国会議員選へ参加しない方針を示し

た。しかし、今回の決定は Covid-１９の影響で接触が制

限され、異なる意見を持つ党員がいたが、十分に議論さ

れていない中での決定だった。」 

と主張。 

 

「民主主義と自由を求めるのがUNT党員としての使命

で、私は現在の問題を解決する手段が現在の政治方針の

変更にあると信じている。」 

と書かれている。 

 

この意見書をベースに、現地メディアではスターリン・

ゴンサレス議員がUNTからの離党を表明したと報じら

れている。 

 

しかし、意見書には「UNT からの離党を表明する」と

は書かれていない。 

 

ゴンサレス議員がUNTを離党した可能性は否定できな

いが、少なくとも現時点でゴンサレス議員は離党を公表

していないものと思われる。 

 

「UNT ビクトル・バルガス氏の調査を妨害」                  

 

「Panam Post」は、「新時代党（UNT）」が、国会での

ビクトル・バルガス氏の捜査を妨害していると報じた。 

 

ビクトル・バルガス氏は、ベネズエラの主要金融機関の

１つ「Banco Occidental de Credito（BOD 銀行）」の頭

取。 

 

ベネズエラ以外にもクラサオ、パナマ、ドミニカ共和国、

アンティグア・バーブーダなどカリブ海各国に関係会社

を持っている。 

 

 

１９年９月にクラサオの関係会社「Banco del Orinoco 

NV」で、ハイリスク投資を行い、顧客の預金資産を棄

損、更に虚偽の会計報告を行ったとして訴えられ問題に

なった（「ウィークリーレポート No.120」参照）。 

 

野党国会では、これまでもバルガス頭取の捜査について

議論がされてきたが、野党内で捜査をするべきではない

との意見があり暗礁に乗り上げている。 

 

「Panam Post」は、UNT のノラ・ブレチャ議員がバル

ガス氏の調査に賛同していないと報じているが、彼女以

外にも「大衆意志党（VP）」のフレディ・ゲバラ議員も

バルガス頭取の捜査に否定的な見解を示している。 

 

バルガス頭取は、マドゥロ政権との汚職関係を指摘され

ている人物だが、同時に野党への資金提供者でもあるよ

うで、与野党ともにバルガス頭取の捜査に及び腰になっ

ているようだ。 

 

「米国 国際刑事裁判所（ICC）検察官らに制裁」         

 

米国財務省は、国際刑事裁判所（ICC）のファトゥ・ベ

ンスダ主任検察官および司法官管轄部門のファキソ・モ

チョチョコ氏に制裁を科した。 

 

制裁を受けた両名は、米国内の資産が凍結され、入国ビ

ザの発給が停止される。 

 

両名は、米国のアフガニスタン戦争について、米国軍や

CIA 諜報員が戦争犯罪に関与した疑いを捜査する担当

者で、今回の制裁は ICC による捜査を妨害する狙いが

あると考えられている。 

 

ポンペオ国務長官は 

「制裁対象者を支援する個人・法人は制裁対象となるリ

スクを負う。」と警告した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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今回、制裁を受けたファトゥ・ベンスダ主任検察官は、

マドゥロ政権の人権侵害について捜査を行う担当でも

ある。 

 

しかし、「VenAmerica」「Democracia de Venezuela en 

Madrid」「Fundacion el Amparo」は、ベンスダ主任検察

官がマドゥロ政権と友好な関係にあり、捜査を意図的に

遅らせていると主張している。 

 

経 済                        

「Ecoanalitica 国内経済の４分の１は闇市場」           

 

「Ecoanalitica」のアスドゥルバル・オリベロ氏は、経済

フォーラムで現在のベネズエラ経済について、経済の４

分の１は闇市場で動いているとの見解を示した。 

 

ベネズエラでは外貨建ての取引が増えているが、これら

の取引の多くは税金が徴収できておらず、収入としても

報告されない。 

 

数字が表に出てこないため実体経済を把握することを

難しくしている。 

 

他、米国による制裁の影響で PDVSA は過度なディスカ

ウントで原油を販売していると指摘。制裁がベネズエラ

経済に悪影響を与えているとした。 

 

また、外国からの仕送りについて、１６年から年々ベネ

ズエラ向けの仕送りが増加していたが、２０年はCovid-

１９と経済低迷の影響を受けて、前年比５６％減になる

とした。 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「１１月まで雨期続く、過去３０年で最長」              

 

環境エコロジー省のランディ・ロドリゲス次官は、ベネ

ズエラの雨期が１１月まで続くとの見解を示した。 

 

ベネズエラは５月～１０月頃までが雨期とされる。 

２０２０年の雨期は、過去３０年間で最も長くなる可能

性があると報じられている。 

 

ベネズエラは治水がうまくできておらず、雨が降ると浸

水する道路が多い（下の写真は９月３日、カラカスの通

りの様子）。 

 

また、道路の脇の樹木が倒れ、電線を切断し、電気が止

まったり、道路に大きな穴が開いたりすることも珍しく

ない。 

 

ロイ・アンダソル記者は、「ベネズエラには、そこまで

長い雨期に耐える社会インフラはない」と警戒感を示し

ている。 

 

 

（写真）Reporte Ya 
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２０２０年９月３日（木曜）               

政 治                        

「グアイド議長 米国と麻薬取締同盟を締結       

 ～警察組織 FAES テロリスト認定の方針～」        

 

９月３日 グアイド議長は、コロンビアでベネズエラの

米国代表大使の役割を担っているジェームス・ストーリ

ー大使とインターネット会談を実施。 

 

グアイド政権と米国麻薬捜査局（DEA）はベネズエラの

麻薬取締のための合意を結んだと発表した。 

 

グアイド政権で国家安全保障問題を担当するイバン・シ

モノビス担当官（米国に亡命中）は、今回の合意につい

て 

「全ての法的手段を用いて、麻薬犯罪者を特定し、所在

を確認し、麻薬取引を停止させる。また、麻薬取引に対

して資金提供をしているマドゥロ政権の個人・法人を特

定する。」 

と説明した。 

 

また、国家警察「特別行動部隊（FAES）」について、米

国がテロリストと認定することを支持すると発表した。 

 

現在、ベネズエラは米国のテロ捜査に非協力的な国のリ

ストには入っているが、テロ支援国家ではない。 

 

また、ベネズエラ国内の組織としてテロリストに認定さ

れているグループは存在しない。 

 

もし米国が FAES をテロリストと認定すれば、ベネズエ

ラで初めてテロリストに認定される組織になる。 

 

 

 

 

 

「グアイド議長 軍事介入なしの政権交代提案」           

 

９月３日 グアイド議長は、近いうちにマドゥロ政権か

らの脱却のための道筋を示すと約束した。ただし、その

道筋は「マジック・リアリズム以外」と補足した。 

 

「マジック・リアリズム」と言う言葉は、急進野党のリ

ーダーであるマリア・コリナ・マチャド党首の外国軍に

よる軍事介入について、米国のエイブラムス担当官が揶

揄した表現。 

 

米国政府としては現時点で軍事介入を主要な選択肢と

考えていないとの認識を暗示したものと理解されてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.492」参照）。 

 

なお、グアイド議長が主要な野党リーダーに対して呼び

かけている協議について、カプリレス元知事、マチャド

党首は「グアイド議長は自分が野党のリーダーであり続

けるための戦略として協議を呼びかけている」と指摘し

ている。 

 

この指摘について、「私の目的はマドゥロ政権を倒壊さ

せることであり、暫定政権を続けることが目的ではない」

と反論した。 

 

なお、グアイド議長による主要野党リーダーとの協議は

選挙に参加するべきと考えているカプリレス元知事の

方針を変えることも出来ず、軍事介入に注力するマチャ

ド党首の方針も変えることは出来なかった。 

そして、グアイド議長自身も両名の考えを取り入れるこ

とは無かった。 

 

つまり、協議は合意に至らないどころか、各人の考えの

違いと分裂を強調する結果となった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
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「他を尊重する」と言いながら、実際は他の意見を排除

している。また、ベネズエラの経済情勢悪化を訴えなが

ら、米国の経済制裁強化を支持する。 

 

大半の国民は、野党の言葉と態度が一致していないこと

を理解しており、それが野党の信頼を失わせていること

を野党はそろそろ認識し、反省するべきだろう。 

 

「コロンビア Gedeón 作戦の首謀者ら拘束      

 ～マドゥロ政権から資金援助を得ていた？～」         

 

９月３日 コロンビア政府は２０年５月にベネズエラ

で起きた「Gedeón オペレーション」に関係した４名を

拘束したと発表した。 

 

コロンビアの警察当局の発表によると、「拘束した４名

はベネズエラの軍人で、コロンビアの領土内で軍事行為

を行っていた」という。 

 

コロンビア政府は、拘束された４名の名前を正式には公

表していないが、この発表に先立ち９月２日にセバステ

ィアナ・バラエス記者（軍部専門記者）は、本件につい

て自身のツイッターに投稿。 

 

拘束された４名の名前も公表していた。 

 

バラエス記者によると逮捕されたのは 

・フベナル・セキア国軍大尉 

（「Gedeón オペレーション」の実行部隊としてマドゥ

ロ政権に拘束されたアントニオ・セキア氏の弟） 

・アンヘル・シルバ大将 

・アレクサンダー・ルッソ氏 

（オスカル・ペレス氏の親族） 

・ジェシー・アルバレス氏 

（クリベル・アルカラ氏の通訳者、武器のロジスティク

スを担当していた人物） 

 

また、拘束された４名について、コロンビアのドゥケ大

統領は、「マドゥロ政権から資金援助を受けていた」と

述べている。 

 

しかし、（筆者の見解ではあるが）ドゥケ大統領は嘘を

ついている可能性が高い。少なくとも、事実をゆがめて

いると思われる。 

 

今回拘束されたうちの１人、アレクサンダー・ルッソ氏

は、１７年６月に内務司法平和省のヘリコプターを強奪

し、上空から最高裁などに爆弾を落としたオスカル・ペ

レス氏の親族である。 

 

オスカル・ペレス氏は、１８年１月に「犯罪科学捜査班

（CICPC）」らとの銃撃戦の末に命を落とし、急進野党

とその支持者から英雄視されている人物である（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.86」参照）。 

 

オスカル・ペレス氏は、マドゥロ政権と暴力的な手段で

対峙した人物で、アレクサンダー・ルッソ氏も同じ思想

を持っていたと考えるのが自然だろう。 

 

また、アレクサンダー・ルッソ氏は、１８年８月に起き

たマドゥロ大統領のドローン襲撃事件の首謀者の一人

として名前が挙がっていた。 

 

他、ジェシー・アルバレス氏は、２０年３月２３日にコ

ロンビアのシエナガ―バランキージャ間で起きた武器

密輸事件で運転手に武器を運ぶよう指示した人物（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

本件については「ベネズエラ・トゥデイ No.450」（コロ

ンビア当局 Gedeón作戦のキーパーソンの所在を捜索）

でも関連報道を紹介している。 

なお、アルバレス氏の名前について武器を運んだ運転手

は「Yasid」と認識していたようだが、正しくは「Yacsy」

のようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b8e3c6404f14ee70fb5327cf8e5b7fdf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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この武器密輸については、３月に米国政府に拘束された

クリベル・アルカラ氏が、「グアイド政権と J.J. Rendon

氏と米国アドバイザーと共闘し、マドゥロ政権を倒すた

めに武器を運んだ」と主張していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.424」「No.425」）。 

 

５月に「Gedeón オペレーション」が起き、契約書の存

在が明らかになったことで、J.J.Rendon 氏自身が計画の

存在を認めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.442」参

照）。 

 

また、マドゥロ政権は、ドローン襲撃事件以降、アレク

サンダー・ルッソ氏を含む複数の人物を名指しし、潜伏

場所を公表し、コロンビア政府に取り締まりを要請して

きたが、コロンビア政府がこれらの人物の取り締まりに

動くことは無かった。 

 

他にも公になっている様々な情報を踏まえると、拘束さ

れたグループは本当にマドゥロ政権を倒壊させようと

していた可能性が高い。 

 

同グループの中にスパイがおり、そのスパイがマドゥロ

政権から資金提供を受けていた可能性は十分にある。 

 

特に今回拘束されたフベナル・セキア氏の兄であるアン

トニオ・セキア氏はマドゥロ政権の内通者だったとの噂

も存在する。 

 

拘束された人物のうち誰かがマドゥロ政権から資金援

助を受けていたかもしれないが、同グループがマドゥロ

政権から資金援助を受けていたとは考えにくい。 

 

なお、マドゥロ政権側は同グループの資金援助者の１つ

として、野党側の基金「Fundacion Futuro Presente」を

挙げている（「ベネズエラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

 

 

「カベジョ制憲議長 国会議員選出馬を表明」         

 

９月３日 Covid-１９に感染し１カ月近くメディアか

ら姿を消していたディオスダード・カベジョ制憲議長が

再び自身が司会を務めるテレビ番組「Con el Mazo 

Dando」に出演した。 

 

カベジョ制憲議長によると、Covid-１９感染により１５

キロ痩せたとしており、実際に体が一回り小さくなった

印象を受ける。 

 

カベジョ制憲議長は、番組で１２月の国会議員選に出馬

すると発表した。カベジョ制憲議長は、与党が国会の多

数派だった頃、国会議長を務めていた。 

 

１２月の国会議員選が行われ、２１年から与党多数の国

会が誕生した場合、カベジョ制憲議長が国会議長に就任

する可能性が高い。 

 

なお、この２日間でカベジョ制憲議長以外に、シリア・

フローレス大統領夫人、タニア・ディアス制憲議会第１

副議長も国会議員選に出馬すると発表した。 

 

 

（写真）Con el Mazo Dando 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12ef63c315d7cee054090699a9425eaf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5401a1a8652866184781607cf3933636.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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経 済                       

「PDVSA 取引先の港まで輸送を請け負い」            

 

米国の制裁により PDVSA の原油輸出を仲介する船会

社は米国の制裁を受けるリスクがある。 

 

制裁の二次被害を恐れ、PDVSA の原油を輸送する船会

社はほとんどおらず、原油輸出の障害の１つとなってい

る。 

 

この状況を受けて、数カ月前から PDVSA は取引先に対

して取引先が指定する港まで PDVSA のタンカーが原

油を運ぶ条件での取引を提案している（「ベネズエラ・

トゥデイ No.482」参照）。 

 

「ロイター通信」は、初めて PDVSA が自身の原油タン

カーで原油を輸出するため、ベネズエラの港を出港した

と報じた。 

 

同タンカーの目的地は「シンガポール」となっているよ

うだが、関係者の情報によると、アラブ首長国連邦の

「Fujairah 港」に向かっているという。 

 

「マドゥロ政権 国内生産の３０％まで輸出」         

 

９月２日 マドゥロ大統領は、国内生産セクターに対し

て、生産量の３０％まで輸出することを承認すると発表

した。 

 

ただし、農産品に関する演説をしている際の発言なので、

「国内生産セクター」というのは農産品の生産者だけを

指している可能性もある。 

 

また、マドゥロ大統領は、「ベネズエラは１６０万トン

の牛肉をイランに輸出した」と述べている。 

 

 

ベネズエラがイランへ牛肉を輸出したのは過去１２０

年間で初めてのことだという。 

 

「クラサオ製油所 SPS に原油ターミナルを貸与」            

 

「ロイター通信」は、「SPS Drilling E＆P」に対して

Bullenbay ターミナルの貯蔵施設の２５％を貸与する契

約を承認し、条件詳細について交渉をしていると報じた。 

 

クラサオ製油所は日量３３万バレルの精製能力を持つ

製油所。１９年１２月末まで PDVSA が同製油所を借り

ていたが、制裁の影響で支払いや施設メンテナンスが滞

り、１９年１２月をもって契約が打ち切られていた。 

 

クラサオ製油所は PDVSA の後を引き継ぐ会社として

「Klesch」を選定したが、７月に破談になっている。 

 

「Klesch Group」は交渉が破断した理由について公表し

ていない。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e070cc15cd78fd5ade790c0df44c237.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e070cc15cd78fd5ade790c0df44c237.pdf

