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（写真）グアイド議長ツイッター “国営病院の医療従事者を対象とした月１００ドル支給申請受付を開始” 

 

 

２０２０年４月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「米国務省エイブラムス担当官インタビュー 

～米国政府は与党・軍部と交渉している～」 

「グアイド政権 医療従事者の給付申請を開始」 

「野党国会 ヌエバエスパルタ州知事を支持」 

「VV 麻薬取締捜査で逮捕された党員を除名」 

経 済                     

「米国政府 Repsol は制裁対象の取引を停止済み 

～ベネズエラでの石油ガス取引は制裁対象？～」 

社 会                     

「スクレ・ボリバル州で暴動 死者・負傷者出る」 

２０２０年４月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「野党議員 米凍結口座から月５千ドル受け取り」 

「VP、UNT BOD 銀行の捜査に消極的」 

「麻薬密売に検事総長と CICPC 局長関与？ 

～イラン航空機 パラグアナ半島から移動～」 

「国家防衛軍がクーデター実行の有力組織」 

「Covid-１９感染確認者３１１名、死者１０名」 

経 済                    

「イラン 技術者と希釈剤をベネズエラへ送る」 

「イタリアからガソリン到着」 

「米国務長官 シェブロンは採掘活動できない」 
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２０２０年４月２２日（水曜）             

政 治                       

「米国務省エイブラムス担当官インタビュー       

  ～米国政府は与党・軍部と交渉している～」                  

 

現地メディア「El Pitazo」は、米国国務省でベネズエラ

担当官を務めるエリオット・エイブラムス担当官へイン

タビューを実施した。 

 

エイブラムス担当官の主な発言は以下の通り。 

 

Q：米国政府は与党関係者・軍部と対話しているのか？ 

 

A： 

米国政府は、与党・軍部と間接的に対話をしている。 

彼らは米国の提案した民主主義移行プロセスに関心を

持っており、どのように現在の悲惨な状況を脱すること

が出来るのかを知りたがっている。 

 

Q：ロイター通信は、野党と与党が交渉を再開したと報

じたが、エイブラムス担当官はこの報道を認めるか？ 

 

A： 

我々は対話があることを望んでいるが、野党と与党は対

話をしていない。Covid-１９に対応するため、医療分野

の与野党関係者が話し合いをすることなどはあり得る

だろう。しかし、政治的な交渉は行っていない。 

 

Q：クラサオで３，０００キロのコカインが押収された

との報道がある。この一件が理由でカラボボ州、ファル

コン州での麻薬取締捜査が行われたと噂されている。こ

の報道は事実か？ 

 

 

 

 

A： 

麻薬押収に関する発表は、国防省、司法省や他の管轄組

織との調整が必要となる。私の口から本件に関する事実

を述べることはできない。 

しかし、我々は昨今の麻薬取り締まりにおいてカリブ海

で１億ドルを超える麻薬を押収した。 

これらの麻薬はコロンビアからベネズエラに流れ、米国

に流れている。 

 

Q：どうして民主的な政権移行にここまで時間がかかっ

ているのか？ 

 

A： 

我々は彼らのペースで交渉をしてはいけない。我々は原

則を守らなければいけない。政権交代への圧力は次第に

高まっており、現在は数年前と全く異なる。政治・経済・

社会的に政権交代の圧力は最も高まっている。マドゥロ

政権の内部から離反に関する意見を確認している。 

 

Q：トランプ政権が交代した場合、米国の方針は変わる

と思うか？  

 

A：変わらない。共和党と民主党には様々な点で方針の

違いがある。しかし、ベネズエラ問題について見解は一

致している。議会で民主党のリーダーと会話することが

あるが、民主党政治家もベネズエラに民主主義が訪れる

ことを望んでいる。 

 

Q：マドゥロ政権とは異なる与党関係者が移行政権を構

成することは可能か？ 

 

A：我々は米国人だ。ベネズエラ人ではない。 

米国政府はベネズエラの将来を決めない。ベネズエラの

将来を決めるのはベネズエラ人自身だ。 
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「グアイド政権 医療従事者の給付申請を開始」       

 

４月２２日 グアイド政権は、国営病院の医療従事者を

対象とした月１００ドルの給付金制度「医療の英雄

（Heroe de la Saludo）」の申請を開始した。 

 

申請期間は４月２２日～５月１日まで。 

 

「Facebook」あるいは「WhatsApp」から申請が出来る

ようだ。 

 

リンクに入ると必要情報を記入するサイトに入るので、

該当者は必要事項（氏名、生年月日など基本情報、勤務

先、役職など）を記入する。自身の身分証明のスキャン

の添付なども必要のようだ。内容確認が取れたら申請が

完了する。 

 

ただし、どのように毎月１００ドルを受け取るのか仕組

みは公表されていない。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“「医療の英雄」申請サイトの説明” 

 

 

「野党国会 ヌエバエスパルタ州知事を支持」         

 

４月２２日 野党国会は、ヌエバエスパルタ州で起きた

集団感染について議論。 

 

「今回の一件について、ヌエバエスパルタ州知事の対応

を支持し、野球学校での集団感染は、同校の運営を維持

させたマドゥロ政権側に責任がある」 

との見解を賛成多数で承認した。 

 

４月１７日 マドゥロ政権は、ヌエバエスパルタ州の野

球学校で集団感染が起きたと発表（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.434」参照）。 

 

緊急事態令が発令していた状況で、学校の運営継続を許

可していたヌエバエスパルタ州の方針を批判。 

野党「行動民主党（AD）」に所属するアルフレド・ディ

アス知事の責任を追及する姿勢を見せている。 

 

一方で、野党側は学校の運営が継続していた原因は、同

校に軍部高官の息子が多く在籍しており、軍部の意向に

より学校運営が続いていたと反論している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.435」参照）。 

 

なお、本件に関連して AD と急進野党議員団（７月１６

日グループ）との間で、衝突が起きている。 

 

理由は、急進野党の議員グループが「ヌエバエスパルタ

州知事の対応を支持し、野球学校での集団感染は、同校

の運営を維持させたマドゥロ政権側に責任がある」 

との見解に賛同しなかったため。 

 

VV は、１８年１０月の知事選を正当な選挙と認識して

いない。従って、VV にとって、ディアス知事も違法な

知事ということになる。従って、VV としては、前述の

方針に賛同が出来ないようだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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AD は、「急進野党グループが再び野党内の亀裂を生じ

させている」と急進野党の方針を非難している。 

 

「VV 麻薬取締捜査で逮捕された党員を除名」                  

 

急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」は、同党ファルコ

ン州 Carirubana 市の代表コーディネーターを務めてい

たエジソン・オビエド氏を一時的に除名すると発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.435」にて、ファルコ

ン州、カラボボ州での麻薬取締オペレーションについて

紹介したが、その際に「Carirubana」で麻薬取引に関与

した関係者が逮捕されたとの記事を紹介した。 

 

逮捕された中にはオビエド氏と彼の息子も含まれてお

り、麻薬密売に関与した容疑がかかっているという。 

 

 

（写真）ベネズエラ主導党（VV）ツイッター 

“オビエド党員を一時的に VV から除名すると発表” 

 

 

経 済                        

「米国政府 Repsol は制裁対象の取引を停止済み    

 ～ベネズエラでの石油ガス取引は制裁対象？～」          

 

４月２２日 米国政府関係者（匿名）は、スペイン系メ

ディア「EFE 通信」など一部のメディアに対して電話イ

ンタビューに答えた。 

 

「米国政府は（Repsol に対して）、制裁対象となるよう

な取引を行わないよう求めた。 

 

現在のところ、我々が理解している範囲では、彼らは制

裁対象になるような取引を行っていない。 

米国は彼らの姿勢に感謝しており、この意見が変わらな

いことを望んでいる。 

 

我々の制裁に免除は無い。我々の認識では（Repsol は）

現在のところ制裁に抵触していない。しかし、取引を再

開するのであれば米国はその活動を制裁対象とみなす

だろう。」 

 

２０年２月、制裁を科す可能性を示唆しながら米国政府

が「Repsol」に対して PDVSA との取引を控えるよう求

める記事が何度か報じられていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.408」「No.403」参照）。 

 

米国政府関係者は、インタビューに対して 

「債務返済を目的とする代物取引、支払いスキームは出

来ない」と述べ、代物取引が制裁対象に当たるとの見解

を示した。 

 

「Repsol」は、過去の債権回収を主な目的に PDVSA と

代物取引を中心とした取引を行っていたが、米国政府に

このような取引を停止するよう求められたと思われる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8ef34c139fb0e99b617b2fc915fcb38a.pdf
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他、米国政府関係者は、４月２１日に更新された

「Chevron」など米国石油事業者のライセンスについて

言及。 

 

「Chevron」は、１２月１日のライセンス期限に向けて

ベネズエラでの事業を徐々に縮小し、資産を維持するた

めのメンテナンス活動のみが可能となっていると説明。

政権交代が実現するまで活動を再開することはできな

いとした。 

 

また、今回のライセンスについて 

「（この方針は）世界に重要なメッセージを送っている。

ロシア、中国、メキシコ、スペイン、イタリアなどベネ

ズエラで石油ガス取引を行う場合、それは制裁の対象に

なる可能性があることを意味している。例外は存在しな

い。」と述べたという。 

 

他、メキシコ企業と PDVSA との代物取引（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.432」参照）について 

「メキシコ企業３社と PDVSA との間には、多くの汚ら

わしい活動がある。彼らの活動は虚構だ。我々は彼らの

活動を監視している。彼らは取引を停止しなければいけ

ない。」 

とメキシコ企業は制裁対象に当たるような取引を行っ

ているとの認識を示している。 

 

今回の記事は「匿名の米国政府関係者」の発言であり、

これが米国政府の公式な見解とは言えない。 

 

しかし、今回のインタビュー中の発言、あるいはインタ

ビューを受けること自体、米国政府上層部の内諾があっ

た可能性は高いだろう。 

 

仮にそうであれば、制裁を示唆し、米国政府が外国政府、

他国の企業に脅迫をかけていることになり、流石にやり

すぎという印象をうける。 

 

 

社 会                        

「スクレ・ボリバル州で暴動 死者・負傷者出る」                    

 

４月２２日 食料不足、ガソリン不足を理由にスクレ州

クマナコア市で店舗の略奪・暴動が発生。市民が治安維

持部隊と衝突し、７名が負傷し、病院に搬送された。 

 

ただし、病院搬送後に逮捕されることを恐れ、負傷した

が病院に行くことを拒否した者もいたようで、実際の負

傷者は７名より多いとされている。 

 

 

 

（写真）Mayber Marquez 記者ツイッター 

“４月２２日、スクレ州クマナコア市で起きた暴動” 

 

４月２３日にはボリバル州ピアル市ウパタ地区でも食

料不足・物価高を理由に商業施設で略奪が発生。治安維

持部隊が出動し、現場は混乱した。 

 

現地メディア「El Cooperante」によると、今回の事件に

よる負傷者は６名、死者は１名、逮捕者は３３名。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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なお、報道によると、負傷者は治安維持部隊の攻撃を受

けたのではなく、略奪者側に銃で撃たれたようだ。 

 

１名の死者は、頭部に銃弾を受けているが、治安維持部

隊が殺傷したのか、略奪に巻き込まれて打たれたのかは

確認できていない。 

 

２０２０年４月２３日（木曜）              

政 治                       

「野党議員 米凍結口座から月５千ドル受け取り」        

 

米国系メディア「AP 通信」は、国営病院の医療従事者

に毎月１００ドル（３カ月間）を給付することを決定し

た際に、同時にグアイド政権の議員が毎月５，０００ド

ルを直接受け取ることも承認したと報じた。 

 

国営病院の医療従事者への１００ドル給付の原資は、米

国にあるベネズエラ中央銀行の凍結口座の資金。 

 

２月１８日、グアイド議長率いる野党国会は、「致命的

な問題への対応とベネズエラの自由のための基金特別

法」を承認し、OFAC の制裁により米国で凍結されてい

た資金を使用できるよう米国政府に要請していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.408」参照）。 

 

その後、４月１５日には「Citi Bank」にあるベネズエラ

中央銀行の凍結口座を「連邦準備銀行」のベネズエラ中

央銀行名義の口座に移動させ、野党側のコントロールに

おいている（「ベネズエラ・トゥデイ No.433」参照）。 

 

現在のベネズエラの最低賃金は月１ドル、法定福利の食

事補助を含めて月２．５ドルであり、毎月５，０００ド

ルという実質的な給料（野党議員は給料という名目では

受け取らないようだ）に国民が納得するとは考えにくい。 

 

 

 

野党議員の中にも、国民の理解が得られないとの理由か

ら月５，０００ドルの受け取りを拒否する者もいるよう

で、野党内部の亀裂を招く原因になっているという。 

 

他方、国会議員は１６年から無効状態にあり、マドゥロ

政権は国会議員への給料支払いを停止している。 

 

そのため、野党議員はこの４年間、国会議員としての給

料を受け取らず、自己資金あるいは外部組織からの支援

金などで活動を維持していた。 

 

「AP 通信」は、グアイド議長に対して本件の事実確認

を求めたが、グアイド議長は回答しなかったという。 

 

「VP、UNT BOD 銀行の捜査に消極的」           

 

急進野党系メディア「PanAam Post」は、野党の一部の

グループが「BOD 銀行」の捜査を妨害していると報じ

た。 

 

具体的には「大衆意志党（VP）」のフレディ・ゲバラ元

国会第一副議長（１７年当時）の名前を指摘している。 

また、「新時代党（UNT）」のノラ・ブレチャ議員も BOD

銀行の捜査に消極的な姿勢を示しているという。 

 

逆に野党国会で「BOD 銀行」の捜査を進めたいと提案

しているのは「第一正義党（PJ）」。 

特にフリオ・モントージャ議員が「BOD 銀行」の捜査

を進めようとしているという。 

 

「BOD 銀行」は、ベネズエラ国内の大手民間金融機関

の１つ。しかし、ベネズエラ債などハイリスク資産に注

力し、資産を毀損。クラサオなど外国のグループ会社で

顧客の預け入れ資金の支払いが滞るなど問題が起きて

いる（「ウィークリーレポート No.120」参照）。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/54ec3b07da9874ec74dd9638a6192df9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
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これを受けて、１９年１０月にベネズエラ銀行監督局

（SUDEBAN）は、「BOD 銀行」への介入措置を発表。

４月に入り、介入措置が延長されていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.433」参照）。 

 

この事件は、半年以上前から問題となっており、国会で

も捜査をするべきとの議論は出ていたが、捜査を止めよ

うとするグループがおり、議論が進んでいないという。 

 

４月１３日、モントージャ議員は「BOD 銀行」および

ビクトル・バルガス頭取への捜査を国会財政委員会で行

うよう提案しようとしたが、他政党の拒否を受けてモン

トージャ議員は発言することを許されなかったという。 

 

モントージャ議員は「PanNam Post」に対して、 

「私は２つの理由からビクトル・バルガス頭取の捜査を

提案しようとしている。 

 

１つは、数百万ドルの詐欺があったとして、多くの顧客

が同行に対して訴えを起こしている。もう１つは、BOD

銀行の事件は、「Odebrcht」の汚職事件に関連している

との情報があるためだ。 

 

これらを理由に、全ての情報を知る必要がある。BOD

銀行には公職者の汚職取引が存在しているはずだ。」 

と説明した。 

 

「PanAam Post」によると、「BOD 銀行」の捜査に消極

的と報じられているゲバラ議員は、「BOD 銀行」が民間

金融機関のため、「政府」を追及するという国会財政委

員会の役割を逸脱しているため捜査に乗り気ではない

という。UNT のブレチャ議員も同様の理由から国会財

政委員会として同問題への捜査には消極的と報じた。 

 

ゲバラ議員は報道の事実を否定しているが、「PanAam 

Post」は、ゲバラ議員が同様の発言をしている録音音声

を記事中で公表している。 

 

「麻薬密売に検事総長と CICPC 局長関与？       

 ～イラン航空機 パラグアナ半島から移動～」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.435」にて、ファルコ

ン州、カラボボ州での麻薬取締オペレーションに関する

記事を紹介した。 

 

本件について、ファルコン州で拘束されたオーランド・

シルバ氏とマドゥロ政権側のタレク・ウィリアム・サア

ブ検事総長、犯罪科学捜査班（CICPC）のドグラス・リ

コ局長に友好関係があると報じられている。 

 

現地メディアは、サアブ検事総長およびリコ CICPC 局

長がオーランド・シルバ氏と一緒に映っている写真を公

開。両名に友好関係があると指摘している。 

 

 

（写真）La Patilla 

“シルバ氏（左）とサアブ検事総長（右）” 

 
（写真）Efecto Cocuyo 

“シルバ氏（左）とリコ CICPC 局長（右）” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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本件を受けて、サアブ検事総長、リコCICPC局長共に、

麻薬取引には一切関与していないと主張している。 

 

また、麻薬取締オペレーションの部隊となったファルコ

ン州パラグアナ半島にイランの「Mahan Air」の飛行機

が到着し、数時間後にテヘランに移動したと報じられた。 

 

「Mahan Air」はイラン革命軍の活動に協力していると

して、米国、ドイツ、フランスから制裁を受けている航

空会社。マドゥロ政権側は、イラン政府からの技術支援

と Covid-１９支援の一環と説明しているが、麻薬捜査

に関連した動きとの報道が多く流れている。 

 

「国家防衛軍がクーデター実行の有力組織」         

 

ベネズエラ国軍分野の専門家セバスティアナ・バラエス

記者は、「Infobea」に記事を投稿。 

「ベネズエラ国軍の中で最もクーデターを実行する可

能性が高いのは「国家防衛軍」だ」とした。 

 

ベネズエラ国軍は「陸軍」「海軍」「空軍」「国家防衛軍」

「民兵」の５つの組織に分かれている。 

 

「国家防衛軍」は治安維持のため、抗議行動の際に最前

線に立つ組織で、軍部の中でも国民から最も評判の悪い

グループでもある。 

 

しかし、「国家防衛軍」から軍部高位役職者になる者は

少なく、マドゥロ政権内でも冷遇されているとの不満が

ある組織のようだ。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.435」にて、ミランダ

州でクーデター計画が起きたとの記事を紹介した。 

 

バラエス記者は、このクーデター事件についても「国家

防衛軍」の関係者が起こしたものだと指摘している。 

 

「Covid-１９感染確認者３１１名、死者１０名」         

 

４月２３日時点でのCovid-１９感染確認者は３１１名、

死者１０名となっている。 

 

４月２１日時点では２８８名だったが、 

２２日に新たに１０名の感染を確認し、２９８名。 

２３日に更に１３名の感染を確認し、３１１名となって

いる。 

 

なお、この２日間で Covid-１９の感染が確認された２

３名のうち２１名はヌエバエスパルタ州の住民（残り２

名はタチラ州）だという。 

 

ヌエバエスパルタ州については、野球学校で集団感染が

発覚して以降、マドゥロ政権が集中的に感染確認作業を

行っており、特に感染確認が進んでいるとされる（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.434」参照）。 

 

なお、回復済みの患者は１２６名（感染者全体の４０．

５％）、国営病院に入院中の患者は９２名、民間病院に

入院中の患者は２６名、死者は１０名だという（残りは

発表されていないが、自宅隔離措置かホテルでの入院と

思われる）。 

 

州別ではヌエバエスパルタ州が最も多く９３名、次いで

ミランダ州が８８名、カラカス首都区が３１名、アラグ

ア州が２９名となっている。 

 

マドゥロ大統領は、現時点では今のような隔離措置が続

くと説明したが、今後は感染の状況に合わせて州毎に対

応の柔軟化を検討すると述べている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
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経 済                       

「イラン 技術者と希釈剤をベネズエラへ送る」            

 

「Bloomberg」は、イラン政府が「Mahan Air」で石油

技術者、希釈剤、アムアイ製油所でのガソリン生産のた

めの物資をベネズエラに送ったと報じた。 

 

数日前から、アムアイ製油所の稼働の可能性が報じられ

ているが、４月２３日にはアムアイ製油所の重要機関が

再び稼働を停止し、再開の目途はたっていないと報じら

れた。 

 

また、今後はイランからガソリンを購入することも議論

されているという。 

 

「イタリアからガソリン到着」             

 

現地メディア「Venepress」は、４月２３日にイタリア

からベネズエラのプエルト・ラ・クルス港にガソリン、

ガスオイルを積んだタンカー「Diadema」が到着したと

報じた。報道によると、イタリアの石油会社「Eni」の

タンカーのようだ。 

 

 

（写真）Venepress 

 

マドゥロ大統領が、今後は州毎に隔離措置の柔軟化を検

討すると述べていたが、ガソリン不足への対応が徐々に

進んでいるのかもしれない。 

 

「米国務長官 シェブロンは採掘活動できない」            

 

４月２３日 米国ポンペオ国務長官は米国石油会社に

発行したライセンスの内容について説明。 

 

「先日、財務省が公表した通り、これまで制裁ライセン

スは PDVSA といくつかの企業の現地オペレーション

を許可していたが、このライセンスは４月２２日に失効

した。財務省が公表した新たなライセンスは、活動が７

カ月に制限されている。この期間で対象企業は清算プロ

セスに入る。」と説明した。 

 

（写真）ポンペオ国務長官ツイッター 

“新ライセンスについて説明するポンペオ国務長官” 

 

以上 


