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（写真）Insight Crime “カリブ海での麻薬取締強化を受け、メキシコの麻薬カルテルがベネズエラへ避難？” 

 

 

２０２０年４月６日（月曜） 

 

政 治                     

「麻薬対策作戦 ３．２億ドル超の麻薬押収 

～米公共放送 同作戦の疑問点について説明～」 

「国連・欧州連合 人道支援は継続するべき」 

「人道支援便で米国・ベネズエラが自国民交換」 

「El Pais ロペス VP 党首のオピニオン記事公表」 

経 済                     

「PDVSA ガソリン未輸入５週間経過？ 

～El Palito 製油所の再稼働に挑戦～」 

「野党国会 ３月インフレ率先月比２１．２％増」 

「米国 PDVSA と取引するメキシコ企業を調査」 

２０２０年４月７日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染確認者 １６６名」 

「コロンビア 麻薬対策作戦で軍派兵 

～グアイド議長 DEA との対策委員会発足～」 

「墨麻薬グループ ベネズエラへ避難？」 

経 済                    

「原油価格上昇傾向に暗雲 

～露・サウジ 米国らの減産加入を求める～」 

「国会 Rosneft の PDVSA 資産売却を調査」 

社 会                     

「新年度学校通学は無し 遠隔学習を検討」 
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２０２０年４月６日（月曜）             

政 治                       

「麻薬対策作戦 ３．２億ドル超の麻薬押収          

 ～米公共放送 同作戦の疑問点について説明～」       

 

４月６日 米国南部軍は東太平洋上を運行していた船

舶から７トンのコカインと６３８キロのマリファナを

押収したと発表した。 

 

これらの麻薬は金額にして３億２，４００万ドル相当に

なるという。 

 

４月１日 トランプ大統領は麻薬取り締まりを強化す

るためカリブ海への米軍配備を強化すると発表してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.427」参照） 

 

南部軍の Robert Tetzlaff 士官は、 

「米国南部軍は３億２，４００万ドル相当のコカインと

マリファナを摘発した。これらの麻薬が米国に流れるこ

とを阻止した。米国をより安全な場所にすることが出来

る。」 

と述べた。 

 

このように、米国によるカリブ海域での麻薬対策の取り

組み強化は一定の成果をあげている。 

 

米国国際公共放送「La Voz de America」は、今回のオペ

レーションについて６つの疑問点を説明した。 

 

１．「麻薬取締強化」の具体的な内容は？ 

 

トランプ大統領はカリブ海での海軍・空軍の配備を２倍

にすると述べたが、具体的な数字は言及していない。 

 

 

 

２．この時期にどうして麻薬対策を強化するのか？ 

 

米国軍 Mark Milley 氏は 

「感染症で各国が対策に奔走している間に麻薬カルテ

ルが麻薬の密売を行おうとしているとの情報を入手し

たため」と説明している。 

 

なお、「Maduradas」の記事では、この情報は３月２７日

に米国 DEA に身柄を引き渡されたクリベル・アルカラ

氏から得た情報ではないかと推測している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.425」参照）。 

 

しかし、３月２７日に身柄を引き渡されたアルカラ氏か

ら証言を聞いたとして、４月１日に米軍兵を２倍に増や

す発表をするのは無理なのではないか。 

 

３．米国はベネズエラ、あるいはコロンビアを攻撃す

る？ 

 

実際のところ米国軍は具体的な麻薬撲滅作戦の内容は

説明していない。一般的な説明では、上空・海上に軍を

配備し、不審な動きをする飛行機や船舶を拘束する作戦

であり、コロンビア、ベネズエラ国内での活動は想定し

ていないとされる。 

 

４．この作戦をきっかけにマドゥロ政権を武力攻撃する

可能性は？ 

 

今回のオペレーションを受けて、ベネズエラ近海には大

量の米軍兵が駐留しており、マドゥロ政権に圧力をかけ

ているが、米国政府は明確に「軍事行動を目的とした活

動ではない」と述べている。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
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５．麻薬取締で今回のような対応を取るのは普通か？ 

 

一般的ではない。しかし、トランプ大統領は 

「感染症拡大期に麻薬カルテルを自由にさせない」 

と説明している。 

 

６．今回のオペレーションの目的は麻薬取締？それとも

マドゥロ政権崩壊？ 

 

コロンビアの麻薬カルテルの対策が目的。 

同時にマドゥロ大統領がトップとされる「太陽カルテル」

の取り締りが目的。 

 

「国連・欧州連合 人道支援は継続するべき」         

 

４月６日 欧州連合のボレル外交政策委員長（前スペイ

ン政府外相）は、ベネズエラとキューバに対する人道支

援の活動は妨げられるべきではないと述べた。 

 

ボレル外交政策委員長は、 

「国連・欧州連合のスタンスは明確だ。 

我 （々欧州連合）が科している制裁は人道支援を妨げる

類の制裁ではない。他の国も同様の制裁策を講じるよう

求める。」 

と述べた。 

 

４月３日 欧州連合は、米国政府が提案した政権移行プ

ロセスを支持する見解を表明した。 

 

米国の提案は、マドゥロ大統領の退陣を前提としており、

政権移行プロセスの進捗に合わせて個人制裁・経済制裁

を解除していくという内容。 

 

米国の提案では、経済制裁（ベネズエラ政府・PDVSA

への制裁）が解除されるタイミングは、マドゥロ大統領

が退陣し「国家評議会」が発足した後である。 

 

この提案に欧州連合として賛同を示したはずだが、ボレ

ル外交政策委員長のスタンスは欧州連合と異なってい

るように見える。 

 

「人道支援便で米国・ベネズエラが自国民交換」                  

 

４月６日 ベネズエラ外務省は、「ベネズエラに滞在し、

米国への帰国を望む米国人を４月９日にメキシコの

「Toluca」へ移動させる」と発表した。 

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」が人道支援便と

して、該当者をメキシコに運ぶようだ。 

 

同日にホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、 

「米国に滞在し、ベネズエラに帰国できなくなったベネ

ズエラ人をベネズエラに帰国させる」 

と発表した。 

 

どうやら、米国の航空会社がメキシコの「Toluca」へベ

ネズエラ人を運び、「Conviasa」が「Toluca」へ米国人

を運び、メキシコ経由で乗客が自国に戻ることになるよ

うだ。 

 

米国政府も今回の取引は承認しており、メキシコ経由の

「Conviasa」の利用は米国の制裁対象にならないと説明

している。 

 

２月７日 米国政府は「Conviasa」を制裁対象に加えて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.404」参照）。 

 

この制裁により米国人は「Conviasa」と取引をすること

が出来ないので、本来であれば米国人は「Conviasa」に

搭乗することは出来ないが、特別措置ということになる

だろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f172c39a4ee645e1e03178e2cc988366.pdf
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「El Pais ロペス VP 党首のオピニオン記事公表」         

 

４月６日 スペイン系メディア「El Pais」は、２０１９

年４月から在スペイン大使公邸にかくまわれている大

衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首へのインタビ

ュー記事を公開した。 

 

「ベネズエラ国民は Covid-１９というウイルスに苦し

んでいるが、ベネズエラにはマドゥロ政権というもう一

つのウイルスが存在する」と指摘。 

 

ロペス党首は、Covid-１９に苦しむベネズエラの現状に

ついて「ベネズエラの医療システムは崩壊している」と

訴えた。 

 

「多くの国民は水がない。病院さえ水がない。水は衛生

的な活動に不可欠なものだ。手を洗うことさえも出来な

い。 

 

医療現場で働く職員、あるいは患者を助けるための最低

限の設備も整っていない。電力は無く、手袋、医療着、

マスク、石鹸、医薬品も除菌剤もない。病院に残ってい

る唯一の資源は医療従事者の意志だけだ。」 

とした。 

 

また、ガソリン不足についても指摘。 

「世界は現在のベネズエラの状況に注目するべきだ。ベ

ネズエラではガソリン燃料にアクセスできる人が１％

もいない。繰り返すが、現在のベネズエラは独裁政権と

機能不全の公共機関の責任でガソリンが給油できない。」 

と述べた。 

 

最後に野党・米国が提案する「国家緊急政府」を支持す

る意向を示し、国際社会に対して理解と協力を求めた。 

 

 

 

経 済                        

「PDVSA ガソリン未輸入５週間経過？       

      ～El Palito 製油所の再稼働に挑戦～」           

 

「Bloomberg」は、この５週間以上 PDVSA がガソリン

を輸入できていないと報じた。 

 

これが事実であれば、３月は全くガソリンを輸入できて

いなかったことになる。 

 

米国政府は、２月１８日に「Rosneft Trading」に制裁を

科した。その後、トランプ大統領はインドを訪問し、

PDVSA にガソリンを供給する「Nayara Energ」や

「Reliance」に PDVSA との取引停止を求めていた。 

 

仮に「Bloomberg」の報道が事実であれば、これらの圧

力が功を奏していたことになるだろう。 

 

ベネズエラでは売り先を失った原油在庫はあるが、ベネ

ズエラ国内の製油所の稼働率は著しく低いため、国内需

要を賄うことが出来ておらずガソリン不足となってい

る。 

 

現在、PDVSA は稼働を停止しているプエルト・カベジ

ョの「El Palito 製油所」で「レギュラーガソリン（オク

タン価９１）」の精製を試みているが、現時点では再稼

働に至っていない。 

 

なお、４月６日、エネルギー専門メディア「Argus Media」

は、３月１１日にマルタ籍の原油タンカーがイタリアか

ら出発し、ベネズエラ・ファルコン州のプント・フィホ

に到着したと報道。 

 

しかし、同タンカーだけでは国内需要は充足できないと

している。 
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「野党国会 ３月インフレ率先月比２１．２％増」         

 

４月６日 野党派国会は２０年３月のインフレ率を公

表した。 

 

３月のインフレ率は先月比２１．２％増。 

２月のインフレ率が２２．４％だったので先月とほぼ同

じ水準ということになる。 

２０年１月～３月の累計インフレ率は１４５．３７％増

とした。 

 

また、１９年３月～２０年３月までの１２カ月分のイン

フレ率は３，３６５％増となった。 

 

２月、３月は為替レートが安定しており、レートの安定

がインフレ抑制に働いたとみられる。 

 

ただし、３月後半から政治的な混乱からか並行レートが

急騰、それにつられる形で公定レートも続伸している。 

４月のインフレ率は３月よりも高くなることは間違い

ないだろう。 

 

 

 

なお、各品目のインフレ率は以下の通りとなっている。 

 

 

（出所）野党国会 

 

「米国 PDVSA と取引するメキシコ企業を調査」                  

 

スペイン系メディア「ABC」は、米国政府が PDVSA と

取引をしているメキシコ企業について調査をしている

と報じた。 

 

マドゥロ政権は、メキシコ企業と「原油と食糧・水槽タ

ンクの代物取引」を行っていると報じられている。 

 

１社は「Libro Abordo SA」という会社で「ベネズエラ・

トゥデイ No.416」でも紹介した。２社目は「Schlager 

Business Group」という会社だ。 

 

「ABC」によると、米国政府は同２社の活動が米国政府

の制裁規定に抵触しないか調査しているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
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報道によると、「Libro Abordo SA」は既に最低でも１３

隻のベネズエラ原油を受け取っており、PDVSA との取

引を継続しているという。 

 

２０２０年４月７日（火曜）               

政 治                        

「Covid-１９感染確認者 １６６件」           

 

４月７日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１９

対策委員長兼務）は、４月７日時点で Covid-１９感染確

認者が１６６名になったと発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.428」で紹介した４月

５日時点の Covid-１９感染確認者は１５９名（うち死

者７名）だった。 

 

４月６日に６名の感染が確認され、４月７日に更に 1 名

の感染が確認されたことで１６６名となっている。 

 

１６６名のうち、 

６５名は回復。 

４０名は自宅隔離。 

２４名は統合診察センターに入院。 

１５名は国営病院に入院。 

１３名は民間病院に入院。 

２名はホテルに滞在。 

７名は死亡。 

という内訳になっている。 

 

また、マドゥロ政権は、現金給付などを行う祖国カード

を運営するシステム「祖国システム（Sistema Patria）」

を通じて Covid-１９のアンケート調査を実施。 

 

１，７２９万４，０９２人がアンケートに回答。体調不

良を訴えた１２万５，６０８名を優先調査対象として診

察を行っているとした。 

 

「コロンビア 麻薬対策作戦で軍派兵             

 ～グアイド議長 DEA との対策委員会発足～」           

 

４月７日 コロンビア政府は、麻薬取締のためカリブ海

に軍を派兵すると発表した。 

 

４月１日、米国政府は麻薬対策のためカリブ海の軍備を

強化すると発表。英国も後方支援を中心とした派兵を発

表していた。 

 

コロンビア政府の発表は、英国に次いで２番目となる。 

 

３月、ブラジルのボルソナロ大統領はトランプ大統領と

会談し、軍事関係の強化で合意していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.416」参照）。 

同合意は、今回のオペレーションが前提にあったと思わ

れ、ブラジルもこの流れに追随することになりそうだ。 

 

また、ベネズエラのグアイド政権も麻薬取締の協力体制

に加わる。 

 

４月７日 グアイド議長は、麻薬取締のため米国麻薬捜

査局（DEA）との協力委員会を発足すると発表した。 

 

同委員会のメンバーは、大衆意志党（VP）の党員で米国

に亡命しているダビッド・スモランスキー議員、カルロ

ス・パパローニ議員、イバン・シモノビス氏（１４年以

上、マドゥロ政権に拘束されていたが１９年５月に逃亡

に成功し、米国へ亡命「ベネズエラ・トゥデイ No.292」

参照）らで構成される。 

 

ベネズエラは、故チャベス政権時に米国政府との関係悪

化を理由に２００５年に DEA との麻薬捜査協力体制を

破棄。それ以来、両国の麻薬対策への協力は停止してい

る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9207e0a37bec41bc359533a794a4bf70.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b36b034a17150a27b669155e56599ff2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/255e0ea29011a12f4471ebeee97a70e5.pdf
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「墨麻薬グループ ベネズエラへ避難？」         

 

犯罪専門メディア「Insight Crime」は、メキシコの麻薬

カルテル「Cártel de Sinalo」のメンバーがベネズエラの

スリア州に集まっていると報じた。 

 

記事によると、スリア州「Machiques de Perijá」に高そ

うな最新モデルのトラックに乗ったメキシコ人が押し

寄せパーティーをしているという。 

 

メキシコ人は「Cártel de Sinalo」のメンバーで、４万～

６万ドルで「人民解放軍（ELN）」が彼らのベネズエラ

入国を支援したと報じている。 

 

この動きは、４月１日から始まった米国政府によるカリ

ブ海での麻薬取締強化の動きを受けたもの。 

 

取り締りから逃れるためメキシコの麻薬グループが、捜

査の手が届かないベネズエラに避難したということに

なるだろう。 

 

メキシコ人マフィアの拡大は、近隣住民の懸念となって

いる。 

 

経 済                       

「原油価格上昇傾向に暗雲              

 ～露・サウジ 米国らの減産加入を求める～」            

 

４月６日に予定していた OPEC・非 OPEC 加盟国の緊

急会合は事前合意に至らなかったとして延期された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.428」参照）。 

 

この会合は、４月９日に実施されるようだ。また、正式

には発表されていないが、１０日にはエネルギー相会合

も行われる見通しだという。 

 

 

この協調減産の成立についてロイター通信は OPEC 関

係筋から入手した情報を報道。 

 

「OPEC にロシアなど非加盟国を加えた「OPEC プラ

ス」は、米国など他の産油国の協力が得られない限り、

大幅減産には合意しない構え」 

と報じた。 

 

ロイター通信によると、減産の規模は米国、カナダ、ブ

ラジルなどの意向次第としており、OPEC プラス加盟国

は、これまで減産の恩恵を受けていた他の産油国にも制

限を設けることを望んでいるという。 

 

ノルウェーは９日に開催される OPEC プラスの会合に

招待されており、オブザーバーとして参加すると表明。

幅広い合意が得られれば、減産に応じるとの意志を示し

た。 

 

他方、米国エネルギー省は「米国の産油量は政府が行動

しなくても既に減少している」と指摘。国内石油会社は

原油安を受け操業を縮小せざるを得ないため、米国の産

油量は一時的に日量２００万バレル程度減少するとの

見方を示した。 

 

また、６日にトランプ大統領は 

「OPEC から原油価格を下支えするため米石油会社に

減産を要請するよう求められてはいない」 

と述べている。 

 

米国政府が減産に応じないようであれば、OPEC プラス

は減産をしないとも報じられている。 

 

仮に減産で合意したとしても減産規模はそこまでイン

パクトの大きなものにはならないのではないか。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9207e0a37bec41bc359533a794a4bf70.pdf
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「国会 Rosneft の事業売却を調査」         

 

４月７日 野党国会は通常国会を実施。 

 

「Rosneft」のベネズエラ事業撤退と、「Rosneft」が所有

する資産をロシア政府１００％出資会社に売却すると

の決定について議論を実施。 

 

以下の点について承認した。 

 

１．「Rosneft」によるロシア政府会社への資産の移譲に

ついて、憲法に準じた取引かどうか、国家の利害に

かなっているかどうかの調査を実施する。 

 

２．調査を実施するにあたり在ベネズエラ・ロシア大使

館を通じて、「Rosneft」およびロシア政府に対して

情報の提供を求める。 

 

３．「Rosneft」および他国の合弁会社に対して、憲法で

定められた炭化水素法に準じた取引を尊重するよ

う求める。 

 

３月２８日 「Rosneft」はベネズエラ事業からの撤退を

発表。同社が行っていた事業はロシア政府１００％出資

会社に売却すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.425」参照）。 

 

公式な発表は無いものの、報道によると「Rosneft」のベ

ネズエラ事業は「Roszarbezhneft」という会社が引き継

ぐようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.428」参照）。 

 

以下は、「Roszarbezhneft」に引き継がれるとされる

「Rosneft」と PDVSA の合弁会社。 

 

 

 

 

「Petrovictoria」の株式４０％ 

「Petromiranda」の株式４０％ 

「Petromonagas」の株式１６．６％ 

「Petroperijá」の株式４０％ 

「Boquerón」の株式４０％ 

 

社 会                       

「新年度学校通学は無し 遠隔学習を検討」            

 

４月７日 アリストブロ・イストゥリス教育相はCovid-

１９の感染拡大を防ぐために、１９～２０年の学校通学

を無期限で延期すると発表した。 

 

イストゥリス教育相は、「学校活動の延期は学童が勉強

をしないことを意味しない。」と述べ、デジタル形式、

インターネット、電話など遠隔手段で学童の勉強を継続

する手段を検討すると発表した。 

 

先だって、マドゥロ大統領は、学童のオンライン学習を

推進すると発表。「祖国システム」を通じて、オンライ

ン学習で学位終了についてのアンケート調査を開始し

た。 

 

しかし、「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」に

よると、インターネットにアクセスできるベネズエラ人

は全体の３６％に過ぎないとしている。 

 

公共テレビでの自宅学習などが一番安定している遠隔

学習手段かもしれないが、思想教育の強いベネズエラで

親が受け入れない可能性は高そうだ。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9207e0a37bec41bc359533a794a4bf70.pdf

