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野蛮な米国のベネズエラ向け石油輸送タンカーの拿捕 

 

■米政府、ベネズエラ向け石油輸送タンカー4隻を拿捕 

8 月 15 日、米政府が、公海を航行中のベネズエラ向け石油輸送タンカー4 隻を拿捕しまし

た。4 隻のタンカーは、111 万 6,000 バレル（約 4

億円）のガソリンをベネズエラに輸送するところで

した。米国政府は、「友好国の協力を得て」拿捕し、

その後イラン海軍がタンカーに乗り込みましたが、

拿捕を止めることはできなかったと発表しました。

拿捕し、押収されたガソリンは、米国のヒュースト

ンに送られ、米国政府の管理下に置かれました。イ 

拿捕されたベジャ号       ラン政府は、拿捕されたタンカーの船主はイラン人

でもなく、タンカーはイラン船籍でもなく、法的にはイランとは無関係であると、米国政府

の無法な行為を批判しました。 

 

■日本のマスコミはどう報道したか 

この無法な国際法違反の米国の行為を、日本のマスコミはどう報道したのでしょうか。 

 

時事通信は、8月 15日次のように報道しました。 

「米、イランのタンカー４隻拿捕 ベネズエラ向け石油押収 

【ワシントン時事】米司法省は１４日、南米ベネズエラに向かうイランのタンカー４隻を

拿捕（だほ）し、積載していた石油を押収したと発表した。米政府はベネズエラのマドゥ

ーロ反米政権を「正統性がない」と見なし、同政権を支援するイランとともに石油禁輸を

含む制裁を科している。 

 司法省によれば、拿捕は７月に申請した貨物の差し押さえが連邦地裁に認められたこと

を受けて実行された。拿捕の正確な日付や場所は明らかにされていない。 

 石油輸送は、米国が「外国テロ組織」に指定するイラン精鋭部隊の革命防衛隊によるも

のとされ、４隻が積載していた石油は計１１２万バレル近くに上る。トランプ大統領は１

４日の記者会見で、押収した石油が「（テキサス州）ヒューストンへ運ばれたと語った」。  

 

20.08.15 日本経済新聞 

「米、イランのタンカー4隻拿捕 イランの反発必至   

石油 110万バレル押収、過去最大 

【ワシントン=中村亮】米司法省は 14日、ベネズエラに向けて航行していたイランの石油

タンカー4 隻を拿捕（だほ）したと発表した。110 万バレル程度の石油を押収し、イラン

産としては過去最大だという。米国と対立するイラン、ベネズエラが反発するのは必至だ。 

トランプ米政権はイラン制裁の一環で同国産原油の国際取引を禁じ、外貨収入の遮断を目

指してきた。 

司法省は声明で、米国が「外国テロ組織」に指定したイラン革命防衛隊がタンカーの運航
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に関与していたと主張。押収した石油は数百万ドル（数億円）規模にのぼるという。拿捕

では「外国のパートナーの協力を得た」と説明した。 

反米を軸に接近するイランとベネズエラにくさびを打ち込む狙いもありそうだ。米国は厳

しい経済制裁を科す両国が不正な取引をしていると疑っていた。ポンペオ米国務長官は14

日、ツイッターで押収した石油が「（ベネズエラの）マドゥーロ政権に届けられようとし

ていた不正なイラン産ガソリンだ」と指摘した」。 

 

20.08.15 読売新聞 

米、イランのタンカー４隻拿捕…ベネズエラへ石油運ぶ  

 【リオデジャネイロ＝淵上隆悠】米司法省は１４日、南米ベネズエラに向けて航行して

いたイランのタンカー４隻を拿捕（だほ）し、石油約１１１万バレルを押収したと発表し

た。 

 トランプ米政権は、イランに対して原油の輸出禁止などの厳しい経済制裁を敷いている

が、同じく反米のベネズエラは、５月にも計約１５０万バレルのガソリン供給を受けてい

た。今回の拿捕の詳細は明らかにされていないが、米国は制裁の抜け穴に厳しく対応して

いる。 

 

20.08.16 毎日新聞 

「イランタンカー、米が４隻を拿捕 ベネズエラへ航行中 

 米司法省は１４日、南米ベネズエラに向かって航行していたイランの石油タンカー４隻

を拿捕（だほ）したと発表した。積載していた石油は計約１１０万バレルに上り、米政府

によるイランの原油押収量として過去最大としている」。  

 

20.08.15 ロイター通信 

「米、イランのタンカー4隻拿捕 ベネズエラへの燃料輸送を阻止 

［ワシントン １４日 ロイター］ - 米国は１４日、ベネズエラに向けて航行していたイ

ランの燃料タンカー４隻を拿捕したと発表した。米制裁に違反するイラン・ベネズエラ間

の主要供給路を阻止したという。  

トランプ大統領は記者会見で、イランはベネズエラに燃料を送るべきではないと指摘。差

し押さえた燃料は米国の主要な石油輸送ハブであるテキサス州ヒューストンに向かった

とした。  

米司法省は、今回押収した燃料は約１１１万６０００バレルと過去最大で、現在は『提携

国の協力とともに』米国の管理下にあるとした。  

米国務省は声明で『イラン担当特別代表ブライアン・フック氏を中心に、ベネズエラへの

イラン産原油輸送を阻止し、司法省および国土安全保障省による差し押さえ命令の実行を

支援した』と発表した。  

司法省、国務省ともタンカー拿捕がいつ、どこで、どのように行われたのかを明らかにし

ていない。フック氏がどのような手順で拿捕に関与したかも不明。  

ポンペオ米国務長官は６日、フック氏が退任し、ベネズエラ担当特使のエリオット・エイ
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ブラムス氏がイラン担当を兼任すると発表していた。正式な退任時期は明らかになってい

ない」。 

 

しんぶん「赤旗」は、ベネズエラほか、外信の多くを時事通信とロイター通信に依存してい

ますが、次の様に報道しました。 

「米、イランのタンカー拿捕 

【ワシントン＝時事】米司法省は１４日、南米ベネズエラに向かうイランのタンカー４隻

を拿捕（だほ）し、積載していた石油を押収したと発表しました。米政府はベネズエラの

マドゥーロ反米政権を「正統性がない」と見なし、同政権を支援するイランとともに石油

禁輸を含む制裁を科しています」。 

 

20.08.15 CNNは、次の通り報道しました。 

米、イランのタンカー４隻拿捕し石油押収 ベネズエラ向け 

米国がイランのタンカー４隻を拿捕し、ベネズエラ向けの石油を押収した 

（ＣＮＮ） 米司法省は１４日、イランの革命防衛隊の手配で南米ベネズエラへ向かって

いた外国籍タンカー４隻を拿捕（だほ）し、積載していた石油製品を差し押さえたと発表

した。 

報道発表文によると、米裁判所の承認を得た拿捕とし、没収した石油は約１１２万バレル

相当。イランから出発した石油の押収量としては過去最大規模とした。 

タンカー４隻を阻止した海域や発生日時は不明。司法当局者は、拿捕が完了した際、「イ

ラン海軍が差し押さえられた石油を取り戻すためか、作戦とは無関係の船舶に乗り込んだ」

と説明。 

中東などを管轄する米中央軍はツイッターの公式アカウントで、イラン軍による公海上で

のこの行動をとらえたビデオ映像を公開した。 

米政府は精鋭部隊でイラン指導部の親衛隊的性格も帯びる革命防衛隊を外国テロ組織に

指定。一方、ベネズエラでは反米路線のマドゥーロ大統領率いる政権と反政権派のせめぎ

合いが長引いており、米国は反政権派に肩入れしている。 

米国務省のオルタガス報道官は１４日の声明で、没収した石油の処分の手続きが米裁判所

で順調に進めばその利益は国家支援のテロの被害者の支援に充てる可能性があるともし

た。 

 

これらの記事に共通しているのは、米国政府が公海上で、イラン人が船主でもイランの船籍

でもない 4隻のタンカーを拿捕し、石油を押収した事実が、どういう国際法、安保理決議に

基づくものであるかを問題にしていないことです。 

 

■経済制裁とは何か 

経済制裁の形態については、宮川眞喜雄氏によれば、次のように分類されます（宮川眞喜雄

『経済制裁』（中公新書、1992年）11頁）。 

① 国際機関がルール違反を認定、自ら制裁を実施するもの。集団制裁。 
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② 国際機関がルール違反を認定するも、制裁は個々の（あるいは複数の）国が独自の判

断で行うもの。単独制裁。 

③ ルール違反の認定も、制裁の実施も個々の（あるいは複数の）国が自己の判断で行う

もの。単独制裁 

以上 3形態があります。 

 

制裁の目的は、①敵国の経済力を減少させる、②核兵器の開発・拡散の阻止、③人道目的、

民主化運動の弾圧停止、④テロ対策、⑤国際法違反の行為に対する懲罰があるとされます（杉

田弘毅『アメリカの制裁外交』（岩波新書、2020年）。しかし、筆者は、これに⑥として政治

理念の相違による体制変換を迫るものを挙げたいと思います。この体制変換を迫る制裁が、

近年トランプ政権で顕著となっています。そのことは、「経済制裁は国際紛争における戦争

に代わる手段だ」というムニューシン米財務長官の言葉に如実に現れています（杉田、前掲

書）。 

 

■米国の経済制裁は適法的か 

現在、米国が、キューバ、ベネズエラ、ニカラグア、イランに対して行っている経済制裁（封

鎖）は、4カ国とも明白に客観的な国際法に違反している事実は示されていません。こうし

た明白に客観的な国際法に違反している事実が示されない場合は、経済制裁は、国際法上違

法な干渉となると、一般に指摘されています（中谷和弘他）『国際法』（有斐閣、2013 年）

336 頁）。この 4 カ国への米国の制裁は、上記の制裁形態の③、制裁目的の⑥に属するもの

で、最も恣意的判断が入る公算が高いものです。しかも政府（体制）の変換を一番の目的と

しています。いずれも国際法に違反するものと広く国際的に批判を受けています。繰り返し

ますが、国連安保理でのイランへの制裁決議は、イランの核開発に関係するものであり、今

回の米国の無法な行為の根拠となるものではありません。 

補注：米国のイランに対する制裁が、革命防衛隊のソレイマニ司令官の暗殺を含め、い

かに無法であるかは、杉田弘毅『アメリカの制裁外交』（岩波新書、2020年）84-103頁

を参照ください。 

 

制裁は、2005年の国連首脳会議成果文書において、次のように規定されています。 

「われわれは、制裁が、武力行使に頼ることなく、憲章下で、国際の平和と安全を維持す

る努力を行うにあたっての重要な手段であり続けることを強調し、また、制裁は、明確な

目的を支援するために慎重に対象が選定されること、安全保障理事会により定められた制

裁にしたがうこと、期待された結果を出すための実効性と人民や第三国に起こりうる社会

経済・人道的影響を含む不利益とを比較する形での実施を確保することを決意する。・・・

また、国連憲章 2条 7項と同様に友好関係原則宣言も、内政不干渉の原則を確認し、他国

政府を実力で倒すことを目的とする活動や、テロ活動などを組織・支援・許容することも

禁じている」 

このように成果文書などは、制裁の厳格な条件、内政不干渉の原則、他国政府（体制）の変

換を目的とする活動を禁止しています。この国連首脳会議成果文書からも、今回の米政府の
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公海での拿捕行為は許されるものではありません。 

 

■報道には米国の行為への批判がみられない 

しかしながら、上記に引用したいずれの報道も、公海上における米国の行為を無法なもので

あり、イランの主権を踏みにじるものとして、批判してはいません。さらに、時事通信や、

それをそのまま引用したしんぶん「赤旗」のように、「米政府はベネズエラのマドゥーロ反

米政権を『正統性がない』と見なし、同政権を支援するイランとともに石油禁輸を含む制裁

を科しています」と、米国の主権侵害の行為を無批判に報道しています。ある強国が、ある

国の政権を正当性がないと見なすことにより、制裁を科すことが正当化されれば、世界は強

国による制裁の乱発となり、無秩序なものとなります。 

 

しかも、マドゥーロ政権に正当性がないというのは、米国独自の判断であることは、最近の

ベネズエラを巡る報道でも明らかです。以前筆者は、8月 9日拙稿、「12月の国会議員選挙

を巡る報道をどう見たらよいのか」で、「大衆意志党（VP）など野党連合に属する 27 政党

が 12 月 6 日予定の国会議員選に参加しないとする声明を発表した」という報道を、論評し

ました。しかし、8月 19日時事通信は、主要野党ボイコット説に固執して、「12月総選挙、

主要野党は選挙ボイコットを表明したので、与党圧勝見通しで、マドゥーロ氏、制憲議会の

活動停止」と配信し、しんぶん「赤旗」も時事を引用して同じ文脈で報道しました。 

 

■野党は国会議員選挙を一致してボイコットしているのか 

しかし、現実には下記の表のように、野党にも選挙に参加する政党もあれば、27の野党の多

くは、主要 4党においても、不参加派と参加派に分裂しているのです。時事通信などが言う

ように、27政党のすべてが選挙に反対しているのではないのです。むしろ党として、全党を

挙げて反対している党は、ほとんどないのです。 

 

与野党 選挙 政党名、議席：国会/県知事/基礎行政区長  

与党 参加 与党：拡大祖国戦線（FAP） 

10政党 2015年国会 49/19/305 

 

 

 

 

 

 

与党 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加 

 

ベネズエラ社会主義統一党(PSUV) 2008 

  43/19/303 

 

われわれはベネズエラ（Somos Venezuela）2018 

  0/0/0 

 

ベネズエラ共産党(PCV) 1931 

  2/0/1 

 

皆のための祖国(PPT) 1997 

  4/0/2 

 

革命行動運動実施党（Tupamaros）1979 

  4/0/0 

 

ベネズエラ国民団結（UPV）2008  
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参加 

  0/0/0 

社会民主主義党(PODEMOS) 2002 

  1/0/0 

 

野党 野党  

 

 

 

 

 

野党 

変革希望党（MEC）2018 

  0/0/0 

ハビエル・ベルトゥシ 

社会主義運動(MAS) 1971 

  0/0/1 

フェリペ・ムヒカ、セグんど・

メネンデス 

革新前進党（AP）2012 

  1/0/0 

エンリー・ファルコン、ルイス・

ロメロ 

ベネズエラ解決党（SPV）2018 

  0/0/0 

クラウディオ・フェルミン、ラ

ファエル・マリン 

市民変革運動党（CMC）2018 

  5/0/6 

ティモテオ・サンブラーノ 

赤旗党（BR）1970 

  0/0/0 

参加・不参加両派あり 

ペドロ・ベリス、ガブリエル・

プエルタ 

参加・

不参加 

民主団結会議（MUD）6党+5党 

2015年国会 86/167 +3 (先住民) 

参加・不参加両方存在 

参加 

 

 

不参加 

独立選挙政党(キリスト教社会党 COPEI)1946  

  0/0/14 MUD 

 

一部不参加 

フアン・カルロス・アルバラー

ド書記長、フランクリン・ドゥ

アルテ国会第一副議長など 

不参加 

 

参加 

民主行動党（AD）1941  

  25/4/9 MUD 

ネガル・モラーレス国会書記 ライディ・ゴメス 

エンリ・ラモス・アジャップ 

 

任命代表ベルナベ・グティエレ

ス議員など 

不参加 

 

参加 

参加 

正義第一党（PJ）2000 

  33/0/0 MUD 

エンリケ・カプリレス 

ルイス・パルラ国会議長、コンラド・ペレスなど 

フリオ・ボルヘス 

 

カプリレス、グアイドーを批判 

任命代表ホセ・ブリト議員など 

不参加 

 

参加 

大衆意志党(VP) 2011 レオポルド・ロペス 

  18/0/4 MUD 

 

グアイドー前国会議長 

 

任命代表、国会第二副議長ホ

セ・グレゴリオ・ノリエガなど 

 

 

 

 

不参加 

 

参加 

新時代党(UNT) 2006 

  16/0/4 MUD 

スターリン・ゴンサーレスなど 

 

不参加 急進大義党(CR) 1971  
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    2/0/0 MUD 

 

野党 

不参加 

参加 

明瞭会計党（CC）2008 

  1/0/1 

 

 不参加 

参加 

自由勢力党（FL）2003 

  0/0/0 

 

 不参加 ベネズエラ発展党（MOVERSE）2012 

  0/0/0 

 

 不参加 ベネズエラ計画党（PRVZL）1998 

  2/0/0 

 

 不参加 ベネズエラ団結党（UNPARVE）2008 

  0/0/0 

 

 

与党では、8月 9日、17の中小政党が、これまでに選挙参加を表明していた 25政党に加わ

り参加を表明、選挙参加与党は 42政党となりました。選

挙を重視する世論の流れはさらに強まり、これまで反政

府的態度を取って来たベネズエラ司教会議のホセ・ルイ

ス・アスアヘ議長が 8 月 11 日に、翌 12 日にはホセ・ビ

ルトゥオソ・カトリック大学学長が、選挙への参加を呼び

かけました。正義第一党のエンリケ・カプリーレ氏も、19

日ベネズエラ司教会議の呼びかけに賛同の意を表明しました。キリスト教民主党（COPEI）

もアルバラード書記長を始め大多数が選挙参加を表明するようになりました（20.08.25 UN）。 

 

■国民は国会議員選挙実施とそれを進めるマドゥーロ政権を支持 

このことは、8 月 20 日に発表された保守系の調査会社、インテルラセス社の世論調査結果

にはっきりと表れています。また、このインテルラセス社の調査は、8月 6日付の拙稿「ベ

ネズエラ危機、何が真実か？」及び 8 月 9 日付の拙稿「12 月の国会議員選挙を巡る報道を

どう見たらよいのか」で紹介した ICR社の調査結果を同じ傾向を示しています。 

 

 

52
23

25

12月6日国会選挙動向%

必ず投票 恐らく投票 投票に行かない
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52%が、選挙で必ず投票、23％が、恐らく投票に行く、25％が、投票に行かない、という結

果でした。即ち、75％の国民が 12月 6日の国会議員選挙参加する意向をもっているのです。 

 

さらに、国会議員選挙の支持政党では、58％が与党支持、32％が無党派、18％が野党支持と

いう結果でした。 

 

党派別では、33%がベネズエラ社会主義統一党（PSUV）、23％が残りの与党で、26％が野

党、その内民主行動党（AD）が 5％で最高、残りの 21％を正義第一党（PJ）、 キリスト教

社会党（Copei）、 新時代党（NT）、大衆意志党（VP）が分け合っています。 

 

また、76％が諸問題の解決のためには新たな国会の活動は極めて重要と考え、55％が米国の

制裁が経済悪化の主要原因とみなし、81％が米国の制裁に反対しています。新型コロナ問題

では、73％がマドゥーロ大統領のコロナ対策を支持する一方、72％はグアイドーがコロナ対

策を何もしていないとみています（20.08.20 GV, UN）。 

 

■主人も見放したグアイドー氏 

グアイドーにとって、さらに衝撃的なのは、8 月 16 日、これまでグアイドーを正当な暫定

大統領と認めてきたリマ・グループ、国際連絡調整グループ、EU、米国の 28カ国が、共同

声明で、ベネズエラでの自由選挙の実施を

呼びかけましたが、グアイドーを国会議長

と呼ばず、単に国会議員と呼び、グアイドー

への評価を低めたことです（20.08.16 UN）。

実際、グアイドー氏は、今年 1 月の国会で

国会議長に指名されなかったので、これは

正しい呼び方です。 

 

こうしたいろいろな傾向を、時事通信やしんぶん「赤旗」を始め、日本のマスコミは、正し

く掌握し、一貫した立場から報道しなければ、読者は、ベネズエラの状況を正しく理解でき

ないでしょう。 

5618

26

12月6日国会選挙支持政党%

PSUVなど与党 無党派 野党
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補注：もともとトランプ大統領は、グアイドーの自己大統領宣言の時から、グアイド

ーを評価しておらず、その日の午後 8時ボルトン

補佐官（当時）に「ベネズエラは、好ましい状況

ではないな。軍全体がパドリーノ（将軍）の側

だ。マドゥーロはタフだが、あの小僧（グアイド

ー）の名前は誰も聞いたことがない」と、グアイ

ドーを見下した態度を取っていました（John 

Bolton, The Room where it happened: A White House Memoir, Simon & Schuster, 

New York, 2020, p.257）。また、以前にも紹介しましたが、本年６月、トランプ大統

領は、グアイドーの余りの不人気に、グアイドー氏がベネズエラの正当なリーダーで

あるか、疑問をもっていると述べました（20.06.21 Axios）。 

 

こうした国民の支持も低く、海外の評価も落ちているグアイドー氏に正当性がないことは明

らかですが、一方国民の高い支持と海外の多数の国の支持（約 140カ国）を得ているマドゥ

ーロ政権に正当性がないとすれば、ベネズエラは、無法状態なのでしょうか。 

 

■道理がない米国のイラン制裁 

実は、15 日の米政府による 4 隻のガソリン輸送タンカーの公海上の拿捕事件の裏には、前

日 14 日米政府が、国連安全保障理事会で、イラ

ンに対する安保理制裁の武器禁輸措置を延長す

る案を提出しましたが、その決議案が否決された

ことがあります。この米国案は、2015 年の欧米

など 6 カ国とイランの核合意に基づき、10 月に

迎える武器禁輸の期限を実質的に無期限とする

よう求める内容でした。安保理の 15 理事国のうち、賛成は米国とドミニカ共和国の２カ国

だけ。米国の対イラン政策に批判的なロシアと中国は反対、英仏を中心とした欧州諸国など

11カ国は棄権しました。米国のみじめな敗北でした。 

 

イランのロウハニ大統領は、「イラン」の 4 隻のタンカー拿捕事件は、この国連安保理での

みじめな敗北から、国際世論の目をそらせるための

ウソのニュースと批判しましたが（20.08.15 TS）、

同時にベネズエラへのガソリンの供給を阻害し、ベ

ネズエラ国内でガソリン不足の状態を引き起こし、

マドゥーロ政権への不満を高め、国民の信頼を失っ

ている過激派野党への援護射撃を狙ったものでも

ありました。 

 

中東では、8 月 13 日イスラエルは米国が仲介する形でアラブ首長国連邦（UAE）との国交

正常化を発表しました。ここには、これまで敵対してきたイスラエルとアラブ諸国との関係
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改善を促し、イランへの制裁を復活させる米国の思惑もあるようです。米国は、20日、国連

安保理の対イラン制裁を復活させる手続きに着手しましたが、安保理 15 理事国中、米国と

ドミニカ共和国を除く 13 理事国は、書簡で米国の手続きを「無効」と主張し、反対しまし

た。14 日の安保理討議に続く、米国の完敗ですが、ベネズエラ問題は、今や米国の中東政

策、イラン政策をも巻き込んだ複雑なものとなっています。米国の戦略は、「ごろつき国家」

であるイランやキューバ、「悪の枢軸国」であるイラン（ブッシュ規定）やキューバ（ボルト

ン規定）、「圧政の砦」であるイランやキューバ（ライス国務長官規定）、「専制のトロイカ」

であるキューバ、ベネズエラ、ニカラグア（ボルトン補佐官規定）、テロ支援国家あるいは対

テロ非協力国であるイラン、キューバ、ベネズエラを一網打尽に壊滅させようとするもので

しょう。 

 

■ベネズエラの主権を認めない米国とコロンビア 

米国政府のお先棒を担ぐ、コロンビアのドゥーケ大統領は、「マドゥーロ大統領がイランか

らミサイルを購入しようとしているとの外国諜報機関

（米国 CIA）からの情報がある」と述べ（20.02.21 CNN）、

不安感を演出しました。しかし、原則としては、ベネズエ

ラ政府が、核兵器を除き（核兵器はベネズエラも加盟し

ているトラテロルコ条約が存在）、どの国からどういう兵

器を購入しようが、ベネズエラの主権の問題で、コロンビ ドゥーケ（左）どウリベ（右） 

アが、非難することではありません。しかも、現実を見ると、コロンビアには 7つの米軍基

地があり、コロンビアは、18年 5月にはラテンアメリカでは初めてNATOのグローバル・

パートナーの一員として承認されています。コロンビアの国防予算は年間 112億ドル（2018

年）で、兵力は 25万 5,119人、一方ベネズエラの国防予算は年間約 7.4億米ドル（2017年）

で、兵力は 12 万 3,000 人です。ベネズエラには外国軍事基地はなく、米軍基地も含めると

コロンビアとベネズエラの軍事力の差は歴然としており、ドゥーケ大統領が、ベネズエラの

ミサイル導入を喧伝して不安感をあおる必要はまったくありません。 

 

22日マドゥーロ大統領は、「ドゥーケが言うような

イランから地対空ミサイルを購入することは考え

たこともなかったが、悪い考えではない。ドゥーケ

は、ウリーベ元大統領のダミーとしてコロンビア

の内政の困難から目をそらさせるため、ベネズエ

ラを攻撃する考えを抱いている。ベネズエラは、数

年前からロシアから購入した地対地、地対空ミサ

イルをもっており、全土に配備している。それは、どこかを侵略するためでなく、帝国主義

の侵略から守るためである。ベネズエラは、どの国からも兵器の購入を禁止されていない。

もし、イランが販売したいというなら、購入する可能性はある」と皮肉たっぷりに回答しま

した（20.08.22 GV）。 
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グアイドー一派の野党の過激派が、国民の信頼を失っている中で、国内勢力によるマドゥー

ロ政権打倒は可能性がなく、マドゥーロ政権の打倒のためには、海外からの経済制裁、威嚇、

心理戦、情報戦が一層強められているのです。 

 

新聞略語：すべて電子版 

UN: Últimas Noticias 

GV: Globovisión 

EU: El Universal 

ICS: International Consulting Services 

TS: Telesur 

BBC, AFP, EFE, HispanTV, DW, Sputnik, Reuters, CNN, France 24 

 

（2020年 8月 26日 新藤通弘） 


