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（写真）米国軍 “４月１日 麻薬取締強化のためカリブ海の米軍派遣を強化、２２カ国と協力” 

 

 

２０２０年４月１日（水曜） 

 

政 治                     

「米政府 麻薬取締のためカリブ海に米軍派遣 

～グアイド政権 米国の方針を支持～」 

「EU 米国の移行政権プロセス提案を検討」 

「グアイド議長 一部の与党政治家を擁護」 

「ポルトガル旅客船 ベネの海上警備船と衝突」 

経 済                     

「中銀 預金準備率９３％、外貨預金率３１％」 

「Petropiar の貯蔵施設で爆発発生」 

社 会                     

「ベネ人口衛星 使用不可のため米国衛星を使用」 

２０２０年４月２日（木曜） 

 

政 治                    

「米国政府 アレアサ外相にラブコール？」 

「グアイド議長 国家評議会のメンバー要件は」 

「Covid-１９感染者１４９名、死者５名 

～野党 マドゥロ政権の発表は最初から嘘～」 

経 済                    

「Covid-１９企業向けアンケート実施 

～回答企業４８％は Covid-１９甚大な影響～」 

「並行レート続伸 １ドル BsS.９万越えも」 

「ゲラ議員 人道支援基金のスキームを提案」 

「CITGO Covid-１９支援で２億ドル拠出」 
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２０２０年４月１日（水曜）             

政 治                       

「米政府 麻薬取締のためカリブ海に軍派遣      

    ～グアイド政権 米国の方針を支持～」       

 

４月１日 トランプ大統領は、麻薬取り締まりのためカ

リブ海に空軍・海軍を派遣すると発表した。 

 

トランプ大統領は 

「米国政府は、米国民を守るために麻薬取り締まりの集

中オペレーションを実施する。米国政府は、Covid-１９

を悪用し、米国民の生命を危険にさらす麻薬国家を見過

ごすことはできない。 

 

２２の同盟国と共同で米国南部軍が音頭を取り、麻薬組

織の集中取り締まりを実施する。わが軍は海軍、空軍な

どの人員を２倍にする。また、外国に駐留するわが軍の

軍人の生命に危険が生じないよう十分な対策を講じる。」 

と発表した。 

 

（写真）Telemundo 

“トランプ大統領 ベネズエラ近海へ米軍派遣を発表” 

今回の発表は、３月２６日に米国政府が発表したベネズ

エラの「太陽カルテル」への訴えを前提としている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.424」「ウィークリーレポート

No.142」参照）。 

 

米国政府がマドゥロ大統領らに懸賞金を科す前は、国連

や欧州連合が中心となり、ベネズエラへの経済制裁の解

除を求める流れがあった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.423」参照）。 

 

しかし、マドゥロ大統領を含むマドゥロ政権高官らを麻

薬の元締めとして訴えることでその流れを押しとどめ、

且つベネズエラ近海に反マドゥロ同盟軍を配備するこ

とで、政権交代のための圧力強化のために利用したよう

に見える。 

 

さらに、今回の米国の狙いは武力による圧力だけが目的

ではなく、マドゥロ政権の資金源を断つことも目的なの

だろう。 

 

個人的には、「ウィークリーレポート No.142」で紹介し

たような「太陽カルテル」による麻薬密売は存在してい

ると考えている。 

 

ベネズエラの石油産業が疲弊し、マドゥロ政権はこれま

で以上に違法な取引で資金をねん出する必要に迫られ

ている。 

 

そのような状況で、麻薬取引による収入増を目指すのは

自然流れだろう。 

 

米国政府がベネズエラ近海に軍を配備し、麻薬取引への

監視を強化することで、麻薬密売による収入をマドゥロ

政権に流れにくくし、政権崩壊につなげることも狙いと

言えそうだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
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「EU 米国の移行政権プロセス提案を検討」         

 

３月３１日 ポンペオ国務長官は、「民主主義移行のた

めの枠組み」と題したベネズエラの政権交代プロセスを

提案した（「ベネズエラ・トゥデイ No.426」参照）。 

 

同提案は与野党共同の「国家評議会」を発足させ議論の

進展に応じて段階的に制裁を解除していくという内容

になっている。 

 

先だって、国連・欧州連合は 

「Covid-１９の対応に苦慮する各国政府への経済制裁

は人道的に望ましくない」 

として経済制裁を受けている国の制裁解除、緩和を求め

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.423」参照）。 

 

米国側の提案は制裁解除を念頭に置いており、国連・欧

州の求めを拒否した内容になっておらず、国連・欧州が

米国の提案にどのような反応を示すのか予想がしづら

い。 

 

結論を言うと、４月１日時点で、EU は米国の提案につ

いて直接的な見解の表明を避けている。 

 

４月１日 欧州連合報道官は記者会見で以下のコメン

トをしている。 

 

「米国政府はベネズエラ危機を乗り越えるための提案

をした。我々は、ポンペオ国務長官の提案をとても注意

深く検討している。この提案を精査し、近いうちに欧州

として見解を示すことになる。 

 

欧州連合のスタンスは、真に透明な選挙を通じた政治プ

ロセスによる平和で民主的なベネズエラ危機の克服だ。

欧州連合はこの大原則でベネズエラ問題に取り組んで

いる。 

 

また、ベネズエラは Covid-１９による危機的な状況が

あることを認識している。Cvoid-１９は既にベネズエラ

経済・社会・人権に深刻な打撃を与えている。 

 

Covid-１９がベネズエラの人命に与える影響を最小限

に抑えるため、国家の団結と連携が必要だと考えている。

この動きを速めるためには国際社会の協力が不可欠だ

と考えている。」 

とコメントした。 

 

「グアイド議長 一部の与党政治家を擁護」                  

 

４月１日 グアイド議長は、Globovision のキャスター

を務めていたレオポルド・カスティージョ氏の番組に出

演。野党国会が承認した「国家緊急政府」について説明

した（「ベネズエラ・トゥデイ No.426」参照）。 

 

「国家緊急政府」は Covid-１９の緊急事態に対応する

ため与野党共同の臨時政府を組織しようというもの。 

米国政府の「国家評議会」の提案と同じものと理解して

良いだろう。 

 

米国・グアイド政権の提案は、マドゥロ大統領ら一部高

官を排除した与野党共同政府の発足である。 

 

 

（写真）ホベル・アルバレス記者ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e32073f761e342c2793ccad71cc74bf2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e32073f761e342c2793ccad71cc74bf2.pdf
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従って、グアイド議長は与党側にも一定の配慮をしなが

らインタビューに回答する必要があった。 

 

グアイド議長は、マドゥロ政権を「麻薬政府（Narco 

Gobierno）」と呼んだカスティージョ氏の言葉について

コメント。 

 

「麻薬政府と１つにまとめてはいけない。米国政府が訴

えている通り、現在１３人が麻薬取引で法的に訴えられ

ている。 

 

他方、名前は明らかにできないが、複数の人は移行プロ

セスに賛同し、ベネズエラ国民の側に付きたいと考えて

いる。米国の提案は彼らに支持されている。 

 

今回、米国の提案は新しいものだ。なぜなら、この提案

が成立すれば、制裁が解除される。制裁は米国に影響を

与えており、米国は制裁を解除できるなら解除したい。 

 

米国政府が訴えたようにベネズエラから麻薬が運ばれ

米国民の生命を侵害している。現在、マドゥロは米州地

域にとって脅威となっている。」 

と説明した。 

 

グアイド議長の一部の与党関係者を擁護する姿勢は現

実主義的ではあるものの、急進野党系の支持者を中心に

反対も多く、賛否両論がある。 

 

「ポルトガル旅客船 ベネの海上警備船と衝突」         

 

４月１日 パドリーノ・ロペス国防相は、ポルトガル籍

の旅客船「Resolute」とベネズエラの海上警備船

「Naiguata」が衝突し、「Naiguata」が沈没したと発表し

た。 

衝突事件が起きたのは３月３０日 AM００時３５分。 

場所はベネズエラ領のトルトゥーガ島の近海。 

 

ロペス国防相は、今回の衝突は意図的なもので「海賊に

よる卑怯な犯罪行為」だと非難。ポルトガル籍の旅客船

「Resolute」の衝突部分を撮影した写真を自身のツイッ

ターに投稿した。 

 

マドゥロ政権側の説明によると、「Resolute」は無登録で

ベネズエラ領海のトルトゥーガ島を航海しており、海上

警備艦が接近したところ、衝突されたとしている。 

 

現在、「Resolute」はオランダ領クラサオのオラニエヘス

タッドに停泊しており、マドゥロ大統領は「クラサオ州

政府に対して、今回の事件の調査を正式に申請した」と

述べた。 

 

他方、「Resoulte」側はベネズエラの海上警備軍が発砲し

てきたと主張している。 

 

なお、４月１日 ポルトガル政府は、前日に米国の政権

移行プロセスを支持する旨の意思表明をしており、両国

の関係悪化が報じられている。 

 

 

（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター 

“「Naiguata」に衝突したとされるポルトガル籍旅客船

「Resolute」の衝突部分” 
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経 済                        

「中銀 預金準備率９３％、外貨預金率３１％」           

 

４月１日 ベネズエラ中央銀行は、中央銀行決議２０－

０３－０１を公表。 

 

預金準備率を９３％に設定した。 

 

金融機関は自行が預かっている預金の９３％を預金準

備として中央銀行に預け、基本的に残りの７％が融資な

どに使用する資金となる。 

 

これまでベネズエラでは預金準備率が５７％。 

マージン預金準備率（直近１週間の間に増えた預金）が

１００％となっていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.246」

参照）。 

 

今回の変更では「預金準備率」と「マージン預金準備率」

が「預金準備率」に統一された代わりに預金準備率が９

３％になったことになる。 

 

また、これまで存在しなかった「外貨預金率」を３１％

に設定。外貨預かり分の３１％は中央銀行に預けておく

ことが義務化された。 

 

なお、この制度を守れなかった金融機関への罰則も強化

された。これまで罰金は不足金額の１２６％だったが、

新たな改定により１３８％に増えている。 

 

「Petropiar の貯蔵施設で火災発生」                    

 

３月３１日夕方 アンソアテギ州にある PDVSA と

Chevron の合弁会社「Petropiar」の貯蔵タンクで火災が

発生した。PDVSA の発表によると、死者、怪我人はい

なかったようだ。 

 

 

今回の火災が報じられた後、Maibort Petit 記者は自身

のツイッターで「Chevron が全ての穿孔機を停止するよ

う指示した」と投稿した。 

 

 

（写真）Maibort Petit 記者 

 

社 会                        

「ベネ人工衛星 使用不可のため米国衛星を使用」           

 

以前「ベネズエラ・トゥデイ No.424」でベネズエラの

衛星「VeneSat-１」が軌道を外れ、使用できなくなった

との記事を紹介した。 

 

本件について、３月２６日 宇宙分野専門メディア

「Actualy.es」は、ベネズエラ科学技術省が「VeneSat-

１」が軌道を外れたことを認め、３月２４日から米国の

人口衛星「Intelsat-１４」を使用していると報じた。 

 

人工衛星は各国にとって戦略的な分野に当たる。 

ベネズエラが米国の人工衛星を使用するとは信じがた

く、筆者はこの記事がフェイクニュースと思い３月２６

日時点で紹介しなかったが、未だに科学技術省が否定し

ていない。 

 

「VeneSat-１」が使用できない場合、全国的にテレビ・

インターネット回線に問題が生じることになる。 

Covid-１９で情報発信の必要に迫られる中、マドゥロ政

権として必要に迫られて今回の対応を取った可能性は

ありそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0ef6053797da606b5c815f042effe912.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
http://actualy.es/asesinado-el-satelite-simon-bolivar/
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２０２０年４月２日（木曜）              

政 治                       

「米国政府 アレアサ外相にラブコール？」        

 

３月３１日 米国のポンペオ国務長官は、ベネズエラの

政権交代のためのプロセス「民主主義移行のための枠組

み」を提案した（「ベネズエラ・トゥデイ No.426」参照）。 

 

４月２日 在ベネズエラ米国代表大使（マドゥロ政権と

の対立により閉鎖されている）の役割をコロンビアで担

っているジェームス・ストーリー担当官（米国ベネズエ

ラ外国交渉室担当官）は、ベネズエラ系メディア「El 

Nacional」の取材に応じ、今回の提案について米国のス

タンスを説明した。 

 

 

（写真）El Nacional “ジェームス・ストーリー担当官” 

 

「与党政権内には、自身の役職を理由に制裁を科されて

いる人物もいる。彼らの中には米国政府が提案した民主

的な政権移行に賛同している者もいる。仮に国会が復権

すれば、これらの人物への制裁は解除されるだろう。 

 

国会がベネズエラの政治を決断する唯一の組織だ。 

国会には社会主義統一党（PSUV）議員も属しており、

彼らも民主的な政権移行に関与する存在だ。 

 

 

この提案を成功させるためトランプ大統領は対話に応

じる意志がある。」 

と述べた。 

 

また、この提案について米国政府、グアイド議長は与党

内部に賛同者がいると言及している。 

 

可能性のある人物として、これまでパドリーノ・ロペス

国防相、マイケル・モレノ最高裁判長らの名前が挙がっ

ており、１９年４月に起きた「自由オペレーション」に

も関わっていたと報じられている（「ウィークリーレポ

ート No.96」参照）。 

 

ストーリー担当官は、これまで言及しなかったホルヘ・

アレアサ外相について移行政権に賛同する可能性があ

ることを暗にほのめかした。 

 

「私はアレアサ氏と毎日対話をしている。 

ベネズエラ人がより良い未来を迎えるために必要な対

話だ。 

 

私は、アレアサ氏が賢い人だと知っているし、そのよう

に感じている。彼がベネズエラ国民にとってより良い将

来が何なのかを考えることを願っている。 

 

仮に彼（アレアサ氏）と他のマドゥロ政権高官が民主主

義に回帰したいと考えているのであれば、大きなうねり

が起きるだろう。米国政府とベネズエラ人も自らの役割

を全力で果たすだろう。」 

と述べた。 

 

他方、ツイッターなどを確認する限り、現在のところア

レアサ外相自身は引き続きマドゥロ政権に忠実な姿勢

を示している。ストーリー担当官の発言が内部不安を駆

り立てるためのものなのか、そのような交渉があるのか

はハッキリしない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e32073f761e342c2793ccad71cc74bf2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4f7d5c44fd43a5415171df9ab852add.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年４月１日～４月２日報道               No.４２７   ２０２０年４月３日（金曜） 

7 / 10 

 

 

なお、アレアサ外相は、ベネズエラの「グラン・マリス

カル・アジャクチョ財団」の奨学金を受けて、ケンブリ

ッジ大学の西欧政治学修士号を取得した元国営放送ア

ナウンサー。 

 

チャベス大統領の娘ロサ・ビルヘニア・チャベス氏と結

婚し、政権中枢に付いている。汚職報道が多いマドゥロ

政権高官の中で、アレアサ外相については汚職のイメー

ジは少なく、学の高い人物であることは確かだろう。 

 

「グアイド議長 国家評議会のメンバー要件は」           

 

４月２日 グアイド議長はスペイン系メディア「ABC」

の取材に応じ、野党側のスタンスを示した。 

 

以下、重要な点を紹介したい。 

 

 

Q：米国の国家評議会の提案と野党の国家緊急政府は同

じものか？ 

 

A：この提案は我々が昨年ノルウェー対話で提案したも

のだ。新しいことは、米国政府が政権移行の段階に応じ

て、制裁解除を示した点だ。 

 

Q：マドゥロは米国の提案を拒絶した。彼らは外国の介

入だと訴えている。あなたは、マドゥロがこの提案を受

け入れると思うか？ 

 

A：私はテロリストを信じていない。彼には一切期待を

していない。だから圧力をかけている。 

繰り返すが、この提案はマドゥロに対する提案ではない。

彼の周りには移行政権に賛同する者がいる。 

なぜなら、マドゥロは米国司法当局に訴えられており、

人権侵害を犯してきたからだ。 

 

 

Q：誰が国家評議会のメンバーになれるのか？ 

 

A：誰が国家評議会のメンバーになれないのかを説明し

た方が簡単だ。テロリスト、麻薬犯、人権侵害を働いた

人物。これらの人物は国家評議会のメンバーになること

はできない。 

 

 

つまり、麻薬取引の元締めとして懸賞金をかけられてい

るマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長、アイサミ経済担

当副大統領らは決して国家評議会に関わることは出来

ないということになるだろう。 

 

「Covid-１９感染者１４９名、死者５名         

 ～野党 マドゥロ政権の発表は最初から嘘～」         

 

４月２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は記者会見を

実施。同日時点のCovid-１９の状況について発表した。 

 

４月２日時点で新たに５名の感染者が確認され、ベネズ

エラの Covid-１９感染確認者は合計で１４９名となっ

た。 

 

また、２名が死亡し、Covid-１９を理由とする死者はこ

れまでに５名になった。 

 

新たに死亡した２名のうち、１名はトゥルヒージョ州在

住の６４歳男性。ペルーから帰国した息子が感染経路と

した。死亡した男性はもともと肺に病気を持っており、

糖尿病を患っていたという。 

 

もう一人は、ミランダ州在住の６３歳の男性。カラカス

の病院で息を引き取ったという。 
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このようにマドゥロ政権は頻繁に Covid-１９の感染状

況を発表しているが、数字が異常に少ないとの声は多く、

数字を操作しているのではないかと指摘されている。 

 

グアイド議長は、「ABC」の取材で Covid-１９について

言及。マドゥロ独裁政権は、最初から Covid-１９の数字

で嘘をついていると指摘。 

 

「我々の持つデータと、マドゥロ独裁政権が公表する発

表を比較すると矛盾が生じる。数字の虚偽は緊急事態を

悪化させる。 

 

１１日前に我々は保健省の内部情報を入手したが、

Covid-１９の感染確認者はその時点で２００名だった。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は２月２９日に Covid-

１９による最初の死者を発表したが、保健省の内部情報

によると最初の死者は３月１３日だった。」 

と述べた。 

 

経 済                       

「Covid-１９企業向けアンケート実施          

 ～回答企業４８％は Covid-１９で甚大な影響～」            

 

調査会社「PGA Group」は、Covid-１９がベネズエラ企

業に与える影響についてアンケート調査の結果を公表

した。 

 

アンケート対象企業は、１６８社の中小企業および大企

業。 

 

同資料によると、回答企業の４８％が「Covid-１９は自

社のビジネスに甚大な影響を与えている」と回答。 

 

 

 

 

この４８％を企業規模で「小規模企業（雇用数５０名以

下）」、「中堅企業（雇用数５１～３００名以下）」、「大企

業（雇用数３０１名以上）」で分けると、 

小規模企業に属する企業の４９％ 

大企業に属する企業の４６％ 

中堅企業に属する企業の３３％ 

という結果になり、小規模企業と大企業への影響が比較

的大きいとの結果が出た。 

 

また、「Covid-１９の問題が収まった後に企業活動を再

開できるか？」との質問について、 

「１カ月以内に再開できる」と回答したのは５０％ 

「３カ月ほどかかる」と回答したのは１９％ 

「２カ月ほどかかる」と回答したのは１７％ 

となった。 

 

また、労働者への給料支払いについて 

「給料・福利費を全て支払う」との回答は４１％ 

「当面は給料・福利を全て支払う」は３５％ 

「１カ月分は全額支払う」は１６％ 

「一部を支払う」は７％ 

となった。 

 

「並行レート続伸 １ドル BsS.９万越えも」         

 

政情不安からか並行レートが続伸している。 

 

並行レートの参考サイト「Dolar Today」によると、４

月２日時点の並行レートは１ドルBsS.８９，１６８．７。 

他の並行レート参考サイトでは、１ドル BsS.９万を超

えるケースも少なくない。 

 

並行レートの動きに合わせる形で、ベネズエラ中央銀行

が公表する公定レート「両替テーブル」もボリバル安に

シフトしている。 
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４月２日時点の「両替テーブル」の平均値は１ドル BsS.

８４，６９３．３２。並行レートよりもボリバル高では

あるが、一定の間隔をあけて「並行レート」を追いかけ

ている状況だ。 

 

 

（写真）Dolar Today 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「ゲラ議員 人道支援基金のスキームを提案」         

 

野党「第一正義党（PJ）」に所属するホセ・ゲラ国会議

員は、自身のツイッターで Covid-１９の人道支援基金

の創設に関する資金源案を投稿した。 

 

 

 

ゲラ氏は以下の４つの資金を用いてベネズエラ国民の

Covid-１９対策費をねん出するべきとしている。 

 

１．２０年の中国・ロシアへの債務返済の停止によりね

ん出された資金 

２．武器の購入費など軍部予算の抑制。 

３．キューバへの原油輸出を停止し、それらの原油を他

国に輸出することで外貨を獲得する。 

４．汚職者として米国で制裁対象となっているアレック

ス・サアブ氏（CLAP 取引に関与しているとされる

コロンビア人企業家）、サマーク・ロペス氏（アイ

サミ経済担当副大統領と関係が強いとされるテス

タフェロ）の口座の半分を使用。 

 

個人的には、現在の与党の方針を大きく否定しており、

与党（特に軍部）の協力、中国・ロシアの理解が必要な

時期に敢えてこのような提案を公表するべきではない

気がしている。 

 

 

（写真）ホセ・ゲラ議員 

“Covid-１９の人道支援基金の資金源について提案” 
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「CITGO Covid-１９支援で２億ドル拠出」         

 

PDVSA の米国子会社「CITGO」が運営する「シモン・

ボリバル基金」は、Covid-１９に苦しむベネズエラ人を

支援するため２億ドルを拠出すると発表した。 

 

この２億ドルの資金はベネズエラの非政府団体とベネ

ズエラ難民を受け入れる外国関係機関に流れるという。 

 

シモン・ボリバル基金は 

「我々の資金拠出の目的は、感染症に苦しむベネズエラ

人に対して支援を提供することだ。」 

と説明した。 

 

他方、この種の拠出は誰にお金が流れ、どのような用途

で使用されているか透明性がない。 

 

マドゥロ政権でも行われていたことではあるが、Covid-

１９という名目のもとで政治的な理由に使用される可

能性は高そうだ。 

 

以上 


