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（写真）El Cooperante “トランプ大統領 マドゥロ大統領との会談を検討、グアイド政権に不信感示す” 

 

 

２０２０年６月１９日（金曜） 

 

政 治                     

「米国 カリブ海の麻薬取り締りを更に強化」 

「ノリエガ議員 最高裁に VP 再組織を申請」 

「カプリレス氏 野党国会の任期延長案を批判」 

経 済                     

「マドゥロ政権 リビア国民軍に GOLD 売却か」 

「メキシコ 米国制裁企業の口座凍結 

～マドゥロ政権取引企業の汚職捜査を開始～」 

「イラン産ガソリン原因で自動車が故障？」 

社 会                     

「聖人ホセ・グレゴリオ・エルナンデスが列福」 

2020 年 6 月 20～21 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 Covid-１９隔離措置を強化 

～感染確認者数３９１８名、死者３３名～」 

「トランプ大統領 マドゥロ大統領と会談検討」 

「野党 Heroes de la Salud 新たな登録を実施」 

経 済                    

「イランの食料品がベネズエラに到着 

～イラン系新スーパーMegasis で販売？～」 

「Covid-１９下で失業率悪化 若者は６０％」 

社 会                     

「家電ショッピングセンターCity Market に行列」 
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２０２０年６月１９日（金曜）             

政 治                       

「米国 カリブ海の麻薬取り締りを更に強化」       

 

６月１９日 米国南部軍は、カリブ海周辺の麻薬取引の

監視を更に強化すると発表。 

 

上空から麻薬取引を監視するため２００名の飛行士、整

備士らを増員。監視用の飛行機も追加で配備するとした。

追加で配備される監視機は「E-3 Sentry」「E-8 Joint 

STRAS」「KC-135 Stratotanker」としている（下写真の

飛行機）。 

 

２０年４月 トランプ大統領は麻薬取締のためカリブ

海に米軍を派遣すると発表（「ベネズエラ・トゥデイ

No.427」参照）。 

 

今回の措置について、米国政府はベネズエラを意識した

対応と公表したわけではないが、３月２５日に米国検察

庁は、マドゥロ大統領含む政権高官らを麻薬取引元締め

として訴えを起こしており、今回の麻薬取締オペレーシ

ョンはベネズエラを意識した対応と理解されている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

 

（写真）米国南部軍 

現地メディア「Primer Informe」は、これらの監視機は

クラサオ上空を飛行し、傍受活動を行うと報じている。 

 

クラサオから近いカラカスの情報も傍受できるとされ

る。 

 

米国南部軍はカリブ海での麻薬取締活動により、これま

で１６０名を逮捕。４９トンのコカイン、１．３万リブ

ラのマリファナ（合計で１２億ドルに相当）を押収した

としている。 

 

「ノリエガ議員 最高裁に VP 再組織を申請」         

 

６月１９日 元大衆意志党（VP）のホセ・グレゴリオ・

ノリエガ議員は、最高裁に対して VP の再組織を申請し

た。 

 

ノリエガ議員は、２０年１月にグアイド議長の再選を拒

否し、穏健野党であるルイス・パラ議員を国会議長とす

る与党派国会を支持したことで VP を除名された。 

 

現在、ノリエガ議員は与党派国会で第２副議長を務めて

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.389」参照）。 

 

先週 最高裁は「行動民主党（AD）」「第一正義党（PJ）」

の再組織を命令。マドゥロ政権下でも選挙に参加する意

思のある野党政党を組織しようとしている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.459」参照）。 

 

主要野党の一角である「新時代党（UNT）」も、チェイ

ン・ブカラン議員が最高裁に対して UNT 再組織の命令

を出すよう申請した（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」

参照）。 

 

このままだと全ての主要野党が２つできることにもな

りかねない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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「カプリレス氏 野党国会の任期延長案を批判」                  

 

野党の合意を得ることなくマドゥロ政権が国会議員選

の準備を進める一方で、グアイド政権率いる野党国会は

現在の国会議員の任期延長を検討していると報じられ

ている。 

 

６月１８日 「第一正義党（PJ）」に所属するエンリケ・

カプリレス元ミランダ州知事は、国会議員の任期延長案

を放棄するべきだと訴えた。 

 

「幻想を思い描くことを辞めなければいけない。 

国会自身が議員の任期を宣言し、外国にいる亡命政治家

が政権を担う。これらの幻想的な案を耳にするが、実際

はそのような案は成立しない。 

 

現在、ベネズエラ国民の大半は（グアイド政権もマドゥ

ロ政権も支持しない）中間にいると考えている。 

 

マドゥロは選挙をしたいが、中立的な「選挙管理委員会

（CNE）」も、候補者も政党もいらないと考えている。 

一方、別のグループは毎日フィクションを訴え、象徴的

で馬鹿げたことばかり言っている。」 

との見解を示した。 

 

経 済                        

「マドゥロ政権 リビア国民軍に GOLD 売却か」           

 

フランス系メディア「Le Monde」は、マドゥロ政権が

リビア国民軍に対して GOLD を売却したと報じた。 

 

６月７日にリビア国民軍のハリファ・ハフタル将軍が秘

密裏にベネズエラを訪問したと報じられた（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.457」参照）。 

 

 

 

リビアからのガソリン輸入を検討しているのではない

かと報じられており、マドゥロ政権は GOLD を売却す

ることでリビアからガソリンを調達しようとしている

のかもしれない。 

 

「Le Monde」によると、ハリファ・ハフタル将軍の息

子である Al-Seddiq Haftar 氏と財務部門のトップ Al-

Madani Al-Fakhri 氏がスイスに GOLD を運んだという。 

また、リビアへの帰国時にギニアの Conkary を経由し

たとしている。 

 

同時に、アラブ首長国連邦から「EAU Gulf Wing」社の

飛行機がマリ共和国のバマコを経由して Conkary に到

着した。 

 

この２つの飛行機は４月２４日にもバマコに着陸して

いたようで、何らかの取引が行われたのではないかと指

摘している。 

 

「メキシコ 米国制裁企業の口座凍結         

  ～マドゥロ政権取引企業の汚職捜査を開始～」         

 

６月１９日 メキシコ財務省でマネーロンダリングを

監視する部門のトップを務めるサンティアゴ・ニエト氏

は、米国政府がベネズエラに関連して科した制裁の対象

者および対象企業の口座を全て凍結したと発表した。 

 

６月１８日 米国政府はメキシコ企業「Libre Adordo」

「Schlager Busines Group」などマドゥロ政権との取引

を続ける企業８社を制裁。 

 

また、「Libre Adordo」「Schlager Busines Group」の共

同経営者である Olga Maria Zepeda 氏、Veronica 

Espenoza 氏ら３名に制裁を科していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.460」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d85a93b77dd2c8373a25563911f79d3f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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また、米国政府と共同で CLAP 取引に関する汚職捜査

を進めていると説明。特に「El Sarninero」というメキ

シコ企業の取引を捜査しているとした。 

 

CLAP 取引の捜査は、先日カボベルデで逮捕されたコロ

ンビア人企業家「アレックス・サアブ氏」の捜査に関係

している。 

 

「El Sarninero」は、サアブ氏が香港に所有する「Group 

Grand Limited」という会社に２億３，８００万ドルの

請求書を発行していたという。 

 

他、マネーロンダリングを行っていた疑いで口座を凍結

しているマドゥロ政権関係者は１９名（デルシー・ロド

リゲス副大統領、タレク・エル・アイサミ経済担当副大

統領、シリア・フローレス大統領夫人の従兄弟（ジェイ

コブ・フローレス氏、ダニエル・フローレス氏、ガビデ

ア・フローレス氏など））としている。 

 

「イラン産ガソリン原因で自動車が故障？」                  

 

石油部門の専門家ホセ・ミゲル・ファリア氏は、「TVV 

Noticia」のインタビュー番組に出演。 

 

イランのガソリンについて最もよく聞く苦情は燃費だ

が、最も懸念するべき点は自動車の故障だと指摘した。 

 

ファリア氏によるとイラン産ガソリンの純度が原因で

少なくとも２０％のベネズエラ人の自動車が動かなく

なっているという。 

 

「イランのガソリンはオクタン価１１５で生産されて

いるが、ベネズエラの仕様に合わせ９１～９５にしてい

る。しかし、実際は８７程度まで下がっている。」 

とした。 

 

 

社 会                       

「聖人ホセ・グレゴリオ・エルナンデスが列福」            

 

６月１９日 バチカンは、ベネズエラ人医師ホセ・グレ

ゴリオ・エルナンデス氏の列福を発表した。 

 

ホセ・グレゴリオ・エルナンデス氏はベネズエラで実在

した医師。子供の難病治療に大きく貢献した人物（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.391」参照）。 

ベネズエラでは聖人としてあがめられており、町でも同

氏の肖像画を目にすることは多い。 

 

「列福」とは、キリスト教で信仰の模範となるにふさわ

しい地位に認定されること。生前の生き方に高い徳が認

められ、死後に申請が行われることにより列福・列聖調

査が行われるという。 

 

調査にかかる時間は通常早くても本人の死後数十年は

かかるとしており、エルナンデス氏については１９１９

年に死去したため、約１００年、調査期間７１年越しの

列福となる。 

 

また、ベネズエラのカトリック教会によると、ベネズエ

ラ人で列福した人は４名。男性はエルナンデス氏が初め

てだという。 

 

（写真）Youtube から抜粋 

“ホセ・グレゴリオ・エルナンデス氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c19b7bca709f097b509efb09d4bff055.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c19b7bca709f097b509efb09d4bff055.pdf
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６月２０日 カラカスの教会「Lgresia Nuestra Senora 

de  La Canderaria」にてエルナンデス氏の列福を祝う

式典が行われた。 

 

 

（写真）アンドレス・ベジョ・カトリック大学 

 

２０２０年６月２０～２１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 Covid-１９隔離措置を強化       

  ～感染確認者数３９１８名、死者３３名～」        

 

６月２０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、Covid-

１９隔離緩和プラン「７＋７」に基づき、６月２２日か

ら隔離措置に戻ると発表した。 

 

１５日の週は２４業種の営業再開が許可されていたが、

２２日の週はこれらの営業が停止することになる（食

料・医療・交通部門除く）。 

 

また、昨今の Covid-１９感染拡大の傾向を考慮し、６月

２２日からの隔離措置はこれまでよりも厳格なものに

なるとした。 

 

６月２２日からカラカス首都区、ラグアイラ州、ミラン

ダ州、アラグア州、スリア州、タチラ州、アプレ州、ボ

リバル州、ララ州、トゥルヒージョ州の１０州では域内

の移動制限を許可するとしている。 

 

また、６月２２日～２８日にかけてカラカス地下鉄・地

上鉄道は一般の人は使用できなくなり、医療関係者など

優先業種に勤務する人のみが使用可能になる。 

 

また、軍部・国家警察のパトロール強化も予定されてい

る。 

 

６月２１日、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、新たに

１２８名の Covid-１９感染を確認したと発表。 

 

２１日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者数は

３，９１８名、死者は３３名になる。 

 

「トランプ大統領 マドゥロ大統領と会談検討」           

 

６月２１日 米国メディア「Axios」は、トランプ大統領

へのインタビュー記事を公開。 

 

トランプ大統領は、マドゥロ大統領との会談の可能性に

ついて聞かれると 

「そのことについて検討している。マドゥロは私と会い

たがっている。私自身はこれまで彼との会談に反対した

ことは無い。私は彼と会談して失うものは少ないと考え

ている。ただ、今の段階で面談は拒絶している。」 

との見解を示した。 

 

トランプ大統領は、グアイド議長をベネズエラの暫定大

統領と認識する方針は自身の考えとは異なっていたと

述べたという。また、記者からボルトン元大統領補佐官

のアドバイスに従ったことを後悔しているかと質問さ

れると 

 

「個人的には後悔していない」と述べた後で、 

「彼（グアイド議長）がいなくても、彼がいても我々は

生きていくことが出来る。ただし、私は現在のベネズエ

ラの状況について強く反対している。」と述べた。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月１９日～６月２１日報道            No.４６１   ２０２０年６月２２日（月曜） 

6 / 7 

 

また、グアイド議長について 

「グアイドは選ばれた。これが良いことだったと言いた

いわけではないが、誰かは彼を支持しており、誰かは彼

を支持していない。それで良いと思った。私は有効な対

応をしたと考えていない。」 

と述べた。 

 

これまで米国政府は、ポンペオ国務長官らを中心にマド

ゥロ政権を強く拒絶し、グアイド政権を支持してきた。 

一方、ボルトン元大統領補佐官の回顧録「The Room 

Where it Happened」では、トランプ大統領はグアイド

議長を「弱い、子供」と評価していたと書かれている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.460」参照）。 

 

仮にマドゥロ大統領とトランプ大統領が会談すること

になれば、米国の対ベネズエラ方針が大きく転換するこ

とになると報じられている。 

 

「野党 Heroes de la Salud の新たな登録を実施」           

 

６月２１日 グアイド議長は、国営病院の医療従事者へ

の現金給付制度「Heroes de la Salud」について、デジタ

ルウォレットへの登録を開始すると発表した。 

 

具体的な登録方法やデジタルウォレットの名前など詳

細は公表されていないが、登録は今週から始まるという。 

 

２０年４月１６日 グアイド議長は、国営病院の医療従

事者を対象に３カ月間、月１００ドルの現金を給付する

と発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.433」参照）。 

 

５月１日に申請登録を締め切ったのち、新しい動きは発

表されていなかった。 

 

今回、新たにデジタルウォレットの登録を求めることで

給付までに更に時間がかかることになりそうだ。 

 

経 済                       

「イランの食料品がベネズエラに到着          

  ～イラン系新スーパーMegasis で販売？～」            

 

６月１９日 在ベネズエラ・イラン大使館はツイッター

で、６月２１日にイランからベネズエラへ食料品が到着

すると投稿。到着した食料品は新しく開業するイラン系

スーパーで販売されることになると発表した。 

 

現地メディア「Tal Cual」によると、イラン系スーパー

は「Megasis」というスーパーマーケットで、２０年１

月から閉鎖しているカラカスの Teraza del Avila 通りに

ある「Tienda CLAP」の後に出来るという。 

 

「Tienda CLAP」は、国営スーパー「Abasto Bicentario」

という名前だった。しかし、「Abasto Bicentario」は１８

年８月にアレックス・サアブ氏らが関係する「Salva 

Food」に売却され、それ以降「Tienda CLAP」の名前で

営業していた。 

 

なお、イランから到着する船に積まれているのは食料品

だけではないようで、カルドン製油所の改修のために必

要な資材も積まれていると報じられている。 

 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f96a21790b1f981966807085a1e99101.pdf
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「Covid-１９下で失業率悪化 若者は６０％」         

 

「Gritemos con Brio」という団体が６５０名超の若者を

対象に実施した「Covid-１９下での労働状況に関するア

ンケート」によると、回答者の６０．８％が失業中と回

答したという。 

 

なお、Covid-１９以前に行った調査では５４．４％だっ

たため、６．４ポイント上昇したことになる。 

 

また、失業していない若者についても回答者の６４．

５％はインフォーマルセクター（１～４名規模の組織） 

で働いているという。 

 

「Gritemos con Brio」は、１９年にマドゥロ政権が公表

した数字と比較すると２４．５％増加したとしている。 

 

他、フォーマルセクターで働いていると回答した若者

（３５．５％）についても７５．５％は契約書や給料以

外の福利制度の恩恵を受けていないと回答したという。 

 

社 会                       

「家電ショッピングセンターCity Market に行列」             

 

本稿「マドゥロ政権 隔離措置を強化」の通り、営業を

再開していた店舗が６月２２日から閉まる。 

 

隔離措置が再開する前に買い物をしようと多くの人が

ショッピングセンターに集まっているようだ。 

 

カラカス（サバナ・グランデ）の主要なショッピングセ

ンターの１つ「El City Market」は携帯電話など家電製

品を売る店舗が多い。 

 

 

 

 

週末にかけて、多く人が携帯電話や家電を修理、あるい

は壊れてしまった家電を買い替えようと長蛇の列を作

った。 

 

 

（写真）La Patilla 

“Covid-１９隔離措置再開前の City Market の様子” 

 

以上 

 

 


