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（写真）PDVSA２０社債発行時の資料表紙 “米政府 PDVSA２０債権者の CITGO 株差し押さえ権を停止” 

 

 

２０２０年７月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「野党の月１００ドル給付は現金で支払い？」 

経 済                     

「米国 PDVSA２０債権者から CITGO を保護 

～１０月２０日まで CITGO 差し押さえ阻止～」 

「CANTV 放送再開 国内１６局・外国１０局」 

「BANESCO PANAMA 送金は月４回が上限」 

「Ford Venezuela 代理店に新車を発表」 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率２６％減」 

社 会                     

「Covid-１９遠隔学習 学童の３０％のみ履修」 

２０２０年７月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「国境からの不法入国の取り締まり強化」 

「ベネズエラ政府 米軍艦の領海侵入を非難」 

「アレックス・サアブ氏 米政府の捜査に協力？」 

「マドゥロ政権 Maria Lourdes 判事の家宅捜索」 

経 済                    

「Monomeros 売上 前年同期比３０％増」 

「Goya Foods ベネズエラに１０万トン寄付」 

「観光ランキング １４０カ国中１１７位」 

社 会                     

「内務司法平和省 犯罪件数４６．２％減？」 
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２０２０年７月１５日（水曜）             

政 治                       

「野党の月１００ドル給付は現金で支払い？」       

 

２０年４月 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、毎月１００ドルを支給すると発表して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.436」参照）。 

 

同プログラムは「Héroes de la Salud（医療の英雄）」と

呼ばれている。 

 

５月初旬には対象となる医療従事者による申請プロセ

スを終え、グアイド政権側による申請者の確認が始まっ

てから進展が停止。 

 

そして、６月２１日 １００ドル支給のためのデジタル

ウォレットへの登録プロセスを開始すると発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.461」）。 

 

しかし、それから１カ月近く経過したが、デジタルウォ

レットへの登録プロセスは始まっていないと思われる。 

 

このような状況で「Héroes de la Salud」が本当に実行に

移されるのかどうか自体に疑問が生じている中、「社会

保険庁（IVSS）」労働組合代表のアルベルト・ドミンゲ

ス氏は、数週間のうちに１００ドルの支給が始まると述

べた。 

 

ドミンゲス氏によると 

「米州機構（OAS）が資金を管理する形で国営病院の医

療従事者へ月１００ドルを支給する仕組みを準備して

いる。数週間のうちに４．５万人の医療従事者に１００

ドルが支給されることになる。」と述べた。 

 

なお、５月初旬の申請期間が終了した際に、グアイド議

長は「７．５万人の申請があった」と説明していた。 

確認プロセスで３万人は支給不適格になったというこ

とだろう。 

 

経 済                        

「米国 PDVSA２０債権者から CITGO を保護          

 ～１０月２０日まで債権者は権利行使できず～」           

 

７月１５日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、制

裁ライセンス５を更新。 

 

PDVSA２０社債に関連する金融取引は、（OFAC の許可

がない限り）２０年１０月２０日まで実行することはで

きないとした。 

 

つまり、PDVSA２０の債権者は、社債発行時に約束さ

れていた「デフォルト時には CITGO の株式５０．１％

をもって資金を回収することが出来る」という権利を１

０月２０日まで行使できないことを意味する。 

 

（写真）OFAC “ライセンス５Ｄ” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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PDVSA２０は、１９年１０月２７日からデフォルト状

態にある。 

 

しかし、デフォルトに陥る直前の１０月２４日、OFAC

は制裁ライセンスを発行し、PDVSA２０債権者が権利

を行使できないようにした（「ベネズエラ・トゥデイ

No.361」参照）。 

 

その後、同ライセンスは更新を繰り返しており、今回で

４回目の更新になる。 

 

「CANTV 放送再開 国内１６局・外国１０局」         

 

２０年３月、ベネズエラの人工衛星「Venesat-１」が軌

道から外れ、使用できなくなったことで「CANTV 

Satelital」も閲覧できなくなっていた。 

 

この「CANTV Satelital」について、ガブリエラ・ヒメネ

ス科学技術相は、近日中に再開すると述べていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.470」参照）。 

 

７月１５日 「CANTV Satelital」での放送が予定され

ているテレビ局について報じられた。 

 

現在、放送が予定されているのは以下、国内１６局。 

 

VTV、TVES、Vive TV、Ávila TV、Corazón Llanero、

Globovisión、TLT、123 TV (自動専用番組)、Conciencia 

TV、Rusia TV (ロシア系スペイン語放送、CGTN 

Español ( 中 国 系 ス ペ イ ン 語 放 送 ) 、 Colombeia 、

HispanTV ( イ ラ ン 系 スペ イ ン 語 放 送 ) 、 Televen 、

Venevisión、Telesur。 

 

中国、ロシア、イランのスペイン語放送がある辺りはマ

ドゥロ政権らしい。 

 

 

また、視聴者のニーズに応じて以下の１０局も閲覧可能

としている（はっきりと書かれていないが、恐らく有料

の追加オプションと思われる）。 

 

Animal Planet、Discovery Channel、SunChannel、TLC、

Discovery H&H、IVC、Agrotendencia、Enlace、Cine 

Latino、PXTV。 

 

なお、「CANTV Satelital」を視聴するためには専用のア

ンテナと受信機が必要なため、誰でも閲覧できるわけで

はないようだ。 

 

「BANESCO PANAMA 送金は月４回が上限」                  

 

「BANESCO」は、ベネズエラの主要民間金融機関の１

つ。 

 

パナマにも「BANESCO PANAMA」という支店があり、

ベネズエラ人が米ドル口座の保有を検討するにあたり、

最も好まれる銀行の１つとなっている。 

 

７月１５日 「BANESCO PANAMA」は、同行に口座

を持つ顧客に現行制度の変更を通知した。 

 

１つ目の変更は、最低預金額。 

 

これまで米ドル口座の最低預金額は１，０００ドルだっ

たが、これを３，０００ドルに引き上げるという。 

 

２つ目の変更は、送金回数の上限設定。 

 

これまで、一カ月の送金回数に上限は設けられていなか

ったが、今後はパナマ国内の送金２回、外国への送金２

回の合計４回までとなる。この変更は８月から適用され

る。なお、入金回数に上限は存在しない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a2bae66b8b6ae75609b4fe39ab1890e.pdf
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「Ford Venezuela 代理店に新車を発表」         

 

「Ford Motor de Venezuela」は、代理店に対して新型車

「Expedition Limited ２０２０」を発表した。 

 

「Ford Motor de Venezuela」の Patricia Fuentes Gimón

販売部門長は、 

「エクスペディションは、快適性、技術などあらゆる面

で素晴らしい性能を示す SUV だ。 

 

この車は、我々の顧客が都市内、あるいは都市外で冒険

をするためにデザインされている。 

 

エクスペディションの販売をきっかけに、今後も多くの

車種を世に売り出していく。引き続きベネズエラの顧客

により良い商品とサービスを提供していくという約束

を確認する。」 

と述べた。 

 

なお、「Ford Motor de Venezuela」のウェブサイトを確

認したところ、同車種の本体価格は６６，０９５ドル。

これに消費税１６％が加算され、実質７６，６７０．２

ドルとなるようだ。 

 

 
（写真）FORD de Venezuela 

 

 

 

 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率２６％減」                  

 

７月１５日 「国際連合ラテンアメリカ・カリブ経済委

員会（CEPAL、英名 ECLAC）」は、２０年のラテンア

メリカ地域の経済成長率見通しを更新した。 

 

CEPAL によると、ラテンアメリカ地域全体の GDP 成

長率は前年比△９．１％。 

４月時点で前年比△５．４％と予想していたため、大幅

に下方修正したことになる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.435」参照）。 

 

下方修正の理由は、４月時点では Covid-１９の影響を

過小評価していたため。 

 

「パラグアイ、ウルグアイなど一部地域では正常化に向

けた動きが進んでいるが、それ以外の国では当時と変わ

らないか悪化している。」 

と下方修正の理由を説明した。 

 

国別では、ベネズエラの GDP 成長率が最も低く、前年

比△２６％。４月時点では△１８％と予想していたので、

こちらも下方修正したことになる。 

 

ペルーが△１３％、アルゼンチンが△１０．５％、ブラ

ジルが△９．２％、メキシコが△９％、エクアドルが△

９％、エルサルバドルが△８．６％、ニカラグアが△８．

３％、チリが△７．９％と続く。 

 

逆に影響が比較的小さい国は、パナマが△６．５％、ホ

ンジュラスが△６．１％、コロンビアが△５．６％、コ

スタリカが△５．５％、ドミニカ共和国が△５．３％、

ボリビアが△５．２％、ウルグアイが△５％、グアテマ

ラが△４％、パラグアイが△２．３％となっている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ab748cc8b75980ddc8338a69f538ad63.pdf
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社 会                        

「Covid-１９遠隔学習 学童の３０％のみ履修」           

 

全国教育セクター労働組合の Griselda Sánchez 氏は、米

国系メディア「La Voz de America」のインタビューに

回答。 

 

Covid-１９対策としてベネズエラ政府が行っている学

童の遠隔学習について、３０％の学童しか遠隔学習を履

修できていないと訴えた。 

 

遠隔学習が履修できない理由はインターネット接続の

問題だけではないという。 

 

Sánchez 氏は、 

「遠隔学習を行うために必要な環境が整っていない。 

パソコンやタブレット端末を持っていない家庭は多い。

更に、遠隔学習に最低限必要な電気さえもない。 

インターネットは常時不安定で断絶を繰り返している。」 

と現状を訴えた。 

 

マドゥロ大統領は、９月１６日から新学期を開始すると

発表。今後も遠隔学習を継続するとしている（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.469」参照）。 

 

２０２０年７月１６日（木曜）              

政 治                       

「国境からの不法入国の取り締まり強化」        

 

７月１５日 Covid-１９を原因とするベネズエラでの

死者数が１００名を超えた。 

 

翌１６日には更に４名増え、１０４名の死者が確認され

ている。 

 

 

また、７月１６日には新たに４２６名の Covid-１９感

染が確認され、これまでの合計感染者数は１０，８５４

名に達している。 

 

感染拡大に歯止めがかからない中、マドゥロ政権は感染

の責任はコロンビアにあると訴えている。 

 

７月１６日 マドゥロ大統領は、正式な入国検査を経る

ことなくコロンビアとベネズエラの国境を移動するグ

ループがコロンビアから Covid-１９を持ち込んでいる

と主張。 

 

国境に新たに３，０００人の警官を追加で配備し、不法

入国グループの取り締りを強化すると発表した。 

 

ネストル・リベロール内務司法平和相は「不法入国グル

ープとの闘い」を宣言。 

 

「拘束した者は、即座に El Dorado 刑務所に収容され、

８年～１２年の禁固刑を受けることになる」と発表した。 

 

「ベネズエラ政府 米軍艦の領海侵入を非難」           

 

７月１５日 米国南部軍は「米国の国際海域での行動を

非難するベネズエラに対抗し、軍艦「USS Pinckney」を

カリブ海で運航させることに成功した。」と発表した。 

 

また、ベネズエラは、６月２３日にベネズエラ領海から

１２マイル離れた海域を合法且つ平和的に運航してい

た米国軍艦「USS Nitze」を非難したと主張。 

 

米国は、ベネズエラによる国際海域の運行の自由を阻害

する宣言を非難。「国際海域を自由に運行する権利を主

張するため、必要な行動を取る」と宣言した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
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この宣言に対して、ベネズエラ外務省は声明を発表。 

 

米国南部軍はベネズエラに対して過度な圧力をかけて

おり、軍艦「USS Pinckney」はベネズエラ湾から１６．

１マイルの距離まで接近し、ベネズエラ領海に侵入した

と訴えた。 

 

また、先週トランプ大統領が米国南部軍を訪問したこと

などを引き合いに米国政府がベネズエラに対して稚拙

で誤りのある、扇動的な政策を執っていると非難した。 

 

 

（写真）米国南部軍 “軍艦 USS Pinckney” 

 

「アレックス・サアブ氏 米政府の捜査に協力？」         

 

現地メディア「Primer Informe」は、マドゥロ政権のテ

スタフェロとされるコロンビア人企業家アレックス・サ

アブ氏が罪状の軽減と引き換えに米国政府の捜査に協

力する可能性について報じた。 

 

「Primer Informe」が、マイアミ検察から入手した情報

によると、サアブ氏はマドゥロ政権のマネーロンダリン

グの仕組みを明らかにする意志を示しているという。 

 

米国の捜査エージェントは、サアブ氏の意志を確かめる

ため、一部の情報を先に提供するよう要請。サアブ氏は

金融取引に関する情報を提供したという。 

 

サアブ氏から得た情報について、捜査エージェントは

「素晴らしいものだった」と評価したという。 

 

また、「EFE 通信」は、マドゥロ政権がサアブ氏の解放

のためカボベルデの弁護士 Arnaldo Silva 氏に協力を依

頼したが、Arnaldo Silva 氏は「ベネズエラ政府がサアブ

氏の弁護を依頼することはカボベルデの法律上、禁止さ

れている」と伝えたと報じた。 

 

「マドゥロ政権 Maria Lourdes 判事の家宅捜索」          

 

７月１６日 「SEBIN」は、ミランダ州エルアティージ

ョ市 El Cigarral にある Maria Lourdes 判事の自宅を捜

索した。 

 

情報サイト「RunRun」の運営者であるネルソン・ボカ

ランダ氏によると、「SEBIN」が Lourdes 判事の自宅を

捜査した本当の理由は、彼女の娘 Geraldine Afiuni 氏が

持つ情報を得ることが目的だったという。 

 

Geraldine Afiuni 氏は、グアイド政権のエルナンデス元

会計監査総長とともに働いており、グアイド政権側の情

報を得ることが目的だったとしている。 

 

経 済                       

「Monomeros 売上 前年同期比３０％増」            

 

石油化学公社「Pequiven」がコロンビアに持つ関連会社

「Monomeros」は２０年前期の営業成績を公表。 

 

２０年前期の売上額は１億３，７１４万ドルで前年同期

の１億５６０万ドルから３０％増加したと発表した。 

 

また、営業利益は１，０３５万ドルで前年同期の△８５

７．７万ドルから大幅に上昇した。 
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「EBITDA（税引き前利益に支払利息、減価償却費を加

えて算出される利益）」は、１，３９６．５万ドルで前

年同期の△５０８．９万ドルから大幅に増加した。 

 

なお、工場の稼働率は５４％から７１％に改善。Covdi-

１９下でも営業成績が向上したと発表した。 

 

「Monomeros」は、PDVSA の関係会社として米国の制

裁対象にあったが、１９年５月にグアイド政権側にコン

トロールが移り、６月に同社への制裁が解除されていた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.295」「No.302」参照）。 

 

 

（写真）Monomeros 

 

「Goya Foods ベネズエラに１０万トン寄付」         

 

ヒスパニック系料理で使用される豆類や調味料の老舗

メーカー「Goya Foods」は、ベネズエラに食料１０万ト

ンを寄付すると発表した。 

 

グアイド政権側のカルロス・ベッキオ在米ベネズエラ代

表大使は自身のツイッターで「Goya Foods」に対して感

謝のコメントを投稿した。 

 

 

 

本件については前談がある。 

 

７月９日 「Goya Foods」のオバート・ウスナー社長は

ホワイトハウスのイベントにてスピーチを実施。 

 

トランプ大統領の前で 

「われわれには素晴らしい建国者がいる。 

リーダシップと大統領、国にお祈りし、われわれがこれ

からも繁栄し、継続していくことを願っている」 

と語った。 

 

この発言を受けて反トランプ支持者の間で「Goya 

Foods」の不買運動が起き、ツイッターで不買を呼びか

ける「#Goyaway」「#BoycottGoya」のキーワードがトレ

ンド入りしていた。 

 

その後、７月１５日にトランプ大統領と娘のイバンカ大

統領補佐官は、「Goya Foods」を支持するツイートを投

稿。 

 

トランプ大統領はツイッターで、 

「Goya Foods は素晴らしい。極左勢力の中傷は裏目に

出た。人々はこぞってゴヤ・フーズを買っている！」 

と投稿。 

 

イバンカ氏は、自身が「Goya Foods」の缶詰を掲げてい

る写真と「ゴヤであれば、良いに決まっている」という

同社スローガンを投稿した。 

 

なお、イバンカ氏のコメントについては政府当局者によ

る倫理違反に相当する可能性があると指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ed5c4b378a4740360ae55454a3c5e5c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ac9413db2786b58562010c051132593f.pdf
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「観光ランキング １４０カ国中１１７位」         

 

「世界経済フォーラム（WEF）」は、世界の観光力ラン

キングを公表。 

 

ベネズエラは、１４０カ国中１１７位。 

カリブ海・ラテンアメリカ地域内では、２１カ国中２０

位となった（ハイチが１３３位でベネズエラを下回っ

た）。 

 

カリブ海・ラテンアメリカ地域で最も評価が高かったの

はメキシコで世界１９位。次いでブラジルが３２位。コ

スタリカが４１位と続いた。 

 

 

（写真）Latin America and Caribbean Travel & Tourism 

Competitiveness Landscape Report 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「内務司法平和省 犯罪件数４６．２％減？」            

 

７月１６日 ネストル・リベロール内務司法平和相は、

ベネズエラ国内の犯罪発生件数が４６．２１％減、殺人

件数は４１％減少したと発表した。 

 

なお、いつの時点と比べて、犯罪発生件数が４６．２１％

減、殺人件数は４１％減少したのかは不明。 

 

リベロール内務司法相によると、ベネズエラには２～５

平方キロ毎に「平和の守り手（Cuadrante de Paz）」が登

録されており、「平和の守り手」は、治安や Covid-１９

をコントトールする役割を担っているという。 

 

他方、ラテンアメリカ地域の犯罪調査団体「Insaight 

Crime」による１９年度版の調査によると、ベネズエラ

はラテンアメリカ地域で最も殺人発生率の高い国とな

っている（「ウィークリーレポート No.139」参照）。 

 

ただし、「Insaight Crime」は治安当局による殺人件数も

殺人としてカウントしており、仮に治安当局による殺人

を除くとベネズエラの殺人件数は大きく減少する。 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6fe9e96d90005844ab692a65406a034.pdf

