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（写真）大統領府 “アイサミ氏 Covid-１９感染 感染発表５日前にマドゥロ政権高官の会合出席（当時の写真）” 

 

 

２０２０年７月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「アイサミ経済担当副大統領 Covid-１９感染」 

「トランプ大統領 フロリダ州で講演 

～グアイド氏は力を失った～」 

「マチャド VV 党首 主要野党に透明性求める」 

経 済                     

「印 Reliance PDVSA からの原油購入再開か」 

「CITGO 急進野党の説明要求に対応？」 

「ACEP 与党の政権運営により国内農業が衰退」 

社 会                     

「CANTV 衛星放送 近日中に再開」 

2020 年 7 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「Covid-１９隔離プランを変更 

～地域の感染状況に応じて隔離措置を緩和～」 

「グアイド議長 野党独自の選挙実施を示唆」 

「コロンビア紙 グアイド議長インタビュー 

～厳しめの質問を投げかける～」 

経 済                    

「TOYOTA ベネズエラ工場の再開を検討」 

「経済自由度ランキング １８０カ国中１７９位」 

社 会                     

「チャカオ市長 Covid-１９対応で高評価」 
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２０２０年７月１０日（金曜）             

政 治                       

「アイサミ経済担当副大統領 Covid-１９感染」       

 

７月１０日 アイサミ経済担当副大統領（石油相兼務）

は、自身が Covid-１９に感染していることを明らかに

した。 

 

アイサミ経済担当副大統領は、マドゥロ政権の経済閣僚

の中で最も権限の強い人物。イラン政府との関係をつな

ぐ重要人物としても知られている。 

 

前日には、ディオスダード・カベジョ制憲議長、プリエ

ト・スリア州知事（与党知事）が Covid-１９感染を発表

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.469」参照）。 

 

アイサミ経済担当副大統領が感染を発表する５日前に

アイサミ経済担当副大統領は、マドゥロ大統領、シリア・

フローレス大統領夫人、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相、

デルシー・ロドリゲス副大統領、ネストル・リベロ―ル

内務司法平和相らと会合を行っており、マドゥロ政権高

官の中で感染が拡大している可能性がある 

 

 

（写真）ベネズエラ石油省 

 

 

「トランプ大統領 フロリダ州を訪問         

        ～グアイド氏は力を失った～」         

 

７月１０日 トランプ大統領はフロリダ州を訪問。 

 

ドラルの「Jesus Workship Center（教会）」を訪問。 

ベネズエラ移民らと会合を行い、キューバのカネル政権、

マドゥロ政権の政権運営を非難。 

 

「ベネズエラは壊滅的な状況にある」との見解を示し

「ベネズエラのために戦う」と誓った。 

 

また、同会合後にトランプ大統領は、フロリダ州南部軍

施設を訪問した。 

 

トランプ大統領はかねてよりベネズエラへの軍事介入

の可能性も念頭に置いており、ベネズエラのパドリー

ノ・ロペス国防相はトランプ大統領の行動をベネズエラ

への圧力と非難している。 

 

また、フロリダ訪問中にトランプ大統領は、「Telemundo」

の取材に対応。 

 

グアイド議長について記者から 

「グアイド議長を支持しているか？」 

と聞かれると 

 

「私はベネズエラ国民から選ばれた人物を支持する。現

時点で彼は選ばれた人物だと考えている。 

しかし、ベネズエラのシステムはとても悪い。 

彼は力を失ったように感じている。」 

と回答した。 

 

６月にもトランプ大統領は、米国メディア「Axios」の取

材でグアイド議長について不満を漏らしていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.461」参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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米国が、野党を支援しマドゥロ政権を非難する基本スタ

ンスは今後も変わることは無いだろうが、これまでのよ

うにグアイド政権の支持を継続するかどうかは不透明

な状況にある。 

 

「マチャド VV 党首 主要野党に透明性求める」                  

 

グアイド議長（主要野党）への不信感が拡大する中、野

党の中で相対的に注目が高まっているのが急進野党グ

ループだろう。 

 

７月１０日 急進野党のリーダーで「ベネズエラ主導党

（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首は、主要野党

の透明性を欠いた運営を非難。 

 

１９年２月に行われた「Venezuela Aide Live」で集まっ

たベネズエラ支援金の使用用途、１９年４月３０日の

「自由オペレーション」の経緯、CITGO の手形発行、

マドゥロ政権との水面下での対話など多くの疑念につ

いて国民に説明する必要があると説いた。 

 

また、「マドゥロ政権の汚職でメリットを受けているの

は赤い人物だけではない。」 

として、主要野党の政治家もマドゥロ政権の汚職に関与

していることを示唆した。 

 

 

（写真）Lagranaldea 

“マリア・コリナ・マチャド VV 党首” 

 

経 済                        

「印 Reliance PDVSA からの原油購入再開か」           

 

ロイター通信は、インドの「Relaince」が PDVSA から

の原油購入を再開すると報じた。 

 

「Relaince」は PDVSA の最も重要な顧客の１つ。 

 

これまで「Relaince」は原油と食料の交換、あるいは債

権回収を前提として PDVSA と取引を継続していたが、

米国政府の制裁圧力を受けて、「Relaince」は３カ月ほど

前から PDVSA からの原油購入を停止していた。 

 

しかし、「Relaince」は米国で制裁を管理する「外国資産

管理局（OFAC）」に対して、「PDVSA から原油を購入

し、ディーゼル燃料を送る契約は制裁に抵触しない」と

通知。米国政府から同取引は制裁下でも可能との回答を

受け取ったという。 

 

現在「El Commodore」というレバノン籍のタンカーが

「Reliance」に向けて送られる原油１９０万バレルをベ

ネズエラのホセ・ターミナルで積んでいるところだとい

う。 

 

「CITGO 急進野党の説明要求に対応？」                  

 

６月２日 CITGO は私募債形式で７．５億ドルの手形

を発行すると発表（「ベネズエラ・トゥデイ No.453」参

照）。 

 

その後、発行額を１１．２５億ドルに増額（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.454」参照）。 

 

６月１１日には１１．２５億ドルの手形発行が完了した

と発表した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0b3ab2312d6782f45b4c076fcba7e63f.pdf
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しかし、この私募債の購入者は明らかにされていない。 

 

本稿「マチャド VV 党首 主要野党に透明性求める」で

も触れた通り、急進野党の議員団「７月１６日グループ」

は CITGO の手形発行について経緯・詳細の説明を求め

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.468」参照）。 

 

７月１０日 CITGO は急進野党議員団の要請に回答。 

 

「Covid-１９問題により経営環境が悪化し、経費削減を

余儀なくされているが、経費削減だけでは状況を乗り切

り、債務を返済することが出来ないため良い条件の融資

を得た」 

と発表した。 

 

この回答を見て分かる通り、CITGO 側の回答は急進野

党議員団の質問の答えになっていない。説明できないよ

うな不都合なことがあると考えるのが普通だろう。 

 

「ACEP 与党の政権運営により国内農業が衰退」                  

 

政治団体「Acción Ciudadana En Positivo（ACEP）」バ

リナス支部代表のホセ・ルイス・ゴンサレス氏は、チャ

ベス政権・マドゥロ政権による農地の接収を非難した。 

 

ゴンサレス氏によると、この１２年の間にバリナス州で

接収された農地は６８万ヘクタールにのぼり、接収後に

放置されたことで国内の自給率低下を引き起こしたと

訴えた。 

 

一例として、バリナス州の田んぼは１２年前には８，０

００ヘクタール、とうもろこし畑は１万ヘクタールあっ

たが、現在 田んぼは１，０００ヘクタール、とうもろ

こし畑は１，５００ヘクタールしかないという。 

 

 

 

畜産業について、０７年には７，０００頭の牛を販売し

ていたが、現在は１，０００～１，５００頭程度と１２

年間で大きく減少したという。 

 

他、乳業について１２年前には１００万リットルの牛乳

を生産していたが、現在は１８万リットルまで減少した

と訴えた。 

 

 

社 会                        

「CANTV 衛星放送 近日中に再開」           

 

今年３月からベネズエラの人工衛星「Venesat-１」が軌

道を外れ使用不能となっていた。 

 

この影響で通信公社「CANTV」の衛星テレビサービス

「CANTV Satelital」が閲覧できない障害が生じていた。 

 

７月９日 ガブリエラ・ヒメネス科学技術相はテレビ番

組に電話出演。「CANTV Satelital」が近日中に復旧する

と述べた。 

 

正式な発表はされていないが、ブラジル「Embratel」の

人工衛星「Star One C４」を使用すると報じられている。 

 

５月に「DirecTV」を運営する米国メディア会社「AT＆

T」はベネズエラ事業からの撤退を発表した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.447」参照）。 

 

「DirecTV」の登録者は１９９万世帯で有料放送市場の

シェア４５．３％を占めていた。 

 

「CANTV」は、「DirecTV」のシェアを奪い、マドゥロ

政権の宣伝番組を流そうとしているとの懸念も報じら

れている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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２０２０年７月１１日～１２日（土曜・日曜）              

政 治                        

「Covid-１９隔離プランを変更             

 ～地域の感染状況に応じて隔離措置を緩和～」        

 

７月１１日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、これま

での Covid-１９隔離緩和プラン「７＋７」を修正すると

発表。 

 

７月１３日～１９日までの７日間は、地域の感染状況に

応じて３つのレベルに分けて隔離緩和措置を実施する

とした。 

 

レベル毎の隔離措置の内容と対象地域は以下の通り。 

 

◆レベル１： 厳格な隔離措置 

 

医療・食料販売・通信・報道など必要不可欠な業種のみ

業務可能。これまで通りの隔離措置が継続される。 

 

対象地域はスリア州全土、スクレ州クマナ、メリダ州ビ

ヒア、国境周辺の市。 

 

◆レベル２： 部分的な緩和措置 

 

レベル１の業種に加え、建設業、金物業、化学業、金融

業、美容院、自動車整備工場、繊維業、配管業、家具修

理業、診療所、歯科が業務可能。 

 

対象地域はカラボボ州、トゥルヒージョ州、アラグア州、

カラカス首都区、ミランダ州、ファルコン州、アマゾナ

ス州、ヤラクイ州全土、スクレ州（クマナ除く）、ボリ

バル州・アプレ州・タチラ州の隣国と国境を接していな

い地域。 

 

 

 

◆レベル３： 通常の緩和措置 

 

レベル２の業種に加えて、洗車業、眼科、製紙業、洗濯

業、家電サービス業、司法書士、衣類販売業、獣医、屋

外映画館などが業務可能。 

 

「グアイド議長 野党独自の選挙実施を示唆」           

 

７月１１日 グアイド議長は地域の代表とオンライン

会合を実施。 

 

グアイド議長は、与党が進める国会議員選に投票しない

よう呼びかけ、その代替として独自の選挙を行う可能性

について述べた。 

 

「我々は別の選挙を組織しなければならない。ベネズエ

ラ人が自由で公平で確認可能な条件の下で選択できる

本当の選挙だ。 

 

全国の全てのセクターに対して、マドゥロ政権の偽物の

選挙に参加しないよう呼びかける。多くのセクターが

我々に偽物の選挙に参加するよう求めているが、妥協し

ては求める目的を達成できない。 

 

我々が提唱する国家緊急政府は、ベネズエラに変革をも

たらすために戦い続けなければならない。」 

と主張した。 

 

現在、野党は国会議員選への不参加を呼びかけているが、

どのように政権交代を達成するのか具体的な道筋を示

していない。 

 

また、グアイド議長の支持は１年前と比べて大きく低下

している。 
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また、２１年１月には現在の国会の任期が切れるため

「大統領の不在を理由に国会議長が暫定大統領を担う」

という説明にも無理が生じてくる。 

 

野党支持者の選挙により、次のリーダーを決める時期が

来ているのかもしれない。 

 

「コロンビア紙 グアイド議長インタビュー         

       ～厳しめの質問を投げかける～」         

 

７月１２日 コロンビア系メディア「Semana」は、グア

イド議長へのインタビュー記事を公開した。 

 

通常、インタビュー記事は事前に質問内容が確認され、

質問してはいけないことも決まっている。 

従って、質問はグアイド議長に好意的な内容になること

が多い。 

 

しかし、今回のインタビュー記事は核心までは突いてい

ないもののグアイド議長には厳しめの質問が多く投げ

かけられている。 

 

以下、記事の一部を紹介したい。 

 

記者（ルイス・カルロス・ベレス氏）： 

グアイド議長のガソリンは燃料切れか？ 

 

グアイド議長：  

そんなことはない。しかし、ベネズエラ国民へのガソリ

ンは切れている。我々は引き続き多数派の支持を受けて

いる。国際社会の支持を受けている。 

軍部とパンデミックは我々の障害となり、この数カ月は

我々にとって厳しいものとなった。 

 

 

 

 

記者： 

最近の世論調査では、マドゥロ大統領の不支持率は７

６％だが、グアイド議長の不支持率も６１％となってい

る。この評価をあなたはどのように考えるか？ 

 

グアイド議長： 

これはマドゥロが現在も政権に居座っていることに対

する国民のフラストレーションを証明している。当然、

私の評価はベネズエラに政権交代をもたらすかどうか

で評価される。 

 

しかし、様々な努力にもかかわらずマドゥロは引き続き

公権力を奪ったままになっている。 

我々は独裁者の抑圧と同時に感染症とも対峙している

ことを理解しなければならない。 

 

記者： 

欧州ではベネズエラに独裁者はいないと考え、マドゥロ

政権の存続を望む人が増え始めている。どうしてこのよ

うな考えを持つ人がいるのか？ 

 

グアイド議長： 

重要な点はメディアだ。我々は政治的な訴求力しかもっ

ていない。ベネズエラのテレビメディアはマドゥロ政権

に掌握されている。新聞もラジオも報道の自由は存在し

ない。これまでに２００のラジオ局、７０のメディアが

閉鎖した。 

 

また、感染症の拡大を防ぐため大衆を動員する抗議行動

を実施できなかった。しかし、ベネズエラの状況は極め

て悪い。９０％の家庭が水を使用できない。ベネズエラ

にはガソリンが無い。４００人の政治犯がおり、拷問を

受けている。 
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その後は、 

「マドゥロ政権がコロンビアに対してテロ攻撃を仕掛

けているとのグアイド議長の訴えの深掘り質問」 

「どこからテロ攻撃の資金が出ているのか？」 

「ベネズエラの GOLD、コルタンなど非原油資源に関

わる汚職取引」 

「アレックス・サアブ氏とコロンビア政府関係者との汚

職関係」 

などについて質問をしているが特に目新しい情報はな

かった。 

 

なお、米国の経済制裁に関する質問は無かった。 

 

経 済                       

「TOYOTA ベネズエラ工場の再開を検討」            

 

７月１２日 「TOYOTA」のベネズエラ工場が再稼働

の準備に入っていると報じられた。 

 

この記事はベネズエラ側の報道が起点ではなく、日本の

「日本経済新聞」、「共同通信」が報じた内容をベネズエ

ラの現地メディアが引用する形で報じられている。 

 

日本経済新聞：「トヨタ、世界の全工場再開へ ベネズ

エラも再稼働準備」 

 

ただし、ベネズエラでは、記事に書かれている内容が正

確に報じられていないようだ。 

 

日経新聞のタイトルの通り、日本の記事では「ベネズエ

ラ工場も近く再稼働する検討に入った」と書かれており、

「再稼働する」とは書かれていない。 

しかし、ベネズエラのメディアでは「７月１３日から再

稼働する」と書かれており、オリジナルの記事と異なっ

た 内 容 が 報 じ ら れ て い る （「 Bancaynegocios 」

「Sumarium」）。 

 

「経済自由度ランキング １８０カ国中１７９位」         

 

「Heritage Foundation」は世界の経済自由度ランキング

２０２０年版を発表。 

 

ベネズエラは前年同様１８０カ国中１７９位。 

米州の中では最下位となった。 

 

点数評価では、ベネズエラのスコアは１００点満点中２

５．２点。１９年の２５．９点から０．７ポイント下が

った。 

 

最下位は北朝鮮。 

得点は４．２点と、ベネズエラを大きく引き離し断トツ

の最下位となっている。 

 

 

（写真）Heritage Foundation 

”２０２０ INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” 

 

ちなみに１位はシンガポールで８９．４点。 

２位は香港（８９．１点）、３位はニュージーランド（８

４．点）と続く。 

 

日本は３０位で７３．３点となっている。 

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429050S0A710C2L91000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429050S0A710C2L91000/
https://www.bancaynegocios.com/toyota-preve-reanudar-produccion-en-venezuela-este-lunes-13jul/
https://www.sumarium.es/2020/07/12/toyota-reanudara-la-produccion-en-venezuela-el-lunes/
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社 会                       

「チャカオ市長 Covid-１９対応で高評価」            

 

世論調査会社「More Consulting」は、６月１８日～２

３日にかけてチャカオ市に住む６１３人を対象に、チャ

カオ市長のグスターボ・ドゥケ市長の Covid-１９対応

に関する評価アンケートを実施した。 

 

調査の結果、回答者の８１．９％はドゥケ市長を高く評

価していることが確認された。 

 

ドゥケ市長は「Soy Chacao」というポータルサイトを開

設。Covid-１９関連の情報を提供している（ただし、実

際にウェブサイトを確認したが情報はあまり更新され

ていなかった）。 

 

また、チャカオ市民やチャカオ市への訪問者を対象に４

万超のマスクを配布。 

 

「TeleSalud-Chacao」という通信機（下写真）を高齢者

に提供。黄色いボタンを押すと医療従事者に２４時間、

連絡を取ることが出来るようになっているという。 

 

 

（写真）チャカオ市 

 

 

 

 

 

ドゥケ市長は元々チャカオ市の職員で政治家としてキ

ャリアを積んできた人物ではない。 

 

１７年８月、最高裁はチャカオ市が反政府デモの取り締

りを十分に行っていないとして、当時チャカオ市の市長

を務めていたラモン・ムチャチョ市長に禁固１５年を求

刑した（「ベネズエラ・トゥデイ No.17」参照）。 

 

この決定を受けて、ムチャチョ市長は米国に亡命。 

市長不在を受けて、当時チャカオ市で治安対策のトップ

を務めていたドゥケ市長が暫定的に市長に就任。 

 

その後、１７年１２月の全国一斉選挙で市長に当選し、

正式にチャカオ市長となっている。 

 

ドゥケ市長は、政治家ではないこともあり、政治テーマ

にはほとんど関わらず、行政に従事している印象で評価

が高いのは理解できる。 

 

 

（写真）ドゥケ市長ツイッター 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/23dd2a7d5fb79ecfc7d0684c7eaca01c.pdf

