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（写真）Maduradas “グアイド政権の在英国大使が辞任表明、暫定大統領の交代議論は存在すると明言” 

 

 

２０２０年１１月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「１２月は隔離措置なし 経済セクター再開 

～１月からは感染防止隔離措置が再開～」 

「国民投票 １２月７日～１２日に変更」 

「カベジョ制憲議長の投票強要発言 野党が非難」 

経 済                     

「米国政府 中国の情報通信会社に制裁」 

「AVEX ２０年の民間輸出額は１４億ドル」 

「El Palito 製油所で PDVSA 職員拘束される」 

社 会                     

「ビジェガス記者 Globovision に復帰」 

２０２０年１２月１日（火曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 在英国大使が辞任表明 

～グアイド議長のリーダーシップに疑問～」 

「拘束されていた軍人４０名 開放される」 

「検事総長 CPI に調査資料を提供」 

経 済                    

「中国向け原油輸出が増加」 

「Laser  ドミニカ共和国行きの便を停止」 

社 会                     

「米国 マイアミの汚職容疑口座の捜査進める」 

「マドゥロ政権 クリスマス前に補助金を支給」 
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２０２０年１１月３０日（月曜）             

政 治                       

「１２月は隔離措置なし 経済セクター再開       

   ～１月からは感染防止隔離措置が再開～」       

 

今週から１２月が始まる。 

マドゥロ大統領は以前より１２月中は１カ月間、全て感

染防止のための隔離措置を停止すると述べていた。 

 

１１月３０日 マドゥロ大統領は 

「２０２０年最後の感染隔離措置週間が終了した。 

１２月は緩和を行う。緩和措置といっても安全対策には

注意しなければならない。外出する際のマスクの着用は

義務で、感染防止のための衛生対策を各自で行わなけれ

ばならない。また、１月からは１週間ごとの隔離措置に

戻る。」 

と説明した。 

 

なお、これまで感染緩和週であってもコロンビア・ブラ

ジルの国境の町は隔離措置が続いていたが、この隔離措

置も解除するようだ。 

 

また、マドゥロ大統領は「５３の経済セクターが経済活

動を再開する」と発言しており、以下のような活動でき

る業種の営業時間表を公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）商業省ツイッターより 

 

確認した限りでは、アルコール販売店・音楽販売・写真

スタジオ、ビーチ、クラブ、カフェ、スポーツイベント、

ジム、花屋などかなりマイナーな業種も再開が許可され

ている。 

 

なお、自動車分野での再開に関して「Taller Mecanicos 

y Autopartes（メカニック工場・自動車部品製造業）」と

書かれているが、「自動車組み立て工場」あるいは「自

動車販売代理店」とは明記されていない。 
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「国民投票 １２月７日～１２日に変更」         

 

１１月、グアイド政権は国民投票の実施日を１２月５日

～１２日の８日間と決定していた。しかし、１２月７日

～１２日の６日間に変更するようだ。 

 

実際のところ、実施日を変更したという正式なアナウン

スはされていないが、レオポルド・ロペス VP 党首が国

民投票への参加を呼び掛ける案内を自身のツイッター

に掲載。 

 

国民投票の実施日は１２月７日～１２日と書かれてい

る。 

 

 

（写真）レオポルド・ロペス党首ツイッターより 

 

なお、「ベネズエラ・トゥデイ No.529」（グアイド政権 

国民投票のネット投票方法）でも、国民投票の運営担当

者が「国民投票は１２月７日～１２日に行う」と発言し

ており、当時は言い間違いか記者の書き間違いかと思っ

ていた。 

 

なお、１２月７日～１２日にかけてはインターネット経

由で投票が可能。１２月１２日（土曜）だけ、投票会場

を設置し、直接投票が出来ることになっている。 

 

「カベジョ制憲議長の投票強要発言 野党が非難」                  

 

１１月３０日 １２月６日の国会議員選に出馬してい

るディオスダード・カベジョ制憲議長はボリバル州で選

挙イベントを実施。 

 

同イベントでの発言について、野党政治家から強い批判

が出ている。 

 

カベジョ制憲議長の発言は 

「女性はこの戦いで重要な役割を担っている。 

投票当日、女性は朝早く起き、家の中で子供を起こすよ

う大きな声を出す。 

彼女は「投票に行かなければいけない。投票に行かない

人はご飯が食べられない。投票しない人に食事は無い。」

と言うだろう。」 

というもの。 

 

「投票しない人には食事が無い」 

という部分が、 

「投票をしない場合は CLAP の食料品を販売しない」 

ということを暗示しているように聞こえるため、 

「国民の空腹に付け込み投票を強要している」 

と野党側が非難を強めている。 

 

この発言を受けてグアイド議長は 

「独裁政権にとって、食事は社会をコントロールする手

段である。だからこそ、マドゥロ政権は外国からの食料

供給プログラムの受け入れを拒否しており、飢餓に苦し

む国で上位５番目に入っている。」 

と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
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経 済                        

「米国政府 中国の情報通信会社に制裁」           

 

米国のマイク・ペンペオ国務長官は、マドゥロ政権を支

援していることを理由に中国の情報通信会社「Ceiec」

に制裁を科したと発表した。 

 

ポンペオ国務長官によると、「Ceiec」は野党のデジタル

媒体での動きを監視し、インターネットサービスの利用

を制限しているという。 

 

 

（写真）ポンペオ国務長官ツイッター 

“Ceiec への制裁適用を発表” 

 

同制裁を受けて、中国外務省は米国政府の姿勢を非

難。 

中国の Hua Chanying 外相は 

「中国はベネズエラ政府が自国主権を守るための活動

を支援している。中国とベネズエラの協力は国際規則

に準じており、政治化するべきではない。 

中国は自国企業の正当な権利を守るために必要な措置

を講じる。」 

と反論した。 

 

報道によると、Ceiec は国営通信公社「CANTV」に対

してソフトウェアや技術アドバイスなどを行っている

という。 

 

 

 

「AVEX ２０年の民間輸出額は１４億ドル」         

 

「ベネズエラ輸出団体（Avex）」のラモン・ゴジョ代表

は「Fedecamaras Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

ベネズエラからの民間セクターの輸出について、２０年

１月～６月の間で前年比５％減少したと説明。 

 

しかし、ここ最近は輸出が増加する傾向にあり、２０２

０年の民間セクターの年間輸出額は１９年とそこまで

変わらず、約１４億ドル程度になるとの見解を示した。 

 

Avex は１２月 1 日に輸出促進イベントを予定している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.530」参照）。 

 

特に欧州向けの輸出を促進するイベントで、最近では欧

州の中でもドイツ、スペイン、フランス、イタリア向け

の輸出が増加しているという。また、主要な輸出産品に

ついて、ラム酒、カカオ豆、チョコレートを挙げた。 

 

「El Palito 製油所で PDVSA 職員拘束される」                  

 

SEBIN は、カラボボ州のエルパリート製油所の PDVSA

労働者数名を拘束した。 

 

報道によると、この事件が起きたのは１１月２７日で

「製油所の稼働を妨げた」ことが理由で拘束されたとい

う。 

 

内部関係者の情報によると、SEBIN は労働者が積極的

に労働しないことを理由にサボタージュの疑いがある

と指摘し、逮捕に至ったという。 

 

なお、１カ月ほど前から製油所に SEBIN や DGCIM の

職員が常駐するようになっているおり、労働者の仕事を

監視しているという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/874f7221854827d6e8779ac901a53acb.pdf
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なお、１１月１８日には PDVSA 労働組合幹部の Eudis 

Girot 氏がテロ容疑で拘束されていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.527」参照）。 

 

社 会                        

「ビジェガス記者 Globovision に復帰」           

 

１１月３０日 ウラディミール・ビジェガス記者は自身

のツイッターで「Globovision」で「Vladimir a la １」が

再開すると発表した。 

 

ビジェガス氏は、１３年から「Globovision」で「Vladimir 

a la １」という番組の司会を務めていた。 

 

同番組は与党政治家も野党政治家も出演する番組で、与

野党の分裂が激しいベネズエラでは貴重な番組だった

が、２０年５月に番組が終了していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.450」参照）。 

 

マドゥロ政権は、新国会発足後は野党（基本的には穏健

野党）との対話を促進するとの姿勢を示している。同番

組を通じて与野党対話の雰囲気を演出しようとしてい

るのかもしれない。 

 

 

２０２０年１２月１日（火曜）              

政 治                        

「グアイド政権 在英国大使が辞任表明            

  ～グアイド議長のリーダーシップに疑問～」        

 

１２月１日 グアイド政権の在英国・ベネズエラ代表大

使を務めている Vanessa Neumann 氏が辞任を表明した。 

 

Neumann 氏の辞任表明は「Financial Times」のインタ

ビューで明らかにされた。 

 

同記事によると、辞任の理由については「野党に対して

疑念が生じたため」と言及。 

また、グアイド政権について「野党内でのグアイド議長

の将来的なリーダーシップは明確ではない」との見解を

示した。 

 

他、以前からグアイド議長以外の政治家が暫定大統領に

就任するという噂が存在している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.512」参照）。 

 

Neumann 氏は、この噂について「暫定大統領を交代す

る議論は存在する」と肯定した。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/105f1a89a9ae2acd292a5c7441489774.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d239df4f679496e1aef40587b750cf2.pdf
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なお、Nuemann 氏が辞任を明らかにした１２月１日、

グアイド議長は演説を実施。２１年もベネズエラに残り

戦いを続けると表明した。また、１月以降も引き続き外

国政府による制裁を求める姿勢を示した。 

 

「拘束されていた軍人４０名 開放される」           

 

１２月１日 人道団体「民主主義人権同盟」は、様々な

理由でマドゥロ政権に拘束されていた軍人４０名が開

放されたと発表した。 

 

同団体によると、開放された軍人の中には政治的な理由

で拘束された人も含まれるという。 

 

なお、人道団体「Foro Penal」は政治犯リストという、

政治的な理由で収容された人物の名簿を作っている。 

 

開放された４０名の中で、このリストに含まれている軍

人は３名だけだという。 

 

なお、１１月１２日 マドゥロ大統領は、１２月中に１

０６名の文民・軍人を開放すると述べていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.523」参照）。 

 

この発言が正しければ、今後も拘束者が開放されること

になりそうだ。 

 

「検事総長 CPI に調査資料を提供」         

 

タレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、「国際刑事裁

判所（CPI）」が求めた人権侵害に関連する調査報告書を

提出したと発表した。 

 

１１月５日 サアブ検事総長はオランダのハーグで

CPI のフトウ・ベンソーダ判事と面談。 

 

 

当時、ベンソーダ判事から司法手続きに関する情報提供

を求められていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.520」参

照）。 

 

サアブ検事総長は 

「今回の報告書の提出は、ベネズエラの組織がローマ協

定で定められた国際的な規範を守ろうという硬い意志

の証明である。」 

と主張。 

 

最大限の透明性を持って、人権侵害の疑惑を払しょくす

ると説明した。 

 

経 済                       

「中国向け原油輸出が増加」              

 

米国の金融系メディア「Bloomberg」は、１１月のベネ

ズエラの原油輸出が日量５０万バレルを超えると報道。 

輸出先のほとんどが中国向けと報じた。 

 

「Bloomberg」が入手した情報によると、ベネズエラの

１１月の産油量は１１月２５日時点で、日量４８．４万

バレルだという。 

 

前年同期比４８％減と大きく減少したが、米国の経済制

裁を受けながら、エクアドルの産油量を越えているとし

た。 

 

１１月中にアジア向けに原油を輸出した企業は 8 社あ

ったようだが、その中に「Zhejiang Ningda Chemical Co 

Ltd」「Arzhil International」「Cirrostrati Technology Co」

という中国企業が３社あるという。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.529」でも紹介したが、バ

イデン候補の当選後から中国とベネズエラの原油取引

が活発になっている印象がある。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/337c31ad4da01e88d89daf6593b00e02.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8744dacf76211810afbed5590d722cb8.pdf
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「Laser  ドミニカ共和国行きの便を停止」         

 

１２月１日 ベネズエラの航空会社「Laser Airline」は、

１２月２日からカラカス－ドミニカ共和国間の国際便

を無期限で停止すると発表した。 

 

Covid-１９のベネズエラ国内での感染が確認されて以

降、マドゥロ政権は国内外線の運航を停止していた。 

 

「Laser Airline」は、一番初めに国際線を再開させた会

社だった（「ベネズエラ・トゥデイ No.520」参照）。 

 

同社が運航を停止した理由は、１１月２４日のカラカス

－ドミニカ共和国便に搭乗していた旅行者がベネズエ

ラ国内で入国時に行った PCR 検査で感染が確認された

ためとしている。 

 

現在、当時飛行機に搭乗していた旅行者に対して二次感

染の可能性を調査しているところだという。 

 

社 会                       

「米国 マイアミの汚職容疑口座の捜査進める」            

 

米国系メディア「Miami Heraldo」は、米国政府がマイ

アミにある賄賂支払いに関与した疑いのある銀行口座

の資産を差し押さえるため捜査を進めていると報じた。 

 

最近の例で言うと Natalino D’Amato 氏というイタリ

ア・ベネズエラ国籍を持つ６１歳の男性が２０１３年～

１７年にかけて１１の汚職取引・資金洗浄に関与したと

して有罪となった。 

 

報道によると、D’Amato 氏は、PDVSA の子会社に１．

６億ドルの資材を販売し、マイアミの口座で受け取った

後、その金の一部をマドゥロ政権関係者にキックバック

していたという。 

 

この取引を理由に米国財務省は、D’Amato 氏が Wells 

Fargo、Bank of America、その他関係会社に保有してい

た４，５００万ドルを差し押さえたという。 

なお、D’Amato 氏はベネズエラに住んでいるため、逮捕

はされていない。 

 

「マドゥロ政権 クリスマス前に補助金を支給」         

 

マ ド ゥ ロ 政 権 は 祖 国 カ ー ド の 保 有 者 を 対 象 に

「Economia Familiar」という補助金支給を開始した。 

 

マドゥロ政権はクリスマスに向けて頻繁に補助金を支

給しているが、これがボリバル通貨の価値を下げており、

インフレの原因になっていると報じられている。 

 

「Economia Familiar」により支給される補助金額は BsS.

４８万。現在は公定レートでも１ドル BsS.１００万を

超えているため、０．５ドルにも満たない。 

 

 

（写真）国民への社会補助金ツイッター 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf

