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（写真）ベネズエラ外務省 “４月１０日 習国家主席とマドゥロ大統領が電話会談” 

 

 

２０２０年４月１０日（金曜） 

 

政 治                     

「中国習国家主席 マドゥロ大統領と電話会談 

～Covid-１９対策で連帯と一層の協力を約束～」 

「トランプ大統領 中国の姿勢「幸せではない」」 

「ベネズエラ ⇔ 米国 墨経由で自国民交換 

～メルコスールも自国民の帰国プロセス開始～」 

経 済                     

「OFAC CITGO 保護の制裁ライセンス延長」 

「CAF 加盟国に対して総額２５億ドルの融資」 

「原油価格 １バレル１６．９１ドル」 

「トヨタ 医療支援のため自動車を供与」 

2020 年 4 月 11～12 日（土・日） 

 

政 治                    

「４月１２日 Covid-１９感染確認者１８１名 

～Covid-１９緊急事態令を３０日延長～」 

「ローマ法王 ベネズエラ情勢について言及」 

経 済                    

「OPEC プラス 日量９７０万バレルの減産合意」 

「Clorox、Sumurfit Kappa で火災発生」 

「PDVSA 合弁会社 Petrocedeno で火災発生」 

「イラン政府 独にある政府口座の凍結を解除」 

社 会                     

「全国で火災発生 原因はユダの火祭り？」 
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２０２０年４月１０日（金曜）             

政 治                       

「中国習国家主席 マドゥロ大統領と電話会談       

 ～Covid-１９対策で連帯と一層の協力を約束～」       

 

４月１０日 ベネズエラ外務省、中国外務省はそろって

中国の習近平国家主席とマドゥロ大統領が電話会談を

行ったと発表した。 

 

 

４月１０日８時３０分（中国時間２０時３０分）にベネ

ズエラのマドゥロ大統領と中国の習近平国家主席が電

話を通じて両国政府の協力関係の深化と新型コロナウ

イルス（以下、Covid-１９）の克服手段について建設的

な意見交換を行った。 

 

最初にマドゥロ大統領は、Covid-１９と闘う中国国民の

姿勢への尊敬と感謝の意を示し、ベネズエラも中国の対

応を見習い行動すると表明した。 

 

また、中国政府によるベネズエラへの医療物資の供与お

よび医師団の派遣、医師団の派遣を通じたベネズエラ医

師への知識供与について深く感謝の意を示した。 

 

習国家主席はマドゥロ大統領の謝意に感謝と連帯を示

し、ベネズエラへの信頼の意を示した。 

 

また、ベネズエラの状況については常に注視しており、

ベネズエラ政府は Covid-１９の感染確認後、即座に緊

急事態令を発令し、遅延なく外出制限をかけ、責任感を

持った対応をとることで Covid-１９の感染拡大を防止

したと評価した。 

 

 

 

習国家主席は、中国とベネズエラは「統合戦略国家」で

あり、マドゥロ大統領は中国の良き友人であると述べた。 

 

また、中国はベネズエラへの連帯の意志を変えておらず、

国家主権を尊重し、各国が自国の開発権を維持するべき

との大方針を維持しているとした。 

 

加えて、中国は常に外国によるベネズエラへの内政干渉

を拒絶しており、ベネズエラ政府・ベネズエラ国民の自

国主権を完全に擁護し、外国の力による要求を非難して

いることを強調した。 

 

これに対して、マドゥロ大統領は米国によるベネズエラ

への攻撃は強化されているが、倫理観と公平と人類の歴

史を持って今後も平和と勝利のために戦うことを誓っ

た。 

 

両国首脳は、近いうちに面談をすることを希望し、

Covid-１９への勝利を誓い、不平等な植民地主義、横暴

な資本主義と対峙し、新しい社会を構築するという共通

の目的のために「統合戦略国家」としての関係を再稼働

させる期待を示した。 

 

 

この公文の要点は以下の通りだろう。 

 

（１）中国政府は、引き続きマドゥロ政権をベネズエラ

政府と認識している。 

（２）中国政府は、マドゥロ政権に対して Covid-１９の

医療支援を継続する。 

（３）中国政府は、内政干渉を拒絶し、米国政府による

「政権移行プロセス」の提案には反対している。 

（４）（最近、中国政府とマドゥロ政権との関係は疎遠

だが）「統合戦略国家」として、マドゥロ政権と関

係を再び強化する可能性がある。 
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なお、「中国側の公式発表」には、 

「要点（３）中国政府は、内政干渉を拒絶し、米国政府

による「政権移行プロセス」の提案には反対している。」

と認識できる記述はない。 

 

この発表の翌１１日、ベネズエラのマイケティア国際空

港に３０トンの医療物資が中国から届いている。 

 

 

 

「トランプ大統領 中国の姿勢「幸せではない」」         

 

本稿「中国習国家主席 マドゥロ大統領と電話会談」の

記事に関して、筆者の認識では、中国政府もベネズエラ

政府もマドゥロ大統領も「中国がベネズエラに金融支援

を行うことで合意した」と発表していないが、米国では

そのように報じられている。 

 

きっかけは４月１０日のトランプ大統領の記者会見。 

 

同日行われた記者会見で、トランプ大統領から指名を受

けた記者はベネズエラ問題について 

「今朝、中国の習国家主席がマドゥロ政権に金融支援を

行うと聞いた。１つ目の質問は、本件について習国家主

席に対して米国の方針を伝えたのか？ 

２つ目の質問は、米国政府が取る方針はどのようなもの

か？」とトランプ大統領に質問した。 

 

この質問について、トランプ大統領は 

「我々は本件について「幸せに感じていない」。 

私はまだ習国家主席とベネズエラに関して意見交換し

ていないが、私は幸せではない。私は幸せではない。」 

と繰り返し述べた。 

 

原油価格の低迷を受けて、マドゥロ政権が中国に返済し

ている債務のモラトリアム（返済猶予）を求めていると

いう報道は以前から流れていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.424」参照）。 

 

（現時点で、そのような公式発表は出ていないが）今回

の習国家主席とマドゥロ大統領の電話会談で、返済猶予

が認められたとすれば、これが「金融支援」に当たるの

かもしれない。 

 

「ベネズエラ ⇔ 米国 墨経由で自国民交換         

 ～メルコスールも自国民の帰国プロセス開始～」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.429」で米国とベネズエラ

で、帰国できなくなっている自国民をメキシコ経由で交

換するとの記事を紹介した。 

 

４月９日 アレアサ外相は、米国から１２０名の米国民

の出国申請を受け、そのうち空港に来た２７名を

「Conviasa」の人道支援便でメキシコ（トルカ）に向け

て送り届けたと発表。 

また、米国からは１３３名のベネズエラ人が、メキシコ

（トルカ）経由でベネズエラに帰国。帰国者はカラカス

の隔離施設で２週間、隔離される。 

 

翌１０日に、「Conviasa」のラモン・ベラスケス社長は、

自身のツイッターで 

「ベネズエラ外務省と Coviasa 職員の努力により、米国

人を含む１５４名がベネズエラから米国に帰国する予

定だ」と発表した。 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/t1768574.shtml
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fe07f53110ff70b2fba9a08e1c488ef9.pdf
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（写真）ラモン・ベラスケス Conviasa 社長ツイッター 

“人道支援便の運行をツイート” 

 

米国の動きに合わせて他の南米諸国もベネズエラに留

まっている自国民の移動に乗り出しているようだ。 

 

ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイは「メ

ルコスール」として、ベネズエラから自国民の移動を調

整するようだ。 

 

マドゥロ政権との調整役を担うのは「ウルグアイ」。 

ブラジル、パラグアイはマドゥロ政権との関係が悪い。

ウルグアイも政権交代後、マドゥロ政権との関係が悪く

なっているが、まだ調整役を担うことが出来るというこ

とだろう。 

 

経 済                        

「OFAC CITGO 保護の制裁ライセンス延長」           

 

４月１０日 米国政府は「制裁ライセンス５C」を発行

した。 

 

同ライセンスはPDVSA２０の債権者が同社債の担保に

設定されている CITGO 株の差し押さえを出来なくす

るという内容。 

 

PDVSA２０社債は、２０１６年１０月に発行された。 

 

同社債は 

「仮にデフォルトが起きた場合、PDVSA の米国子会社

Citgo の株式５０．１％を売却することで投資資金を回

収できる」 

という担保設定が設けられており、仮にデフォルトした

としても米国内で投資資金が回収できるリスクの低い

投資証券として購入された。 

 

しかし、１９年１月にグアイド議長が暫定政権を組織し、

米国政府が CITGO のコントロールをグアイド政権に

移譲したことで状況が変わった。 

 

CITGOのコントロールを奪われたマドゥロ政権にとっ

て、CITGO は守るべき対象ではなくなってしまい、マ

ドゥロ政権はPDVSA２０の支払いを継続するインセン

ティブを失った。他方、グアイド政権は返済をするため

の資金を持っていない。 

 

これに伴い、１９年１０月２７日に PDVSA２０はデフ

ォルトに陥ったが、デフォルト期日直前の１０月２４日

に米国の外国資産管理局（OFAC）が「制裁ライセンス

５」を発行。 

 

２０年１月２２日まで、PDVSA２０の債権者はCITGO

資産に触ることが出来なくなった。 

 

その後、「制裁ライセンス５」を更新し、２０年４月２

２日までに変更（「制裁ライセンス５B」）。 

 

そして今回、更に３カ月間更新され、２０年７月２２日

まで有効となった（「制裁ライセンス５C」）。 

 

政権交代が実現するまで、このライセンスは今後も延長

される可能性が高そうだ。 
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「CAF 加盟国に対して総額２５億ドルの融資」         

 

「ラテンアメリカ開発銀行（CAF）」は、Covid-１９対

策として加盟国に対して２５億ドルの融資枠を設ける

と発表した。 

 

CAF の加盟国は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、

チリ、コロンビア、エクアドル、コスタリカ、メキシコ、

ウルグアイ、パラグアイ、パナマ、ペルー、ドミニカ共

和国、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ。 

 

従って、ベネズエラも融資対象に含まれているが、ベネ

ズエラ政府が誰なのかという点で加盟国の見解が分か

れており、現在のままで融資を得ることは容易ではない

だろう。 

 

なお、今回の発表に先立ち、CAF は公共医療システムへ

の支援としてアルゼンチン、エクアドル、パナマ、パラ

グアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ・ウルグアイに

対して５，０００万ドルまでの融資枠を承認している。 

 

「原油価格 １バレル１６．９１ドル」          

 

石油省は、４月６日~１０日の週のベネズエラ産原油平

均価格を公表した。 

 

４月６日~１０日の平均価格は、１バレル１６．９１ド

ル。先週が１バレル１３．７４ドルだったので、先週比

２３．０７％増になる。２０年４月の平均原油価格は１

バレル１５．３３ドルになる。 

 

ベネズエラ石油省の発表では、同週の WTI は先週比１

６．９％増の１バレル２５．１８ドル。 

ブレントは先週比２９．６４％増の３２．６７ドルとな

っている。 

 

 

 

 

「トヨタ 医療支援のため自動車を供与」            

 

現地経済系メディア「Banca y negocios」は、スクレ州

クマナにアッセンブラー工場を持つ「トヨタ・デ・ベネ

ズエラ」は、医療対応を支援するため「カローラ」を提

供したと報じた。 

 

現在、「トヨタ・デ・ベネズエラ」および同社の代理店

は緊急事態令に対応し、生産活動を停止している。 

 

 

（写真）Banca y negocios 
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グラフ： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～２０年４月）

（出所）ベネズエラ石油省



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年４月１０日～４月１２日報道            No.４３１   ２０２０年４月１３日（月曜） 

6 / 9 

 

２０２０年４月１１日～１２日（土・日）              

政 治                       

「４月１２日 Covid-１９感染確認者１８１名      

   ～Covid-１９緊急事態令を３０日延長～」        

 

４月１２日現在、ベネズエラで Covid-１９の感染確認

者は１８１名（うち死者９名）となっている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.430」で紹介した通り、

４月９日時点での感染確認者数は１７１名。 

 

４月１０に４名の感染が確認され１７５名。１１日に新

たな感染確認者はでなかったが、１２日に６名の増加を

確認し、１８１名となっている。 

 

なお、Covid-１９から回復した人は１８１名のうち９３

名。従って、現時点で「感染中」と認識されているのは

８８７９名（死者９名除くため）だという。 

 

ベネズエラで初めて Covid-１９感染が確認されたのは

３月１３日。マドゥロ大統領は同日中に３０日間の

Covid-１９緊急事態令を発令した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.419」参照）。 

 

緊急事態令が切れることを受けて、マドゥロ大統領は緊

急事態令を３０日間延長すると発表した。 

 

緊急事態令の延長を受けて、「国家民間航空局（INAC）」

は、商用機、プライベート機のベネズエラ国内での移動

禁止措置を３０日間（５月１２日まで）延長すると発表

した。 

 

ただし、以下の便については INAC の事前承認の下で運

航可能という。 

 

 

 

１．緊急事態の対応 

２．貨物便 

３．人道支援便 

４．国連の飛行機 

５．技術的な理由による着陸 

 

「ローマ法王 ベネズエラ情勢について言及」           

 

４月１２日 ローマ法王は「セマナ・サンタ（聖週間）」

の演説でベネズエラ情勢について言及。 

国際社会からの支援がベネズエラに届くよう、即座に平

和的な解決を求めた。 

 

「我々は危機に直面している。 

しかし、我々と同様に多くの人が現状に苦しんでいるこ

とを忘れてはいけない。 

 

深刻な政治、社会、経済問題が起きているベネズエラに

国際社会の支援が届くことで平和的かつ即座に解決に

至ることを求める。」 

と述べた。 

 

また、 

「現在、制裁が科せられている国は食料・医薬品など生

活必需品が購入できない状況にある。この状況を踏まえ

て、悪い制裁は緩和するべきだと考えている。」 

と言及した。 

 

フランシスコ法王の発言は、国連・欧州連合（特にボレ

ロ EU 外交政策委員長）側のスタンスと同様のもの（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.429」参照）で、米国側のスタ

ンス（制裁強化の方針）と異なるものになっている。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d7c43c67384bac1caafe537f1f73aad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/39d33ed89ca19e068a7751df99a3f19d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fe07f53110ff70b2fba9a08e1c488ef9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fe07f53110ff70b2fba9a08e1c488ef9.pdf
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経 済                         

「OPEC プラス 日量９７０万バレルの減産合意」            

 

４月１２日 OPEC プラスは緊急テレビ会合を実施。 

 

２０年５月～６月にかけて、OPEC プラス加盟国全体で

日量９７０万バレル（世界の原油供給量の約１０％）の

減産を行うことで合意した。 

 

また、２０年７月～１２月にかけて日量８００万バレル

に減産規模を縮小。２１年１月～２２年４月まで日量６

００万バレルの減産を行う予定だという。 

 

４月９日には日量１，０００万バレルの減産合意が報じ

られたが、メキシコが自国に科せられた日量４０万バレ

ルの減産義務を拒否。４月１０日にも交渉が続いたもの

の同日中に合意は成立しなかった。 

 

一時、米国のトランプ大統領がメキシコの減産義務枠を

肩代わりするとの話があったが、最終的にメキシコの減

産義務を４０万バレルから１０万バレルに引き下げ、日

量９７０万バレルの減産で合意に至った。 

 

また、「Bloomberg」は以下の通り、OPEC プラス非構

成国も減産に動き出したと理解できる記事を報じた。 

 

“米国とブラジル、カナダは、生産減少を踏まえて名目

上３７０万バレルの減産に寄与する。他の２０カ国・地

域（Ｇ２０）加盟国の減産寄与は１３０万バレルだが、

実際の自発的減産というよりも低価格が生産に及ぼし

た影響を反映したもので、実施には数カ月もしくは１年

余りかかることになりそうだ。“ 

 

ただし「米国とブラジル、カナダは、生産減少を踏まえ

て名目上３７０万バレルの減産に寄与する。」という意

味が曖昧で、米国・ブラジル・カナダが協調減産に加 

 

わることを意味しているのかは不透明だ。 

 

一方で、OPEC プラス構成国からの非構成国への減産圧

力は強い。 

 

ロシアのノバク・エネルギー相は、 

「米国は日量２００～３００万バレルの減産をする用

意があると述べた。」と言及。 

 

OPEC プラスは、米国・ブラジル・カナダ・ノルウェー・

インドネシアなど非構成国に対して日量５００万バレ

ル規模の減産を求めているという。 

 

OPEC プラスの減産開始は５月１日を予定しているた

め、減産が始まるまで３週間近い期間がある。 

 

この３週間弱の間で OPEC プラスの非構成国が減産に

対してコミットメントをしなければ、５月に入る直前に

OPEC プラスが減産合意を破棄する可能性は否定でき

ない。 

 

「Clorox、Sumurfit Kappa で火災発生」         

 

４月１１日 ２０１４年にマドゥロ政権に「一時的占拠」

措置を取られた米国系洗剤メーカー「Clorox」のサンタ

ルシア工場の倉庫で火災が発生した。火災の原因は判明

していない。 

 

この火災により倉庫にあったスポンジ・石鹸・プラスチ

ック袋、段ボールの材料などが焼失したという。 

 

２０１４年８月、「Clorox」はベネズエラ事業の停止を

発表。同社の労働者が賃金や解雇保証の支払いが不十分

として労働省に訴え、マドゥロ政権は「Clorox」の工場

の「一時占拠」を発表。 
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名目上、「Clorox」労働者の手により工場が稼働してい

ることになっているが、同社の役員は労働省から抜擢さ

れており、事実上マドゥロ政権の資産となっている。 

 

また、４月１２日、「Clorox」と同じように１８年８月に

マドゥロ政権から「一時的占領」措置を取られたアイル

ランド本社の段ボール製造会社「Sumurfit Kappa」のヤ

ラクイ工場でも火災が発生した（「一時的占拠」を受け

た当時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.181」参照）。 

 

現地メディア「PuntodeCorte」によると、火災による怪

我人はいなかったが、生産に必要な原材料が焼失したと

いう。 

 

「PDVSA 合弁会社 Petrocedeno で火災発生」         

 

４月１２日 ルイス・エステファニ議員は、自身のツイ

ッターで PDVSA の合弁会社「Petrocedeño」で火災が

発生したと投稿した（下写真）。 

 

「Petrocedeño」は、PDVSA（資本参加６０％）とフラ

ンスの「TOTAL（同３０．３％）」とノルウェーの「Statoil

（同９．７％）」の合弁会社。 

 

 

 

「イラン政府 独にある政府口座の凍結を解除」         

 

４月１２日 イランのロウハニ大統領は、ドイツのルク

センブルクで凍結されていた同国政府の口座の凍結解

除に成功したと発表した。 

 

ロウハニ大統領によると、同口座に凍結されていた資金

は１６億ドルという。 

 

ロウハニ大統領は、 

「数カ月にわたるプロセスを経て数日前に自国の資金

を解放することに成功した。イランが危機的な状況にあ

る中、今回の口座凍結解除に成功し、満足している。」 

と述べたという。 

 

この口座は米国の申請により凍結されていたが、Covid-

１９の影響を受けて制裁緩和が求められる雰囲気の中

で、ドイツ政府が解除に動いたということだろう。 

 

ベネズエラについても今後、同様な流れが起きる可能性

もありそうだ。 

 

社 会                        

「全国で火災発生 原因はユダの火祭り？」            

 

本稿「Clorox、Sumurfit Kappa で火災発生」「PDVSA 合

弁会社 Petrocedeno で火災発生」以外にも４月１１日

～１２日にかけて全国的に火災が発生している。 

 

筆者の確認できた限りでは、カラカスの「El Paraiso」

「Cota９０５」、バルータ市の各地で火災が起きている。 

 

また、カラカスに限らず、ミランダ州、カラボボ州、ヤ

ラクイ州などでも火災が発生した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ddc8c287698ad1c9ae803de66044beb2.pdf
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水へのアクセスが制限される中、消火活動がこれまでの

ようにいかず、火災が広がりやすい状況のようだ。 

 

 

（写真）El Estimulo 

“カラカス周辺の森林地帯で火災発生” 

 

（写真）@josyfernandez 氏インスタグラム 

“ミランダ州ロスサリアス地区で火災発生” 

 

この２日間にここまで多くの火災が起きた原因は特定

されていないが、最も考えられるのは「フーダス」と呼

ばれる南米特有の行事ではないか。 

 

「フーダス」はセマナ・サンタに行われる南米特有の行

事。キリスト教の裏切り者「ユダ」に見立てた悪魔や政

治家などの張り子人形を焼く風習だ。 

 

 

 

 

４月９日～１２日にかけて「セマナ・サンタ」のため、

街中でマドゥロ大統領らを張り子人形にして燃やす映

像などが報じられている。 

 

街中で燃やした人形が近くに引火し、火災が発生。 

水不足により消防隊による消火活動が制限されている

ことから大規模な火災に発展してしまったということ

は考えられそうだ。 

 

ただ、「Clorox」「Sumurfit Kappa」「Petrocedeño」の火

災については工場施設内であり、街頭での「フーダス」

とは異なるため、理由についてはよく分からない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

以上 

 

 


