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（写真）PSUV “１１月３日から国会議員選の選挙キャンペーン開始” 

 

 

２０２０年１１月２日（月曜） 

 

政 治                     

「シリア・フローレス大統領夫人インタビュー 

～米国との対話、経済妨害対策法など語る～」 

「西企業家 カベジョ制憲議長の資金隠し協力」 

「アイサミ石油相協力者の有罪判決を撤回か」 

経 済                     

「INAC ロスロケスと４カ国の渡航を許可 

～Laser ドミニカ共和国行きチケット販売開始～」 

「ロイター １０月の原油輸出、過去最低の水準」 

「アムアイ製油所の稼働日数は約９０日」 

「非公式情報 近日中に公務員給料が改定」 

２０２０年１１月３日（火曜） 

 

政 治                    

「１２月国会議員選 選挙キャンペーン開始 

～与党は制裁の解除、野党は給料ドル化～」 

「野党 国民投票実施を正式に発表」 

「マドゥロ大統領 Covid-１９治療薬を披露」 

「コロンビアに Gedeon 作戦首謀者の引渡し要請」 

経 済                    

「SUNDDE ３１の民間病院に罰金命令」 

「国会 ENI に Nabarima の原油回収を要請」 

「家庭用ガス １９．４７ドルで販売」 

「トロンモールの TGI Friday’s 閉店」 
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２０２０年１１月２日（月曜）             

政 治                       

「シリア・フローレス大統領夫人インタビュー      

 ～米国との対話、経済妨害対策法など語る～」                

 

現地メディア「Ultimas Noticias」は、マドゥロ大統領の

妻で、１２月の国会議員選に出馬しているシリア・フロ

ーレス氏のインタビュー記事を公開した。 

 

ベネズエラの大統領は、マドゥロ大統領だが、実際にベ

ネズエラ政府を裏で仕切っているのはフローレス夫人

と言われている。 

 

マドゥロ大統領との会合には通常フローレス夫人が同

伴しており、ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相やデルシ

ー・ロドリゲス副大統領も彼女の顔色を伺いながら話を

しているとの話もある。なお、そのような会合ではフロ

ーレス夫人はほとんど意見を出さないという。 

 

フローレス夫人は、結婚前からチャベス政権高官の１人

で２００５年～２０１０年にかけて国会議長、２０１２

年～１３年にかけて行政監督庁を務めていた。 

 

麻薬取引や汚職など裏取引にも精通した人物とされて

おり、２０１５年１１月にはフローレス夫人の甥である

カンポス・フローレス氏とフローレス・デ・フレイタ氏

が麻薬密売の現行犯によりハイチで拘束され、米国で有

罪判決を受け服役中となっている。 

 

フローレス夫人は、インタビューの中で、米国政府と対

話する意思を示した。 

 

「いつかは分からないが、遅かれ早かれ我々は米国と接

近することになる。我々はいつでも米国との対話を望ん

でおり、彼らに手を差し伸べる意思がある。」 

と述べた。 

また、米国との接近について 

「米国との接近を望んでいるのは我々だけではない。 

なぜなら、今のような米国と距離を置いた状況はベネズ

エラだけではなく、米国にも影響を与えているからだ。 

 

経済制裁は、ベネズエラにこれまで投資し、活動してき

た米国人・米国企業の利益を損なっており、彼らの活動

も妨げている。」 

と述べた。 

 

他、経済妨害対策法について 

「石油・鉱物・観光など、様々な分野でベネズエラでの

活動を再開したいと考えている企業がいる。 

 

それらの企業は今回の経済妨害対策法に関心を持って

おり、既に多くの投資がベネズエラに流れようとしてい

る。今後、更に多くの投資がベネズエラに流れることに

なるだろう。 

 

これらの投資は国民の福祉のために使用される。大統領

はチーム一丸となり、現在の給料を引き上げるために努

力している。」 

と述べた。 

 

また、新たな国会の優先分野について 

「生活弱者を救済するための法案可決を最優先とする。

既に与党グループ内で国民の生活を保護するための法

案が議論されている。 

 

また、司法手続きが遅れていることも問題だと考えてい

る。我々は複数の裁判で著しい遅延が生じていることを

認識している。彼らの有罪・無罪は迅速に決定するべき

だと考えており、そのための司法改革の必要性を感じて

いる。」 

との見解を示した。 
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「西企業家 カベジョ制憲議長の資金隠し協力」         

 

スペイン系メディア「OK Diario」は、イベリコ豚の生

ハムやソーセージなどの販売を行っているスペイン企

業「Cárnicas Joselito」の Jun Luis Gomez Martin 氏と、

ディオスダード・カベジョ制憲議長との間に関係があり、

Jun Luis Gomez Martin 氏がカベジョ制憲議長の資産隠

しに協力したと報じた。 

 

「OK Diario」によると、２０１３年当時、Jun Luis 

Gomez Martin 氏 は 経 済 的 に 厳 し い 状 況 に あ り

「Cárnicas Joselito」を２１億ユーロで売却することを

検討していたという。 

 

その際に、企業の購入候補だった Martin Jeronimo 

Hernandez Gonzales 氏から、ベネズエラ政府高官の代

わりにベネズエラ国債を購入する「テスタフェロ」の話

を持ち掛けられたという。 

 

購入した国債は Veronica Alvarez というベネズエラ国

籍の女性（現在はフロリダ在住）に流れたという。 

 

また、Alvarez 氏の夫は「Banco Nacional de Venezuela」

頭取の親族の Hansy Alberto Araos 氏という人物と報じ

た。 

 

Jun Luis Gomez Martin 氏と彼の仲間は、１３年９月～

１０月にかけて香港に出張し、ディオスダード・カベジ

ョ制憲議長の関係者らに数百万ドルの支払いを行った

という。 

 

他、Jun Luis Gomez Martin 氏は、２０１５年３月４日

～４月３０日にかけて、ベネズエラを訪問し、カベジョ

制憲議長とネルソン・メレンテス（当時の中央銀行総裁）

と面談したとも報じている。 

 

 

Jun Luis Gomez Martin 氏やその関係者は、この取引を

通じて少なくとも３億ドルを受け取ったとしている。 

 

「アイサミ石油相協力者の有罪判決を撤回か」                  

 

米国政府は麻薬取引の関与やマネーロンダリングを理

由に、タレク・エル・アイサミ石油相に制裁を科してい

る。 

 

１０月２日 米国マンハッタン連邦検察庁は、アイサミ

石油相との汚職関与で有罪判決を受けた Victor Mones 

Coro 氏の判決が撤回されることに反対しないとの見解

を示した。 

 

１９年３月 Mones 氏は、アイサミ石油相やサマーク・

ロペス氏らが外国に移動するにあたり、飛行機の手配を

支援していた人物として、米国政府に訴えられ、１９年

１１月に有罪判決を受けていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.263」参照）。 

 

しかし、それから１年近くが経過したが、検察側が有罪

を確定するために必要な資料を提出しないまま時間が

過ぎていたという。 

 

この状況を受けて、当時判決を下した Alvin Hellerstein

判事は「政府の対応の遅れは必要な資料が揃っていない

ことを証明しており、状況を懸念している」との見解を

示した。 

 

今回、検察庁が判決の撤回に合意したことで Mones 氏

の有罪判決が覆ることになりそうだ。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2df29c6ecf1d8fad2d0490240901ded2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2df29c6ecf1d8fad2d0490240901ded2.pdf
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経 済                        

「INAC ロスロケスと４カ国の渡航を許可       

 ～Laser ドミニカ共和国行きチケット販売開始～」          

 

１１月２日 「民間航空監督局（INAC）」は、Covid-１

９感染拡大防止のため、ロスロケス諸島を除く、全ての

ベネズエラ国内線の運航を停止すると発表した。 

 

また、国際線については友好国であるトルコ、ドミニカ

共和国、メキシコ、イランを除き、全ての運航を停止す

ると発表した。 

 

これまで、空運や国際団体の援助便などを除き、原則全

ての国内外線の運航が禁止されていたため、今回の決定

で国内外線の一部が開放されたことになる。 

 

ロスロケス諸島は、ベネズエラのリゾート地で１２月の

クリスマス需要のための開放と思われるが、富裕層のた

めの制度変更に批判的な意見も多い。 

 

また、国際線の運航を許可された「Laser Air」は、早速

ドミニカ共和国行きチケット（カラカス－サント・ドミ

ンゴ間）の販売を開始した。 

 

「Laser Air」のウェブサイトでは、同便の料金は往復で

３４０～４１５ドルとなっている。 

 

「ロイター １０月の原油輸出、過去最低の水準」                  

 

米国政府はマドゥロ政権を倒壊させるため、これまで以

上に制裁圧力を強めている。 

 

特に「ENI」「Reliance」「Repsol」など PDVSA の主要

顧客に対して原油の代物取引も含めて取引を完全に停

止するよう求めており、１０月、１１月から取引量が大

幅に減少すると報じられていた。 

 

１１月２日 ロイター通信は、１０月中にベネズエラの

港を発ったタンカーの数は２６隻、原油輸出量は日量３

５．９万バレルで１９４３年以降、過去最低の水準にな

ったと報じた。 

 

なお、ロイター通信によると、２０年６月の原油輸出は

日量３８．１万バレル、７月は日量３８．８万バレル、

８月は日量４４万バレル、９月は７０．３万バレル

（PDVSA との取引停止前の駆け込み需要）だったとし

ている。 

 

「ENI」「Reliance」「Repsol」の他にタイの「Tipco Asphalt」

にも取引を停止するよう圧力をかけているが、ロイター

通信が入手した情報によると、PDVSA は少なくとも１

１月に２回、「Tipco Asphalt」に原油を輸出する予定が

あるという。 

 

「アムアイ製油所の稼働日数は約９０日」         

 

ベネズエラの製油所はメンテナンス不足、技術者不足、

資金不足など様々な理由で不安定な状況にあり、稼働再

開→事故→停止→再開を繰り返している。 

 

アムアイ製油所・カルドン製油所があるファルコン州の

「パラグアナ精製センター（CRP）」は、５月に稼働を

再開したもののその後も再開と停止を繰り返している

ため、この１０カ月間（約３００日）で、稼働していた

日数は９０日くらいしかないという。 

 

また、稼働していた間も日量２万バレル程度しか精製し

ておらず、ベネズエラが通常必要とするガソリン消費量

１０万バレルの２０％程度しか補うことが出来ていな

いという。 
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「非公式情報 近日中に公務員給料が改定」                  

 

「独立労働者組合（ASI）」によると、近日中に公務員の

給料が改定されるという。 

 

公開された給料表によると、学歴・役職に応じて給料が

変化しており、一番低い給料で月額 BsS.１２０万（約２．

３ドル）、最も高い給料でも月額 BsS.３６４．８万（約

７ドル）だという。 

 

なお、給料に加えて法定福利の食事補助が月額 BsS.１

２０万（約２．３ドル）上乗せされる。 

 

 

 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

なお、物価調査を行っている団体「CENDAS-FVM」に

よると、２０年 9 月の基礎食料費（５人の家庭の食費目

安）は、２５３ドルで給料では全く足りていない（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.514」参照）。 

 

２０２０年１１月３日（火曜）              

政 治                       

「１２月国会議員選 選挙キャンペーン開始       

  ～与党は制裁の解除、野党は給料ドル化～」        

 

１１月３日 ベネズエラで１２月６日に予定されてい

る国会議員選の選挙キャンペーンが始まった。 

 

カラカスのディエゴ・イバラ公園には PSUV 支持者ら

が集まり、選挙活動を行った。 

 

報道では、ソーシャルディスタンスに全く配慮すること

なく選挙キャンペーンが行われているとして批判的な

報道が多い。 

 

国会議員選に出馬しているホルヘ・ロドリゲス前情報通

信相は、「新国会は制裁を解除するために尽力する」と

集まった人々の支持を呼びかけた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
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なお、国会議員選に出馬している穏健野党のグループも

選挙キャンペーンを開始。 

 

「変化の希望党」のハビエル・ベルトゥッシ候補はカラ

ボボ州で集会を実施。マドゥロ政権への非難と生活・公

共サービスの悪化を訴え、当選後には給料をドル化させ

るよう努めると主張した。 

 

 

（写真）TalCual 

“与党（上）・野党（下）選挙キャンペーンを開始” 

 

「野党 国民投票実施を正式に発表」           

 

１１月３日 グアイド政権は正式に国民投票の実施日、

その他要件などを発表した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.516」で紹介した通り、国

民投票の実施日は１２月５日～１２日までの８日間。 

 

１２月５日～１２日までの間、ウェブサイトを通じた電

子投票が可能になる。また、投票所での直接投票は１２

月１２日に実施される。 

 

有権者は１８歳以上の成人でパスポート、身分証明書

（期限が切れていても可能）など身分が証明できる資料

が必要となる。投票の匿名性は保証されるとしている。 

 

「マドゥロ大統領 Covid-１９治療薬を披露」         

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラで独自の Covid-１９治

療薬「DR-１０」を開発したと発表している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.510」参照）。 

 

これまでは実物は公表されていなかったが、マドゥロ大

統領は映像でカラボボ州のラカバ知事とともに「DR-１

０」を紹介した。 

 

ツイッターでは「その汚い水は自分で飲め」「この映像

がカラボボ州で採られているなら、それはカラボボ州の

水道水だ」など批判的な投稿であふれている。 

 

 

（写真）Jesus Medina Ezaine 記者 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/af37018ef3cab49d14579680eec38e11.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
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「コロンビアに Gedeon 作戦首謀者の引渡し要請」         

 

１１月３日 最高裁判所は、コロンビアに対して２０年

５月に起きたマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon オペレー

ション」の首謀者とされる５人の人物の引き渡しを要請

した。 

 

５名の名前は、Juvenal Sequea Torres 氏、Jose Sequea 

Torres 氏、Rayder Russo 氏、Brian Rafael Perez 氏、

Yacsy Alexandra Alvarez Mirabal 氏。 

 

なお、Juvenal Sequea Torres 氏、Jose Sequea Torres 氏

は既に拘束されている Antonio Sequea Torres 氏の兄弟。 

 

Brian Rafael Perez 氏以外の４名は「Gedeon オペレー

ション」への関与を理由にコロンビア政府当局が拘束し

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.493」参照）。 

 

とは言え、コロンビア政府がベネズエラの政府と認識し

ているのはグアイド政権であり、グアイド政権が任命し

ている亡命最高裁である。 

 

グアイド政権に引き渡すことはあってもマドゥロ政権

に引き渡すことは無いと思われる。 

 

経 済                       

「SUNDDE ３１の民間病院に罰金命令」            

 

「価格監督局（SUNDDE）」は、価格統制法を違反した

として、３１の民間病院に罰金を科した。 

 

価格統制法の規則に従い、罰則を受けた病院は年間総収

入の２０％を支払わされることになるという。 

 

 

 

 

 

（写真）価格監督庁（SUNDDE） 

 

「国会 ENI に Nabarima の原油回収を要請」         

 

１１月３日 グアイド政権側の国会はスペインの石油

会社「ENI」に対して、原油貯蔵船「Nabarima」に積ま

れている原油を速やかに積み替えるよう要請した。 

 

「 Nabarima 」 は 、「 ENI 」 と PDVSA の 合 弁 会 社

「Petrosucre」の船。 

 

「ENI」は、米国政府が制裁に抵触しないという保証を

与えるまで、積み替え作業に協力できないとの姿勢を示

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.514」参照）。 

 

１１月２日 エネルギー情報サイト「Energynow」は、

１０月末に米国政府が「ENI」にライセンスを発行した

と報じており、PDVSA の了解を得ることが出来れば

「ENI」が問題の解決に動き出すことになりそうだ。 

 

なお、１０月下旬の時点で PDVSA は同社のタンカー

「Icaro」を「Nabarima」に派遣して、原油を受け渡し、

緊急的な危機は脱していると報じられている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f53e2e76930f0c3b7dc2f219b1e9ed10.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fa14d513b563fd2b1d2d3dde6d14f178.pdf
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「家庭用ガス １９．４７ドルで販売」         

 

家庭用ガスの不足によりガスの価格が高騰している。 

 

「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、自身のツイ

ッターで各州のガスボンベと薪の価格表を投稿。 

 

同表によると、最も家庭用ガスが高いのはアプレ州で４

５ドル、トゥルヒージョ州で４０ドル、バリナス州で４

０ドル。逆にガスが比較的安価なのはバルガス州（ラグ

アイラ州）とララ州で共に６ドル。 

全国の平均価格は１９．４７ドルとした。 

 

薪については全国平均が２．６４ドル。 

ただし、ヌエバエスパルタ州が１８ドルと異常に高く、

後の地域は０．３ドル～３ドル程度となっている。 

 

 

（写真）ホセ・ゲラ議員ツイッター 

 

「トロンモールの TGI Friday’s 閉店」         

 

カラカスのラス・メルセデス地区に「トロン・ファッシ

ョンモール」という大きなショッピング施設があり、そ

の中に米国系レストラン「TGI Friday’s」があった。 

 

１１月３日 「TGI Fariday’s」はトロン・ファッション

モールにある店舗を閉鎖することを発表した。 

閉鎖の通知文によると、「TGI Fariday’s」は同ショッピ

ングモールに店舗を構えて１７年間が経過していたと

いう。 

 

Darvinson Rojas 記者によると、「TGI Fariday’s」は２０

年中にバレンシアの「サンビル・ショッピングモール」、

カラカスの「セントロ・リード」の店舗を閉鎖し、これ

で３店舗目になるという。 

 

現在、ベネズエラで残っているのはアルタミラの店舗だ

けだという。 

 

 

（写真）TGI Friday’s   “店舗の閉鎖発表文” 

以上 


