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（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 “米国政府 ”ガソリン積みベネズエラに向かうタンカーを差し押さえ” 

 

 

２０２０年８月１２日（水曜） 

 

政 治                     

「ロドリゲス情報通信相感染 Covid-１９感染 

ラグアイラ州知事感染、カラカス首都区長逝去」 

「教会の投票棄権不支持表明 物議を醸す」 

経 済                     

「中国政府 マドゥロ政権に返済猶予期間与える」 

「OPEC ７月の産油量は日量３３．９万バレル」 

「国会 ７月のインフレ率は先月比５５．１％増」 

「９月１２日まで商用機の運航停止」 

社 会                     

「遠隔学習に必要な資金は１，０００ドル超」 

２０２０年８月１３日（木曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９ １日で１，２８１名感染確認 

～累計感染者３万人を突破、２５９名死亡～」 

「米 プライベート機でのキューバ行を禁止」 

「グアイド議長 近いうちに何らかの提案？」 

「Gedeón 作戦関係者 １５名を起訴」 

経 済                    

「米 ガソリン積んだタンカー差し押さえ成功 

～船会社に圧力をかけ自発的に輸送を停止～」 

「SUDEBAN 同じ銀行内の送金限度額を撤廃」 

「PDVSA 原油 品質悪化を理由に出港停止」 
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２０２０年８月１３日（水曜）             

政 治                       

「ロドリゲス情報通信相感染 Covid-１９感染       

 ラグアイラ州知事感染、カラカス首都区長逝去」       

 

カベジョ制憲議長、アイサミ経済担当副大統領、プリエ

ト知事（スリア州）、ロドリゲス知事（ミランダ州）ロ

ハス知事（スクレ州）、レオン知事（ヤラクイ州）など

マドゥロ政権幹部が相次いで Covid-１９に感染してい

る。 

 

アイサミ経済担当副大統領とロハス知事は回復を宣言。 

 

プリエト知事、ロドリゲス知事らの回復宣言は確認して

いないが、ビデオ会議などに出席し、テレビでも姿を見

せており、病状はそこまで深刻ではないと思われる。 

 

レオン知事は一度回復したようだが、再び感染したと発

表しており、現在も療養中のようだ。 

 

カベジョ制憲議長は現在も療養中。カベジョ制憲議長自

身は「山場は超えた」とツイッターで投稿しているが、

現在の容態を確認できる情報は限られている。 

 

そして、８月１２、１３日にもマドゥロ政権幹部内で新

たな Covid-１９感染者が発表された。 

 

Covid-１９感染が確認されたのは、ホルヘ・ロドリゲス

情報通信相とガルシア・カルネイロ知事（ラグアイラ州）。 

 

マドゥロ政権内の位置づけとして、カベジョ制憲議長が

与党ナンバー２、アイサミ経済担当副大統領がナンバー

３だとすれば、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相とデルシ

ー・ロドリゲス副大統領（両名は兄妹）はナンバー４に

位置する人物。 

 

ロドリゲス情報通信相の感染を受けて、妹のデルシー・

ロドリゲス副大統領はツイッターで 

「際限ない人間性と笑顔をもって、これまでと同じ元気

で戦い続けよう。兄に対して心から連帯を示す。あなた

の勇気を常に誇りに思っている。打ち勝とう！」 

とコメントを投稿した。 

 

なお、メディアではロドリゲス情報通信相は１週間ほど

前から感染の懸念があったようで、その間に接触したマ

ドゥロ政権関係者も感染している可能性がありそうだ。 

 

 

（写真）外務省 “ホルヘ・ロドリゲス情報通信相” 

 

また、ロドリゲス情報通信相の感染発表の翌１３日、現

在カラカス首都区長（２０年１月～）を務めているダリ

オ・ビバス氏が Covid-１９が原因で亡くなった。 

 

ダリオ・ビバス氏は与党の古株政治家で、国会議員（０

６年～１７年５月）、制憲議会議員（１７年５月～２０

年１月）を務めた。ディオスダード・カベジョ制憲議長

との関係の強い人物として知られていた。 

 

ビバス氏の訃報を受けて、カベジョ制憲議長は 

「同志よ。とても悲しい。ダリオは本当の愛国者で、疲

れを知らない闘争者だった。彼の家族、友人、仲間に連

帯の意を示す。我々のダリオ・ビバスは間違いなく革命

の手本で栄光と誇りあるゲリラ活動家だった。」 

と投稿した。 
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（写真）フランシスコ・アメリアッチ氏ツイッター 

“ダリオ・ビバス・カラカス首都区長” 

 

また、８月１２日にホセ・カーン氏の訃報も発表された。 

 

カーン氏は、２０００年～１０年まで国会議員、１１年

～ 中 央 銀 行 副 頭 取 、 １ ３ 年 に 「 外 貨 管 理 委 員 会

（CADIVI）」長官を務めた。汚職の疑惑から政界を去り、

それからメディアに出ることはほとんどなかった。 

なお、カーン氏の死因は発表されていない。 

 

 

（写真）中央銀行 “ホセ・カーン中央銀行元副頭取” 

 

「教会の投票棄権不支持表明 物議を醸す」         

 

８月１１日 「ベネズエラ・キリスト教団体（CEV）」

は、主要野党に対して現行の方針転換を求めていた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.483」参照）。 

 

 

この宣言は与野党内で物議を醸している。 

 

グアイド政権は改めて１２月の国会議員選に参加しな

い方針を確認。 

 

「国民は知っている通りだが、彼らが独裁者であること

を改めて思い出してほしい。詐欺の片棒は担がない。２

０１８年の詐欺にも我々は関与しなかった。 

独裁者を倒すためには、正しい戦略を実行していること

を多くの人が認識しなければならない。 

 

政権移行のため一致して行動しよう。そして、１５年、

１８年のように有効な合意を結び、国家緊急政府を組織

しよう。」 

と投稿した。 

 

急進野党も CEV の宣言について 

「１２月の選挙は詐欺で選挙ではない。選挙ではないも

のに参加する必要はない。」 

との見解を示し、選挙に参加する意志がないことを改め

て示した。 

 

一方、マドゥロ政権は CEV の発表をもって「キリスト

教団体が１２月の国会議員選挙への参加を呼びかけた」

と国営メディアで報道し、投票を呼びかけている。 

 

この状況について、ベネズエラ人記者のセサル・ミゲル・

ロンドン氏は、「CEV のメッセージは捻じ曲げられてい

る」とコメント。 

 

「CEV は１２月の選挙に参加するよう呼びかけている

わけではない。選挙の不参加を呼びかけるだけで、何も

行動しない野党に対して方針の転換を求めているだけ

だ。与党も野党も共に CEV のメッセージを捻じ曲げる

ことで問題を逸らしている。」 

とコメントした。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
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経 済                        

「中国政府 マドゥロ政権に返済猶予期間与える」           

 

８月１２日 「ロイター通信」は、中国政府がマドゥロ

政権に対して債務返済の猶予を与えたと報じた。 

 

中国はこれまでベネズエラに対して総額５００億ドル

超の融資をしてきたとされている。 

 

その返済は原油で履行することになっていたが、１４年

に原油価格が下落。外貨収入が減少し、返済が厳しくな

ったマドゥロ政権は中国に対して返済猶予を求め、１６

年には２年間の返済猶予を勝ち取っていた。 

 

（中国融資の詳細と返済スキームについては「ウィーク

リーレポート No.7」を参照されたい） 

 

１８年に返済は再開したようだが、１９年から返済に滞

りが起きるようになっていたという。 

 

現在について言えば、米国の制裁の二次被害を懸念し

CNPC が自発的に PDVSA の原油輸入を停止しており、

ベネズエラから債務を回収する術はない。 

 

ロイター通信が内部関係者から入手した情報によると、

「今回の返済猶予の合意は、返済融資のイレギュラーを

反映したもの」だという。 

 

現在のところ２０年１２月まで返済が猶予されており、

その後は改めて協議することになっているようだ。 

 

なお、ロイター通信は、ベネズエラが中国に対して負っ

ている債務残は約１９０億ドルと報じている。 

 

 

 

 

「OPEC ７月の産油量は日量３３．９万バレル」                  

 

８月１２日 OPEC は、定例の「Monthly Oil Market 

Report」を公表した。 

 

同資料によると、２０年７月のベネズエラの平均産油量

は、先月から３，０００バレル増え、日量３３．９万バ

レル（第三者専門家によるセカンダリーソース）だった。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告しているダイ

レクトソースの平均産油量は先月から日量１，０００バ

レル減り、日量３９．２万バレルだったとしている。 

 

グラフ：OPEC 加盟国産油量（セカンダリーソース） 

 

 

グラフ：OPEC 加盟国産油量（ダイレクトソース） 

 

（写真）OPEC 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e64070f6c6f73e0461e5702108f16b1.pdf
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「国会 ７月のインフレ率は先月比５５．１％増」         

 

グアイド議長率いる野党国会の「経済財務委員会」は、

２０年７月のインフレ率を発表した。 

 

「経済財務委員会」によると、２０年７月のインフレ率

は先月比５５．１％増。 

 

２０年１月～７月までの累積インフレ率は８４３．４％

とした。 

 

また、１９年８月～２０年７月までの１２カ月のインフ

レ率は４，０９９％になる。 

 

他、一カ月の食費（５人家族）は２１３ドル。１日当た

り１．４ドル／人が必要だとした。 

 

なお、１．４ドルは、ボリバルに換算（１ドル約 BsS.３

０万）すると、BsS.４２万になる。 

 

現在の最低賃金は月額 BsS.４０万。法定福利の食料補

助費 BsS.４０万を足しても BsS.８０万だ。 

 

つまり、最低賃金では１人の２日分の食費を賄うことも

できないことになる。 

 

ただし、これらの家族はマドゥロ政権から「祖国カード」

などを通じて一定の現金給付を受けており、野党国会が

調べるよりも安価な店で食料を購入している。 

 

また、無料で食べ物を配ってくれる食料配給所や道にな

っているマンゴーの実を食べるなどして生活費を抑え

ている。 

 

彼らの生活は極めて厳しいものだが「最低賃金で２日し

か生きられない」と言うと少し誤解があるのだろう。 

 

「９月１２日まで商用機の運航停止」                  

 

「国家民間航空局（INAC）」は、Covid-１９感染拡大防

止のため国内外商用機の運行を引き続き３０日間制限

すると発表した。 

 

今回の延長措置により９月１２日まで商用機は運行で

きない。 

 

現在は、人道支援目的の飛行機の利用、貨物輸送・郵便

輸送、技術的な理由による着陸など一部の例外を除き、

原則人の移動は禁止されている。 

 

商用機の運航停止は３月に始まってから半年が経過す

る。長引く運航停止措置により航空会社各社は倒産の危

機にあり、関係各社は何らかの柔軟化措置を求めている。 

 

社 会                        

「遠隔学習に必要な資金は１，０００ドル超」           

 

９月から学校の新学期が始まる。 

Covid-１９感染拡大防止のため、マドゥロ政権は新学期

も遠隔学習を継続するとしている。 

 

生活費調査を行う団体「CENDAS-FVM」は、遠隔学習

を行うために１，１２０．５４ドルが必要だと発表した。 

 

具体的には停電でも電力を使用できるようにするため

の「発電装置」が２６４．７８ドル 

「プリンター」が２２５．３４ドル 

「パソコン」が４５０ドル。 

「電話機」が１２０ドル 

「予備用電話機」が２０ドル 

「Wifi のルーター」が３０．３ドル 

「インターネット料金」が０．２２ドル 

など。 
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「パソコン」「ネット」は人から借りるなど、最低限ま

で抑えれば経費は抑えられるだろうが、それでもボリバ

ル建てで給料をもらう人にとって大きな出費になるこ

とは変わりないだろう。 

 

２０２０年８月１３日（木曜）              

政 治                       

「Covid-１９ １日で１，２８１名感染確認       

  ～累計感染者３万人を突破、２５９名死亡～」        

 

８月１３日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、同日新

たに１，２８１名の Covid-１９感染者を確認したと発

表。 

 

これまでに Covid-１９に感染した人は合計で３０，３

６９名となり３万人を突破した。ベネズエラの人口は約

３，０００万人とされているので、１，０００名に一人

は Covid-１９に感染していることになる。 

 

１日当たりの感染人数は着実に増加している。 

 

ここ最近は８００名前後のペースで感染者が増えてい

たが、１３日は１，２８１名と大きく増えた。今後も１，

０００名以上の感染者増が常態化する懸念がある。 

 

なお、地域別でみると新規感染者が多いのはカラカス首

都区で３７１名。次いで、ミランダ州が２１９名、アン

ソアテギ州が１４４名、ヌエバエスパルタ州が１１４名、

バルガス州が９０名、スリア州が５０名と続く。 

 

また、１３日に Covid-１９が原因で亡くなった人数は

１２名。これまでに２５９名が亡くなっている。 

 

 

 

 

 

「米 プライベート機でのキューバ行を禁止」           

 

米国政府は政敵への金融的な攻撃を強化している。 

 

８月１３日 米国のマイク・ポンペオ国務長官は、同国

の交通省に対して、キューバへのプライベート機での移

動を禁止するよう求めたと発表した。 

 

プライベート機の利用を禁止する理由について、 

「カストロ政権は観光を収入源としており、その収入を

もってキューバ国内で職権乱用を行い、ベネズエラ問題

に介入をしているため。米国からの旅行による資金が独

裁政権の利益になることは容認できない。」 

と説明した。 

 

今回の求めが施行されれば、米国－キューバ間の移動は

医療・調査など米国政府が許可した特別な理由がない限

り禁止される。 

 

 

（写真）ポンペオ国務長官ツイッター 

 

米国政府は以前からプライベート機での移動がキュー

バ政府の資金源になっていることを問題視しており、１

年間で３，６００機まで制限していた。 

 

なお、民主党のバイデン候補はキューバとの国交正常化

合意を結んだオバマ政権下で副大統領を務めていた人

物。政権交代後には国交正常化を再開すると明言してお

り、政権交代があれば今回の制限も撤回されることにな

りそうだ。 
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「グアイド議長 近いうちに何らかの提案？」         

 

８ 月 １ ３ 日  グ ア イ ド 議 長 は 、 ウ ェ ブ メ デ ィ ア

「RunRun」のインタビューに応じ、マドゥロ政権がす

すめている国会議員選に対抗するため 

「近日中に「Gran Pacto Unitario（統一した大きな協定）」

を召集する」 

とコメントした。 

 

「近日中に「Gran Pacto Unitario（統一した大きな協定）」

を召集する。この召集に加わるのは詐欺に加担しないこ

とを宣言した政党だけではない。 

 

現状に対する不満と政権交代を望む意志を表現したい

市民セクターも加わる。ベネズエラにとって来年を待つ

のは長すぎる。今に焦点を定めることが正しい選択だ。」 

と述べた。 

 

「Gran Pacto Unitario」の具体的な内容について 

「建設的な議論がされている。ベネズエラ国民に意思を

問う呼びかけを行う。」 

と述べている。 

 

以前、グアイド議長は野党独自の選挙を実施する事を示

唆するような発言をしていた。 

 

２１年１月で現国会の任期が切れる。 

 

野党国会の任期延長を宣言することはできるだろうが、

グアイド議長の人気は大きく落ち込んでおりグアイド

議長がリーダーでは国民の意思をまとめるのは難しい

だろう。 

 

新たな野党リーダーを決めるため、独自で選挙を行い、

国民の意思を問うという選択肢は十分にありそうだ。 

 

 

「Gedeón 作戦関係者 １５名を起訴」         

 

先週、２０年５月に起きた「Gedeón オペレーション」

に参加した米国人２名に有罪判決が出て、懲役２０年が

宣告された（「ベネズエラ・トゥデイ No.482」）。 

 

８月１３日 サアブ検事総長は「Gedeón オペレーショ

ン」に加担した疑いで捕まった１５名について正式に提

訴したと発表した。 

 

訴えられたのは 

Antonio José Sequea 氏（与党の内通者だったとの噂の

ある人物）、Cosme Alcalá 氏（クリベル・アルカラ氏の

兄弟）、Fernando Noya 氏、Estewin Rojas 氏、Luis Manuel 

Paiva Soto 氏、Ederson Mogollón 氏、Rosme Méndez 氏、

Rodolfo Rodríguez 氏 、 Gustavo Hernández 氏 、 

Enderson Mogollón 氏、José Alvarado 氏、Gilbert Barillas

氏、Roberto Rondón 氏、Carlos Conde 氏、Jefferson Díaz

氏。 

 

訴えられた１５名は「Gedeón オペレーション」への関

与を認めているという。 

 

実際にここに名前の挙がった人物の複数が「Gedeón オ

ペレーション」の関与を自白する証言映像が過去に公表

されていた。 

 

経 済                        

「米 ガソリン積んだタンカー差し押さえ成功      

 ～船会社に圧力をかけ自発的に輸送を停止～」            

 

８月１３日 米国紙「The Wall Street Journal」は、米国

政府がベネズエラに向けてガソリンを輸出していたイ

ラン船舶４隻の差し押さえに成功したと報じた。 

現在、４隻の船はヒューストンに向かっているようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e070cc15cd78fd5ade790c0df44c237.pdf
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５月、イランからガソリンを積んだ４隻のタンカーがベ

ネズエラに到着した。このガソリンによりベネズエラの

ガソリン不足問題は２カ月ほど緩和したが、現在は再び

深刻なガソリン不足に陥ろうとしている。 

 

６月末、ガソリンを積んだ４隻のタンカーが再びベネズ

エラに向けて出発しているとの記事が報じられた。 

 

これを受けて米国政府は輸出阻止を計画。 

７月２日にコロンビア区裁判所は、イランからベネズエ

ラに向かう４隻のタンカーを差し押さえるよう決定を

下していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.466」参照）。 

 

なお、差し押さえの理由について、 

「ガソリン輸出には「イラン革命軍」が関与しており、

この取引がイラン革命軍の収益となり、テロリストの活

動を支援し、大量破壊兵器の開発資金に利用されるため」

としている。 

 

なお、差し押さえは米国の武力を使用したわけではない

ようだ。ガソリンを積んだタンカーを操縦していた船会

社はイラン籍ではなかったという（リベリア籍）。 

 

米国政府は上記のコロンビア区裁判所の決定を根拠に

船会社、保険会社らに制裁圧力をかけることで貨物の引

き渡しを求め、船会社がそれに応じたようだ。 

 

在ベネズエラ・イラン大使館の Saltani 大使はツイッタ

ーで 

「これは新たな偽情報で、米国組織によるメディアを通

じた精神戦争だ。これらの船はイランのものではなく、

イラン籍でもない。また、荷主もイラン人ではなく、イ

ランとは関係がない。 

このような偽の情報では、テロリスト・トランプの不面

目とイランへの敗北を無かったことにはできない。」 

と投稿した。 

 

 

Saltani 大使の投稿は「WSJ」の記事の内容を否定してい

るようにも見えるが、 

「船舶がイランのものではなく、荷主がイラン人ではな

い」と主張し、イランが米国の圧力に敗北したような書

きぶりの記事を偽情報と指摘しており、差し押さえ自体

は否定していないように理解できる。 

 

 

（写真）在ベネズエラ・イラン大使館 Saltani 大使 

 

８月１２日 ベネズエラ国内のエルパリート製油所が

施設の故障で再び稼働を停止したと報じられた。 

 

また、カラボボの商工団体（５００社加盟）は、ガソリ

ン不足を理由に９０％の加盟企業の商業活動に悪影響

が出ていると発表した。 

 

マドゥロ政権が独裁政権で犯罪政府であったとしても、

マドゥロ政権を変えるために、米国政府がベネズエラに

住む一般市民に被害を与えることは正当化できないは

ずだ。 

 

被害を受けている期間の長さ・被害の規模（死者数、経

済被害、移民増加を通じた近隣国の被害）の観点から見

れば、軍事介入よりも経済制裁の方がベネズエラや周辺

国に与える悪影響は大きいかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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トランプ政権と野党の現在のやり方（経済制裁）は肯定

されるべきなのか、この点についてはもう少し議論があ

ってしかるべきだが、メディアが黙殺している現状には

違和感を覚えずにはいられない。 

 

「SUDEBAN 同じ銀行内の送金限度額を撤廃」         

 

８月１３日 「銀行監督局（SUDEBAN）」は、同じ銀

行内での１日の送金限度額を無くすと決定した。 

 

同決定は官報公示から１０営業日以内に施行され、準備

が出来た段階で各銀行は SUDEBAN に準備完了の通知

を行う必要がある。 

 

限度額撤廃の理由について Covid-１９下の緊急事態に

対応するためとしているが、具体的にどうして Covid-

１９に対応するため送金限度額を撤廃するのかはよく

分からない。 

 

送金限度額が無くなることは、利用者にとっては都合が

良い反面、犯罪行為でも際限なく送金が出来ることにな

り、リスクもありそうだ。 

 

「PDVSA 原油 品質悪化を理由に出港停止」               

 

「ロイター通信」は、ベネズエラの原油について、品質

の悪化により輸出に遅延が出ていると報じた。 

 

７月、ベネズエラ産原油「Merey１６」１５０万バレル

を乗せ、ホセ・ターミナルからアジアに向けて出港する

予定だった「Balita」と「Sunion」は、商品に水分が多

く含まれていたことを理由に出向が見送られたという。 

 

また、８月に入ってからも複数の船舶が原油の品質が基

準を満たしていないことで出港を見送っているという。 

 

 

１９年１月に米国が PDVSA に制裁を科し、化学品の輸

入が滞り、PDVSA 施設、タンカー、オイルダクトのメ

ンテナンスも十分に出来なくなった。 

 

PDVSA は他の原油を混ぜるなどして品質を調整してい

るようだが、レベルの高い人材が不足しているなどの理

由もあり上手くいっていない。 

 

これらの要因が重なり PDVSA の原油輸出は更に減っ

ている。「ロイター通信」によると、８月の原油輸出量

は日量３０万バレル前後になる見通しだという。 

 

以上 

 


