
 VENEZUELA TODAY 
２０２０年４月８日～４月９日報道              No.４３０   ２０２０年４月１０日（金曜） 

1 / 10 

（写真）Pixabay “４月９日 OPEC プラス 減産合意ならず” 

 

 

２０２０年４月８日（水曜） 

 

政 治                     

「国連・米中露 ベネズエラへ Covid-１９支援」 

「野党政権は外国口座を自由に使用できない」 

「米民主党サンダース氏 大統領選から撤退」 

経 済                     

「全国ガソリン供給量は日量１．５万バレル」 

「２０年のベネズエラ GDP は前年比２０％減」 

「Conindustria 公共サービス民営化の必要性訴え」 

「公定・並行レート １ドル BsS.１０万突破」 

社 会                     

「セマナ・サンタ補助金の支給を発表」 

２０２０年４月９日（木曜） 

 

政 治                    

「米国政府 経済制裁による 

人道支援・食料・医薬品輸入の影響を否定」 

「Covid-１９感染者 １７１名、死者９名」 

経 済                    

「OPEC プラス 減産合意ならず 

～減産義務を受けていない国への減産要求～」 

「中国合弁会社 Sinovensa の原油タンクが完成」 

「Argus アルーバ経由の制裁回避を報じる」 

社 会                     

「オルテガ元検事総長、ラカバ知事の汚職報道」 
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２０２０年４月８日（水曜）             

政 治                       

「国連・米中露 ベネズエラへ Covid-１９支援」         

 

４月８日 ベネズエラ国内の政治闘争とは裏腹に国連・

米国・中国・ロシアなど各国が相次いで新型コロナウイ

ルス（以下、Covid-１９）の対策としてベネズエラに支

援を行う記事が報じられた。 

 

４月８日 国連は「Covid-１９世界人道対応計画」の一

環として、ベネズエラに８，３３０万ドル相当の支援を

行うと発表。 

 

同日に国連のユニセフ、世界保健機関経由で９０トンの

医療物資がベネズエラに到着した。 

 

同発表に先立ち、３月２５日に国連は「Covid-１９世界

人道対応計画」を発表。ベネズエラを含む医療システム

の脆弱な国を重点支援国として合計２０億ドルの支援

を行うよう提案していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.424」参照）。 

 

 

（写真）UNICEF Venezuela 

“Covid-１９対策医療物資、９０トンがベネズエラ到着” 

 

これを受けて、米国国際開発庁（Usaid）のマーク・グ

リーン長官は、「国連の一員としてベネズエラに水、衛

生用品・医療物資を送った」と発表した。 

 

マドゥロ政権は米国からの支援物資を拒否してきた。 

今回の国連による医療物資支援は米国政府による単独

の支援ではないと思われるが、国連経由であれば米国か

らでも支援を受ける意志はあるということだろう。 

 

また、中国はベネズエラに対して医師を派遣しているよ

うだ。マドゥロ政権側の国際報道局「Telesur」のマデレ

イン・ガルシア記者は、自身のツイッターで中国の医師

が Covid-１９対策のためにベネズエラに派遣され、各

家庭で診察をしていると投稿した。 

 

 

（写真）Madelein Garcia 記者 

 

他、４月８日にロシア政府は Covid-１９感染確認のた

めの検査キットをベネズエラ政府に引き渡した。 

 

同検査キットにより少なくとも２万人のベネズエラが

感染確認をできるようになるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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（写真）在ベネズエラ・ロシア大使館 

 

「野党政権は外国口座を自由に使用できない」       

 

４月８日 グアイド政権側の公式発表を担う「国家通信

センター」は、ベネズエラ政府が外国に保有する口座の

裁量権について実態を公表した。 

 

 

ベネズエラの正当な政府は、国際社会とベネズエラ人に

対して、「外国で凍結されているベネズエラ口座はマネ

ーロンダリングの調査対象となっており、直接使用する

ことは出来ない」ことを改めて説明する。 

 

ベネズエラ憲法に基づく「民主的な政権移行規則」１５

条の定めの通り、暫定政権の役割は外国にあるベネズエ

ラ政府の資産を保護することにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）国家通信センター 

“ベネズエラ政府の外国口座の裁量権について説明” 

 

外国にあるベネズエラ政府の口座について以下の通り

状況を明らかにする。 

 

A) ベネズエラ政府およびその他政府組織の主要な口

座はマドゥロ政権によってほとんど空（カラ）にされて

しまった。残っている少額の残高は、米国外国資産管理

局（OFAC）の捜査対象となっている。 

 

暫定政権の様々な努力により、凍結口座のうち２，００

０万ドルは新型コロナウイルス（Covid-１９）の対策費

として使用が出来るようになった。今後もベネズエラ国

民の福利のために許可額が増えるように努めている。 

 

B) PDVSA の米国関係会社「PDV Holing」は、故チャ

ベス政権とマドゥロ政権の金融問題の結果、Citgo の経

営を著しく棄損したため PDVSA に配当金を支払うこ

とはできない。 
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ベネズエラ憲法に基づく「民主的な政権移行規則」に従

い、１９年から「PDV Holing」「CITGO」は金融問題を

解決し、組織の立て直しに務めている。しかし、「PDV 

Holding」は配当金を支出するに十分な余裕はない。 

 

C） 欧州にある口座についてはマドゥロ政権の劣悪な

運営によりマネーロンダリングの調査が行われており、

アクセスすることが出来ない。 

 

D) グアイド政権は、国会とともにマドゥロ政権から

資産を守るために必要な法的措置を引き続き講じる。 

 

 

「米民主党サンダース氏 大統領選から撤退」                  

 

４月８日 米国民主党からの大統領選指名候補争いに

参加していたバーニー・サンダース上院議員が、大統領

選の指名候補争いから撤退した。 

 

サンダース上院議員の撤退により、民主党から大統領選

に出馬する候補は、ジョー・バイデン元副大統領に決ま

ったことになる。 

 

バイデン元副大統領は、左派傾倒が強いサンダース上院

議員よりも中道な方針を示す候補となる。 

 

２０年３月、バイデン候補は、ベネズエラ問題について

以下の通り自身の見解を示している。 

 

「米国は政権交代に関与するべきではない。 

 

ニコラス・マドゥロは独裁者だ。 

しかし、最も重要なことはベネズエラの問題が自由で公

平な選挙を通して解決させることで、ベネズエラ国民自

身による国家再建を支援することだ。 

 

 

国際社会はベネズエラおよびベネズエラでの人権侵害

により数百万の移民が流入するコロンビアを支援する

責任がある。 

 

また、大統領就任後は米国に滞在するベネズエラ移民に

対して一時滞在ステータスを与えたいと考えている。」 

と述べている。 

 

「米国は政権交代に関与するべきではない。」 

という部分は、政権交代プロセスを提案した現在のトラ

ンプ政権の方針と対照的と言える。 

 

 

（写真）Americas Quartelry 

“バイデン候補の対ベネズエラ方針” 

 

経 済                        

「全国ガソリン供給量は日量１．５万バレル」           

 

現地経済系メディア「Banca y Negocios」は、ベネズエ

ラ国内のガソリン消費量が１万～１．５万バレルという

歴史的低水準にあると報じた。 

 

現在、稼働しているガソリンスタンドは全国で１０％程

度だという。 
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現在のところ、マドゥロ政権は Covid-１９を利用し、社

会不安を何とか維持できているが、ガソリン供給が滞る

ことで物流や農業・工業など生産活動に障害が出ており、

更なる食料不足、モノ不足を懸念する声が産業界から出

始めている 

 

ベネズエラではガソリンは価格統制品のため異常に安

い価格で給油することが出来ていたが、現在は軍部がガ

ソリン供給を掌握しており、ガソリン１リットルの相場

は日本よりも高い１．５ドル（１６０～１６５円）にな

っているという。 

 

場所によっては更に高いようで、ポルトゥゲサ州の農業

生産者によると、街頭などでガソリンを売っている露天

商ではガソリン１リットル当たり５ドルを取るという。 

 

なお、ポルトゥゲサ州の農業事業者に対して、ガソリン

を給油させる見返りに３０ドルを受け取ろうとしたと

してベネズエラ国軍１名が逮捕されたと報じられてい

る。 

 

「２０年のベネズエラ GDP は前年比２０％減？」        

 

国連ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（ECLAC、西

名 CELAC）は、Covid-１９による経済減速の影響で２

０２０年のラテンアメリカ・カリブ海地域の GDP 成長

率は前年比１．８％減になるとの見通しを示した。 

 

しかし、経済学者レオナルド・ベラ氏は、ベネズエラの

GDP はラテンアメリカの平均よりも悪くなると指摘。 

 

２０２０年のベネズエラのGDP成長率は前年比２０％

減になると予想した。 

 

 

 

 

米国の制裁によるガソリン不足からの生産・物流の停止。

Covid-１９による消費活動の減速など、ドル経済が普及

したことで多少なりとも平常を取り戻しつつあったベ

ネズエラ経済が再び悪化することになりそうだ。 

 

「Conindustria 公共サービス民営化の必要性訴え」         

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のアダン・セ

リス代表は、「Globovision」のインタビュー番組に出演。 

 

ベネズエラの公共サービスの民営化の必要性を訴えた。 

 

「公共サービスを効率的なものにするため、民営化する

時だ。国内に水、電気が残っている間に民営化しなけれ

ばならない。」 

と訴えた。 

 

また、マドゥロ政権による非効率な政治経済運営を非難。

「ベネズエラ中央銀行がしてきたことはハイパーイン

フレの促進だけだった」と指摘。 

 

「度重なる最低賃金の改定は最終的にベネズエラ国民

を貧困にした。投資家が投資を行い、生産活動をしたく

なるような環境を作る必要がある。」 

との見解を示した。 

 

「公定・並行レート １ドル BsS.１０万突破」                  

 

並行レートの続伸が止まらない（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.427」参照）。 

 

４月８日時点の並行レートの参考サイト「Dolar Today」

の並行レートは１ドル BsS.１１７，３９５．１ドル BsS

１０万を突破した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1d60128729135977e416a8ba82cd0910.pdf
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ベネズエラ中央銀行が毎日更新している「公定レート

（両替テーブル）」の平均レートも並行レートに合わせ

てボリバル安に推移している。 

 

４月９日時点の「公定レート」は１ドル BsS.１００，９

８０．１３と、並行レートと同じく１ドル BsS.１０万を

突破した。 

 

３月２１日まで、並行レートは１ドル BsS.７２，９３１

だった。 

 

１月２日時点の並行レートも１ドル BsS.７６，４９３

だったので、この３カ月超は並行レートが安定していた

ことになる。 

 

しかし、３月２２日からボリバル安が急激に加速してい

る。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

 

 

 

 

社 会                        

「セマナ・サンタ補助金の支給を発表」                    

 

４月９日（木曜）～１０日（金曜）は「セマナ・サンタ

（聖週間）」。ベネズエラでは国民の祝日になる。 

 

４月８日 マドゥロ大統領は、 

『「セマナ・サンタ」を受けてマドゥロ政権は４月８日

から「祖国カード」保有者９００万人を対象に特別ボー

ナスを支給する』 

と発表した。 

 

マドゥロ政権は、Covid-１９の経済対策として、３月に

「規律と連帯ボーナス」という名目で「祖国カード」保

有者に BsS.３５万を支給。「３月の忠誠ボーナス」とい

う名目で BsS.３０万を支給していた。 

 

この影響か、３月の通貨供給量が大幅に上昇しているよ

うだ。 

 

経済系メディア「Banca y Negocios」は３月に通貨供給

量が２１．３４％増加したと報じた。 

 

GDP の増加を伴わない、通貨供給量の増加は通貨価値

の下落を生む。３月下旬から為替レートが大幅にボリバ

ル安になっているが、これが要因となっている可能性は

ありそうだ。 
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２０２０年４月９日（木曜）              

政 治                       

「米国政府 経済制裁による                  

  人道支援・食料・医薬品輸入の影響を否定」        

 

４月９日  米国財務省は「 Treasury Underscores 

Commitment to Global Flow of Humanitarian Aind in 

Face of Covid-１９ Pandemia（財務省は Covid-１９対

策として世界で柳津する人道支援がスムーズに流れる

よう活動していることを強調する）」というタイトルの

声明を発表。 

 

米国が科している経済制裁は、人道支援・食料・医薬品

の輸入を妨げていないことを改めて強調した。以下、米

国財務省の声明を簡単に訳したものを紹介したい。 

 

 

米国財務省は、各国政府および市民による Covid-１９

との闘いを支持する。 

 

米国は人道支援が透明で合法的なルートで世界に流れ

るよう注力している。 

 

財務省はベネズエラ、シリア、イラン、北朝鮮を含めて、

政府、国際組織、非営利団体などによる Covid-１９対策

の医療物資供給を支援している。 

 

米国の制裁は合法的な支援を対象としていない。 

米国の制裁プログラムは人道支援・医薬品、医療資材、

農業製品の輸入を制限していない。米国財務省はこれら

の物資が人々に届く必要があると感じている。 

 

我々は金融機関および非営利団体と共に仕事を行い、リ

スクを緩和しながら、人道支援を流すための金融取引を

支援している。 

 

米国に存在するほとんどの非営利団体はテロリストへ

の資金提供者であるリスクは低いが、人道支援を目的に

国内で支援を行う団体はテロリストの資金提供者、汚職

の関係者となっているリスクが比較的高い。 

 

外国資産管理局（OFAC）は、イラン、ベネズエラ、シ

リアなどに科している制裁プログラムに抵触するかど

うかを精査し、許可を出している。 

 

 

「Covid-１９感染者 １７１名、死者９名」           

 

４月９日時点でベネズエラでの Covid-１９感染確認者

数は１７１名となっている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.429」の通り、４月７

日時点では１６６名だった。 

 

翌４月８日に１名の感染者が確認され１６７名。 

また、新たに２名の死者が出て、Covid-１９を理由とし

た死者は合計で９名となった。 

 

そして、４月９日に４名の感染者が確認され１７１名と

なっている。なお、９日に新たな死者は確認されていな

いため、死者は９名のままとなっている。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相の発表によると、感染者

が多い州は以下の通り。 

 

ミランダ州が６２名（死者２名） 

カラカス首都区が２８名（死者３名） 

アラグア州が２０名（死者１名） 

バルガス州が１３名 

 

感染確認者１７１名のうち、１２３名が上記４州に集中

している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fe07f53110ff70b2fba9a08e1c488ef9.pdf
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なお、性別では男性８８名、女性８３名。 

 

１７１名のうち、回復したのは８４名。 

２６名は、国営病院に入院。 

２５名は、統合診察センターに入院。 

１２名は、民間病院に入院。 

９名は、自宅隔離。 

６名は、ホテルで入院。 

９名は、死亡。 

 

１７１名のうち半数近くは既に回復していると説明し

た。 

 

経 済                       

「OPEC プラス 減産合意ならず             

 ～減産制約を受けていない国への減産要求～」            

 

４月９日  石油輸出国機構（OPEC）とロシアなど

OPEC 非加盟国で構成する「OPEC プラス」は、世界の

原油供給量の約１割に当たる日量１，０００万バレルを

協調減産することで合意した。 

 

１，０００万バレルの減産は５～６月の２カ月間。 

その後、７月から年末までは減産量を縮小し、８００万

バレルの減産に変更。２１年１月～２２年４月までは６

００万バレルの減産とする見通しだった（ベネズエラは

減産免除）。 

 

しかし、この報道から数時間後にメキシコが減産合意を

拒否したため、１，０００万バレルの減産が暗礁に乗り

上げたと報じられた。 

 

１０日に予定されていた OPEC 会合は実施される予定

で、同日中に減産合意が成立するかどうかは、メキシコ

にかかっていると報じられている。 

 

 

「OPEC プラス」が１，０００万バレルの減産合意に達

したと報じられた際、加盟国は米国、ブラジルなど現在

減産の制約を受けていない国に対して日量５００万バ

レルの減産を求めたと報じられており、今後も「OPEC

プラス」と非加盟国との交渉が続くこととなった。 

 

「中国合弁会社 Sinovensa の原油タンクが完成」         

 

「中国天然気集団（CNPC）」と PDVSA の合弁会社「La 

Petrolera Sinovensa, S.A.」は、２機の原油タンクを完成

させた。 

 

このタンクの完成により、モナガス州カラボボ地区

「Morichal」MPE-３から産出される２万バレルの原油

を追加で貯蔵できるようになるという。 

 

同設備の設置は「 China Huanqiu Contracting & 

Engineering Corporation (HQC)」の支援で実現したと

いう。 

 

 

（写真）PDVSA 

“PDVSA Sinovensa の原油貯蔵施設完成を発表” 
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「Argus アルーバ経由の制裁回避を報じる」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、PDVSA が

米国の制裁を回避するためアルーバ海域の海上で貨物

（メタノール）を受け渡していると報じた。 

 

このメタノールは「Metor」の生産品と報じている。 

 

直近の貨物受け渡しは、パナマ船籍「Kokuka Glorious」

によるもので、ホセ港からメタノールを積み込み、アル

ーバ海域でマーシャル諸島船籍「Fairchem Katana」に

積み込み、４月４日にロッテルダムに向かって出発した

という。 

 

（修正、後記） 

 

だだし、同報道は事実と異なるようだ。 

 

実際は、PDVSA として本記事の取引には一切関与して

おらず、「Metor」および関係各社で厳格に米国の対ベネ

ズエラ制裁法の規則を遵守し、取引を行っており、記事

にあるような制裁回避に当たらないとしている。 

 

社 会                         

「オルテガ元検事総長、ラカバ知事の汚職報道」            

 

４月９日 マイアミ検察局は、ベネズエラ人企業家カル

ロス・エンリケ・ウルバノ・フェルミン氏の汚職事件に

関与したとしてルイサ・オルテガ元検事総長を訴えた。 

 

今回の訴えに先立ち３月２０日にフェルミン氏は、

PDVSA の汚職取引に関与した容疑で、米国検察庁から

訴えられていた。 

 

 

 

米国紙「El Nuevo Heraldo」によると、フェルミン氏は

PDVSA と取引相手との決済において、米国の金融シス

テムを使用させ、賄賂支払いの仲介をしたという。 

 

そして、フェルミン氏はオルテガ元検事総長との関係を

利用し、同取引が汚職に該当しないよう調整。 

その見返りとしてオルテガ元検事総長は賄賂を受け取

ったとしている。 

 

オルテガ元検事総長は、１７年３月にマドゥロ政権を離

反し、コロンビアに亡命している。 

 

既にベネズエラ国内では検事総長として役職を失って

いるが、グアイド政権下では検事総長を続けている。彼

女の権限を利用すれば、汚職に該当しないよう調整する

ことは可能なのかもしれない。 

 

この報道を受けて、オルテガ元検事総長は自身の無実を

主張。フェルミン氏の兄弟はマドゥロ政権に拘束されて

おり、フェルミン氏は兄弟の安全と引き換えに証言の偽

証を迫られていると指摘した。 

 

また、本当の汚職者は現在マドゥロ政権で検事総長を務

めているタレク・ウィリアム・サアブ検事総長だと訴え

た。 

 

 

（写真）El Cooperante 

“オルテガ元検事総長（左）とフェルミン氏（右）” 
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オルテガ元検事総長以外にマドゥロ政権関係者で汚職

が報じられている人物がいる。 

 

現在、カラボボ州知事を務めているラファエル・ラカバ

知事だ。 

 

「El Pais」は、ラカバ知事が「アンドラ・プライベート・

バンク」に保有する金融資産についての調査内容を報じ

た。 

 

同記事によると、ラカバ知事は PDVSA との事業契約に

おいて受け取った報酬（？）を「アンドラ・プライベー

ト・バンク」に保管しており、２００９年に同行に預け

ていた多額の資産（具体的な金額は書かれていない）を

スイスの「Sociedad de Inversion de Capital Variable

（Sicav）」に移動させたという。 

 

この送金は税金支払いを抑えるためのものだったと報

じられている。 

 

また、金融取引の追跡をしにくくするため送金プロセス

に多くの金融機関を介し、取引をカモフラージュしてい

たという。 

 

以上 


