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（写真）PDVSA “ボナイレ 環境汚染懸念を理由に貯蔵ターミナルの原油を空にするよう PDVSA に命令” 

 

 

２０２０年８月２６日（水曜） 

 

政 治                     

「CNE 出馬申請期間を９月４日まで延長 

～カプリレス元知事への出馬検討猶予？～」 

「元カラボボ州知事（元与党）野党候補として出馬」 

「グアイド政権 人道支援実績を報告」 

「Harvest ラミレス元 PDVSA 総裁への訴訟取下」 

経 済                     

「消費税支払い 週１から１５日ごとに変更」 

「カルドン製油所からナゾの緑色の液体が流出」 

社 会                     

「カラカス ゴミ回収問題で街が汚れる」 

２０２０年８月２７日（木曜） 

 

政 治                    

「保健相 ロシアの Covid-１９ワクチン生産希望」 

「ロドリゲス情報通信相 Covid-１９から回復」 

経 済                    

「クラサオ製油所 PDVSA 相手取り NY で裁判」 

「ボナイレ PDVSA に貯蔵原油を無くすよう命令」 

「アイサミ経済担当副大統領 経済対策発表 

～賃金補てん、強制差し押さえ禁止など～」 

「イラン船舶 アルミニウムを積み帰国」 

社 会                     

「米国軍 ２．３億ドル相当の麻薬差し押さえ」 
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２０２０年８月２６日（水曜）             

政 治                       

「CNE 出馬申請期間を９月４日まで延長       

  ～カプリレス元知事への出馬検討猶予？～」       

 

８月２６日 「国家選挙管理委員会（CNE）」のインド

ラ・アルフォンソ代表は、１２月６日に予定されている

国会議員選の候補者の立候補届け出締め切りを９月４

日まで延長すると発表した。 

 

当初、届け出締め切り日は８月１９日だったが、８月２

６日に延長されており、今回で２度目の延長となる。 

 

アルフォンソ代表は 

「多くの政党からの要請を考慮し、再延長を決定した。」 

と説明している。 

 

今回の延長について、エンリケ・カプリレス元ミランダ

州知事が選挙に参加する可能性があり、考慮するための

猶予として１週間超の期間を与えたのではないかとの

憶測が報じられている。 

 

８月２４日 カプリレス元知事は、自身の現状に対する

認識を示した表明文を公表。 

 

その中で、グアイド政権が示す「選挙へ投票しないよう

呼びかける方針」を非難。 

 

国会議員選への参加を前提として、「選挙に参加するた

めに最低限必要なコンディションを勝ち取るため戦う

べきだ」と主張していた（「ウィークリー・レポート

No.163」参照）。 

 

 

 

 

なお、カプリレス元知事の考えについて、１２月の国会

議員選への出馬意向を示しているヘンリー・ファルコン

AP 党首は、 

「平和的で民主的で憲法を重視する観点からカプリレ

ス元知事および国を良い方向に導きたいと考えている

人々の考えを擁護し、支持する。今こそ人々が恐れとジ

レンマを断ち切り問題に対処する時だ。」 

と賛同の意を示した。 

 

他方、急進野党の政治家でスペインに亡命しているエン

リケ・アリスギエタ氏などはツイッターで、 

「カプリレスは本当に、この２１年間で最も汚れた選挙

に参加しようとしているのか？この若者に何が起きた。

今回の発表は彼の意志ではないことを期待している。も

し、本当に彼の意志で書かれたものであれば精神的にか

なりまずい状況にある。」 

とカプリレス元知事を非難した。 

 

 

（写真）AVN 

“立候補期間延長を発表するアルフォンソ CNE 代表” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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「元カラボボ州知事（元与党）野党候補として出馬」         

 

１２月の選挙に出馬する意向を示している穏健野党は

野党票が分裂しないよう、グループ内で協議し、基本的

に１選挙区１候補に絞る方針を示している。 

 

しかし、穏健野党の中で「解決党（Solciones）」だけは、

独自の候補者を擁立する姿勢を示している（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

この「解決党」のクラウディオ・フェルミン党首は、自

身の政党からルイス・フェリペ・アコスタ・カルレス氏

（カラボボ州バレンシア５区）を擁立すると発表した。 

 

アコスタ氏は０４年～０８年まで与党「ベネズエラ社会

主義統一党（PSUV）」の党員としてカラボボ州の知事を

務めた人物。 

 

カラボボ州知事任期中にアコスタ氏は、同州のコカ・コ

ーラ工場の接収を命じるなど強引な統治を行っていた

ため、野党支持者はアコスタ氏の出馬を非難している。 

 

アコスタ氏は同じく与党から離反した政治家ファン・バ

レット氏が設立した政党「Redes」からの支持も受けて

いるという。 

 

（写真）Maduradas 

 

なお、フェルミン党首から発表がされる直前に、アコス

タ氏が「第一正義党（PJ）」から出馬するとの噂が広が

ったが、現在（マドゥロ政権の最高裁の命令で）PJ の執

行幹部を務めているホセ・ブリト氏は、この噂を否定し

ている。 

 

「グアイド政権 人道支援実績を報告」                  

 

８月２６日 グアイド政権下で人道支援問題の担当を

しているミゲル・ピサロ氏とマニュエラ・ボリバル氏は、

グアイド政権のこれまでの人道支援実績を報告した。 

 

１つ目は、国営病院の医療従事者への月１００ドル給付

プログラム「Heroes de la Saludos」。 

 

同プロプラムで１，８８７万ドルを支出した。 

同プログラムの裨益者は６２，６９７名に及ぶという。

ただし、マドゥロ政権の妨害により送金がうまく進んで

おらず、６．２万人超の全ての人には着金していない。 

 

２つ目は、グアイド議長の妻のファビアナ・ロサレス氏

が中心となっている人道支援プラン「Madre Maria de 

San Jose」。 

 

ロサレス氏に対して５００万ドルの寄付があったよう

で、同寄付金をベースに医療品・生活必需品を給付。他、

重病にありながら治療を受ける資金が無い人に対して

支援金を支給したという。 

 

３つ目は、Covid-１９対策として「米州保険機構（OPS）」

に対して１，０００万ドルを寄付した。 

 

これらの資金は、基本的に米国に凍結されているベネズ

エラ中央銀行の口座から支出したとしている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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「Harvest ラミレス元 PDVSA 総裁への訴訟取下」         

 

８月２６日 「ロイター通信」は、米国企業「Harvest 

Natural Resorces」が、ラファエル・ラミレス元石油相

に対して起こしていた訴えを取り下げたと報じた。 

 

１９年２月 米国テキサス州南部裁判所は、「Harvest 

Natural Resorces」の訴えを認め、ラミレス元 PDVSA 総

裁に対して１４．２億ドルの賠償金を支払うよう命じて

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.253」参照））。 

 

「Harvest Natural Resorces」は１２年に自社のベネズエ

ラ施設を売却するにあたり、PDVSA の干渉を受け、不

当に安い価格での売却を余儀なくされたと主張してい

た。 

 

「Harvest Natural Resorces」が訴えを取り下げた理由に

ついては明らかにされていない。 

 

今回の取り下げ報道を受けて、ラミレス元 PDVSA 総裁

は「本件について、訴えを起こした企業はこの訴訟が最

初から虚偽だったことを認めた。」 

とツイッターで投稿した。 

 

 
（写真）ラミレス元 PDVSA 総裁ツイッター 

 

 

経 済                        

「消費税支払い 週１から１５日ごとに変更」           

 

８月２６日 マドゥロ大統領は、付加価値税（消費税）

の支払い頻度を変更すると発表。 

 

事業主による付加価値税の支払いを、既存の１週間ごと

から１５日ごとに変更するとした。 

 

ベネズエラは、物価上昇スピードが速い。 

そのため、１カ月前にボリバルの実質的な価値と１カ月

後のボリバルの実質的な価値は大きく異なる。 

 

例えば、２０年８月に BsS.１００で買えた物は、２０年

９月には BsS.１００では買えない。 

 

税金徴収のタイムラグによる価値の減少を避けるため、

政府は頻繁に付加価値税を支払うよう事業者に求めて

いる。 

 

１８年８月までは１５日に一度だったが、物価上昇スピ

ードが加速したことを受けて、１週間ごとに変更。 

今回、再び１５日ごとに戻ったことになる。 

 

「カルドン製油所からナゾの緑色の液体が流出」         

 

ファルコン州にあるカルドン製油所から緑色の不審な

液体が流れ出ているとの近隣住民の苦情が報じられた。 

 

液体が公共水道と混ざり住民の体に悪影響を及ぼすの

ではないかと懸念されている。 

 

先日、カルドン製油所は稼働再開が報じられたばかり

（「ベネズエラ・トゥデイ No.489」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6ed34c14d9aaec27562ba50cc8e3cb82.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd36e9a47a7f6f9211e1c16ce0d00e67.pdf
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（写真）@biaancapadilla 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「カラカス ゴミ回収問題で街が汚れる」           

 

カラカス市内でゴミ回収が止まっており、街中にゴミが

増えているようだ。 

 

ただし、市によって状況が異なりチャカオ市、バルータ

市、エルアティージョ市は比較的ゴミが少なく、リベル

タドール市、スクレ市が特に酷いという。 

 

ゴミの回収は市役所の管轄で市の行政能力の違いが表

れていると報じられている。 

 

 

 

（写真）El Cooperante 
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２０２０年８月２７日（木曜）              

政 治                       

「保健相 ロシアの Covid-１９ワクチン生産希望」        

 

８日１１日、ロシアのプーチン大統領は、Covid-１９の

ワクチン「Sputnik V」を開発したと発表。実用化に向け

て準備を進めているとしている。 

 

プーチン大統領によると、「Sputnik V」は実用化のため

にクリアするべき要件のフェーズ１、フェーズ２をクリ

アしており、現在はフェーズ３の段階にあるという。 

 

８月２７日 ベネズエラのカルロス・アルバラード保健

相は「ロシアとベネズエラはワクチンテストのための協

力協定を締結した」と発表した。 

 

今後、ベネズエラでフェーズ３のクリアに向けた協力を

するようだ。 

 

アルバラード保健相は、 

「実用化を急ぐため技術的な調整など必要な適合処理

の必要がある。 

 

これらの対応が完了すれば、将来的にベネズエラ国内で

ワクチンを生産することも可能になる。」 

と述べた。 

 

「ロドリゲス情報通信相 Covid-１９から回復」           

 

８月２７日 ロドリゲス情報通信相は、自身のツイッタ

ーで Covid-１９からの回復を発表した。 

 

「私は Covid-１９を克服したことを喜びを持って発表

する。Covid-１９は私を苦しめ、私はこの病気と日々戦

った。支援の意志を表明してくれた人々に感謝の意を示

す。」と投稿した。 

 

８月１２日 ロドリゲス情報通信相は Covid-１９感染

を発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.484」）。 

 

また、ロドリゲス情報通信相と同じ日に Covid-１９感

染を発表していたラグアイラ州のガルシア・カルネイロ

知事も Covid-１９からの回復を発表した。 

 

経 済                       

「クラサオ製油所 PDVSA 相手取り NY で裁判」            

 

「ロイター通信」は、クラサオ製油所が PDVSA を相手

取りニューヨーク州裁判所に訴えを起こしたと報じた。 

 

PDVSAは１９年末までクラサオ製油所を使用していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.389」参照）。 

 

訴えの理由は、PDVSA が１８年初めから１９年１２月

まで契約の施設使用料を支払わなかったためとしてい

る。 

 

ロイター通信によると、クラサオ製油所が求めている賠

償金は５，１００万ドル。 

 

クラサオ製油所は２０年３月にも PDVSA の未払金１

億６，２００万ドルの回収を試みボナイレ原油ターミナ

ルの在庫を差し押さえていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.423」参照）。 

 

「ボナイレ PDVSA に貯蔵原油を無くすよう命令」         

 

ボナイレ政府は、PDVSA がここ数年必要なメンテナン

スを怠っており、設備が環境に悪影響を及ぼす懸念があ

るとして、PDVSA に対して同島にあるターミナルおよ

びオイルダクトの原油在庫を空にするよう命じた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aefcc4447f639c928610b2e08772fb45.pdf
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ロイター通信によると、同島の５つの原油貯蔵タンクは

貯蔵容量の限界に達しており合計で１，０００万バレル

の原油在庫が保管されているという。 

 

今年７月、タンクの天井から原油漏れが確認され、大雨

が降れば深刻な原油漏れにつながるとの懸念が報じら

れていたようだ。 

 

本稿「クラサオ製油所 PDVSA 相手取り NY で裁判」

でも触れた通り、２０年３月にクラサオ製油所はボナイ

レにある PDVSA の原油を差し押さえている。 

 

このまま同島の原油が債権回収のためクラサオ製油所

に移譲される可能性もありそうだ。 

 

「アイサミ経済担当副大統領 経済対策発表       

  ～賃金補てん、強制差し押さえ禁止など～」         

 

８月２７日 アイサミ経済担当副大統領は、中小企業支

援策として５つの政策を発表した。 

 

１．中小企業者の労働者の賃金補てん 

 

「祖国システム」に登録している中小企業については賃

金を補てんする。 

 

２．独立自営業者への補助金の支給。 

 

「祖国システム」に登録している独立自営業者へ毎月補

助金を支給する。 

 

３．返済不履行時の差し押さえ執行の禁止 

 

「融資返済をしなかった場合の担保差し押さえはどの

ような理由でも１２月３１日まで執行できない。」 

と説明した。 

 

４．貸付に影響を与える信用評価の変更を禁止 

 

５．住居や商業施設からの強制立ち退きの禁止 

 

余談だが、アイサミ経済担当副大統領は Covid-１９に

感染してから髭を剃っていなかったようで、現在は髭を

生やしている。 

 

マドゥロ大統領は電話でアイサミ経済担当副大統領と

会談。アイサミ氏に対して、 

 

「髭を生やしていると聞いたぞ。マスクをとって国民に

見せろ。」と指示。アイサミ氏は髭を生やした姿を披露

した。 

 

 

（写真）国営放送 VTV 

 

「イラン船舶 アルミニウムを積み帰国」         

 

「ロイター通信」は、イランの船舶「Galson」が「CVG 

Bauxilum」の施設でアルミニウム１．４万トンを積んで

いると報じた。 

 

正確に言うと、ボーキサイトから取れるアルミニウムの

原料となるアルミニウム粉を積んでいるようだ。 
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「Galson」は、カラカスに新設されたイラン系スーパー

マーケット「Megasis」の食料品などの物資をベネズエ

ラに運んだ船舶で、帰国にあたりアルミニウムの粉をイ

ランに向けて運ぶようだ。 

 

「Galson」は、Rahbaran Omid Darya 氏がオーナーの

「Mosalhar Darya Shipping Co」という船会社が所有す

る船舶。 

 

トランプ政権は１８年１１月に制裁違反で同社に制裁

を科していたという。 

 

アルミニウムはミサイルの材料になる。 

武器の材料をイランに提供すると米国からの制裁が強

化される懸念がある。 

 

社 会                       

「米国軍 ２．３億ドル相当の麻薬差し押さえ」                

 

米国軍は、カリブ海の海洋警備中に大量の麻薬を積んだ

船を差し押さえたと発表した。 

 

現在、麻薬を積んだ船は、米国フロリダ州南部

Everglades 港に泊まっている。 

 

差し押さえた麻薬は、コカイン１１，５００ポンドとマ

リファナ１７，０００ポンドの合計２８，５００ポンド。 

 

１ポンドが０．４５３６キロなので、２８，５００ポン

ドは１２，９２７キロに相当する。 

 

仮にこの量の麻薬を販売した場合、金額は約２億２，８

００万ドルになるという。 

 

 

 

 

米国軍は、ベネズエラの麻薬カルテル「太陽カルテル

（Cartel de los Soles）」の取り締りを強化しており、今

回の麻薬も「太陽カルテル」が関与している可能性があ

ると報じられている 

 

 

（写真）NBC 

“押収された２８，５００ポンドの麻薬” 

 

以上 


