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（写真）IMPACTO VENEZUELA “ドゥケ大統領 マドゥロ政権がイランからミサイル購入を検討していると言及” 

 

 

２０２０年８月２１日（金曜） 

 

政 治                     

「El Tiempo マドゥロ政権 

イランからのミサイル購入検討報じる」 

「カボベルデ政府 マドゥロ政権関係者と協議」 

「最高裁 PPT の執行幹部交代を命令」 

「マドゥロ政権 コロンビアとの国境封鎖？」 

経 済                     

「PDVSA 労組 制裁は目的を達成できていない」 

「イランにマンゴー・パイナップルを輸出」 

社 会                     

「ボリバル州 優先分野のみガソリン給油可能」 

2020 年 8 月 22～23 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 関係者との協議始まっている 

マチャド党首 グアイド議長との協議に条件」 

「マドゥロ大統領 CEV に対話協力を要請」 

「Youtube 国営放送 VTV アカウントを停止」 

経 済                    

「経済学者 医療従事者給付プログラムに意見 

グアイド政権は OFAC の許可必要ない」 

社 会                     

「マドゥロ大統領 １０月から通学再開を検討 

～教員の８８％は低給料を理由に欠勤～」 
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２０２０年８月２１日（金曜）             

政 治                       

「El Tiempo マドゥロ政権               

    イランからのミサイル購入検討報じる」       

 

コロンビアの現地紙「El Tiempo」は、イラン国防省に

所 属 す る Issa Rezaer 氏 と イ ラ ン の 政 治 家 Mehdi 

Ghazanfari 氏がベネズエラを訪問し、マドゥロ政権と中

距離・長距離ミサイルの売買を検討したと報じた。 

 

同紙は、武器購入の理由について 

「米国政府からの妨害行為に対応し、武装するため。」

としている。 

 

また８月２０日 コロンビアのドゥケ大統領も 

「諜報機関の情報によると、マドゥロ政権がイランから

ミサイルの購入を検討しているようだ」と言及。 

 

ドゥケ大統領の発言に呼応する形でトゥルヒージョ国

防相も 

「マドゥロ政権が米州地域の平和と民主主義に危険を

もたらしている。」 

と国際社会に警鐘を鳴らした。 

 

ドゥケ大統領の発言を受けてマドゥロ大統領は 

「ドゥケは、我々がミサイルをイランから購入している

と言っている。私はそのようなことを考えたことは無か

ったが、良い考えだ。 

 

ベネズエラは自国の防衛のために武器を購入すること

は禁止されていない。もし、イランが武器を販売するこ

とが出来るのであれば、我々は購入するだろう。」 

とイランからの武器購入に前向きな姿勢を示した。 

 

 

 

武力で圧倒的に米国に劣るベネズエラは、武装しないこ

とが戦略の１つだった。イラン・北朝鮮のように武装・

核開発を行うと米国など外国の軍事介入・制裁強化に正

当性を与えてしまうからだ。 

 

そして、コロンビア政府はマドゥロ政権が国際社会にと

って脅威であるとの印象を定着させたいと考えている。 

 

その意味で今回の「El Tiempo」の記事は、鵜呑みにで

きないが、マドゥロ政権が置かれている状況は過去のベ

ネズエラとは大きく異なる。 

 

ロシアからも半ば見捨てられた状況で、マドゥロ政権が

まともに頼れるのは既にキューバとイランくらいしか

ないだろう。 

 

将来的にマドゥロ政権はイランからミサイルを購入す

るのかもしれないが、仮にミサイルを購入し、地域の安

定を脅かすことになったとすれば、それは米国政府の圧

力がそうさせたのだろう。 

 

「カボベルデ政府 マドゥロ政権関係者と協議」         

 

カボベルデ政府は、カボベルデで医薬品を販売する国営

会社「Emprofac」のフェルナンド・ヒル代表を解任した。 

 

カボベルデ政府は解任の理由について、ヒル代表は自身

の権限を逸脱し、マドゥロ政権関係者と面談したためと

している。 

 

ただし、マイアミのメディア「EL Nuevo Heraldo」は、

ヒル代表に加えて、カボベルデの Jorge Oliveira 観光相

もベネズエラを訪問し、大統領府でアレックス・サアブ

氏の処遇について協議したと報じており、カボベルデ政

府も今回の協議に関与している可能性を報じている。 
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なお、フェルナンド・ヒル代表はカボベルデの大富豪と

して有名な人物だという。 

 

本件について、ヒル代表は 

「ベネズエラへの訪問はサアブ氏の弁護士の招待を受

けたもので、大統領府にはいっていないし、大統領とも

協議をしていない」 

と釈明した。 

 

 

（写真）カボベルデ現地メディア「Express Das Ilhas」 

“フェルナンド・ヒル Emprofac 代表” 

 

「最高裁 PPT の執行幹部交代を命令」                  

 

８月２１日 最高裁は、与党派政党で構成される同盟

「グラン・ポロ・パトリオティコ（愛国者大結集グルー

プ）」に属していた政党「全国民の祖国（PPT）」の幹部

の再組織を命じた。 

 

８月１８日には同じく「グラン・ポロ・パトリオティコ」

に属する「Tupamaro」の幹部の再組織を命じており、

マドゥロ政権は与党グループ内にも圧力を強めている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.486」参照）。 

 

当初、ほとんど報じられていなかったが、今回の与党政

党への圧力のきっかけは、これらの政党が与党派を抜け

る動きがあったためのようだ。 

 

８月１１日 「ベネズエラ共産党（PCV）」、「PPT」な

ど与党派グループに属する政党は、新たな政治グループ

「Alternativa Popular Recolucionaria（大衆革命の代案）」

の結成を発表した。 

 

「Alternativa Popular Recolucionaria」は、故チャベス元

大統領の意志を引き継ぎ、反米・社会主義国家の確立を

目指す姿勢を示しているが、現在とは異なる政権運営を

求めるとした。 

 

同グループは１２月の国会議員選に参加するかは明ら

かにしていないが、「グラン・ポロ・パトリオティコ」

から離脱し、与党とは別の候補者を擁立することになる

と思われる。 

 

「マドゥロ政権 コロンビアとの国境封鎖？」         

 

８月２０日 コロンビアの移民管理局は、マドゥロ政権

からコロンビアとの国境をつなぐ橋「シモン・ボリバル

国際橋（el puente internacional Simón Bolívar）」を閉鎖

するとの通知を受けたと発表した。 

 

翌２１日、アレアサ外相は、この報道について 

「コロンビア政府はフェイクニュースの工場で、コロン

ビア政府は嘘をつく専門家だ。 

ベネズエラ政府は、自国の感染症予防プロトコールに応

じて自国民の入国を受け入れている」 

を主張した。 

 

ここ数日、コロンビアからの入国者が増加しており、感

染対策として、入国を制限する措置を一時的に講じたの

が実態のようだ。 

 

２１日には２００人のベネズエラ人が「シモン・ボリバ

ル国際橋」を通じてベネズエラに入国したと報じられて

いる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a8149cdd99149faba11d1e835936539a.pdf
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経 済                        

「PDVSA 労組 制裁は目的を達成できていない」                  

 

PDVSA 労働組合の Iván Freites 秘書官は、米国紙

「Washington Post」の取材に応じ、トランプ政権が

PDVSA に科している制裁について、 

「制裁は功を奏する場合と失敗する場合がある。 

ベネズエラについては、制裁は功を奏していない。 

マドゥロ政権は現在も存続しており、以前より強固にな

っている。」 

との見解を示した。 

 

また、 

「制裁は多くのベネズエラ国民の気力を削いでいる。 

なぜなら、制裁を強化してもマドゥロ政権が変わるとい

う期待感は高まらないが、今後、自分の生活が更に悪化

することは分かるからだ。」 

と述べた。 

 

Iván Freites 秘書官は、PDVSA 労働者ではあるが反マ

ドゥロ政権側の人間。PDVSA 内で起きている事故・事

件について、記者らに情報を流す役割を果たしている。 

 

「イランにマンゴー・パイナップルを輸出」         

 

８月２１日 在ベネズエラ・イラン大使館は、ツイッタ

ーで 

「二国間の経済補完的で Win-Win な取引関係をベース

に、ベネズエラからイランに向けて初めてマンゴーとパ

イナップルが輸出された。 

 

イランはベネズエラに対して中東とその隣国４億人の

巨大なマーケットへのアクセス機会を提供できる。」 

と投稿した。 

 

 

 

社 会                        

「ボリバル州 優先分野のみガソリン給油可能」           

 

Pableysa Ostos 記者は、自身のツイッターで８月２４日

～２９日にかけて、ボリバル州でガソリンを給油できる

のは救急車・消防車など最優先セクターのみになると投

稿した。 

 

実際に、「ボリバル州の地域統括部隊（ZODI Boliver）」

がツイッターで以下を投稿。８月２４日～２９日にかけ

て優先分野に分類される車のみ給油が可能と書かれて

いる。 

 

 

（写真）ZODI Boliver 
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優先分野に分類されるのは以下の通り。 

なお、優先分野に該当しない場合でも「ZODI Bolivar」

が許可証を発行した人については、ガソリンの給油が可

能だという。 

 

１．医療・医薬品分野 

２．食料分野 

３．軍部・監査組織 

４．電力分野 

５．通信分野 

６．水インフラ分野 

７．ガス分野 

８．役所の公務員 

９．公共交通分野 

 

２０２０年８月２２～２３日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド議長 関係者との協議始まっている     

 マチャド党首 グアイド議長との協議に条件」        

 

８月１９日 グアイド議長は、野党の主要政治家に対し

て、話し合いを行い１０日間で統一した方針で合意しよ

うと提案していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.487」参

照）。 

 

８月２３日 グアイド議長は、カプリレス氏、マチャド

氏から提案を受け取ったとコメント。 

 

ただし、具体的にどのような提案を受けたのかは明らか

にしていない。 

 

なお、マチャド党首はグアイド議長の提案に応じるにあ

たり条件を言及。 

 

マチャド党首が議論に参加する条件は「協議にマドゥロ

政権の協力者を含めない」ということ。 

 

マチャド党首は「マドゥロ政権の協力者」が誰なのかは

名指ししなかったが、一般的には「行動民主党（AD）」

のラモス・アジュップ幹事長、「新時代党（UNT）」のマ

ニュエル・ロサレス党首、同じく UNT のスターリン・

ゴンサレス議員などを指していると理解されている。 

 

グアイド議長は、アジュップ AD 幹事長、ロサレス UNT

党首に対しても協議に参加するよう呼びかけており、彼

らが参加すればマチャド党首が協議に応じないという

状況になりそうだ。 

 

なお、カプリレス氏は「制裁強化よりも人道支援・国民

の物資配給など市民の生活改善に注力するべき」との姿

勢を示しており、この方針も主要野党、マチャド党首ら

急進野党の方針と一致しない。 

 

これら野党政治家の意見を１つにまとめるのは至難の

業だろう。 

 

「マドゥロ大統領 CEV に対話協力を要請」           

 

８月２３日 マドゥロ大統領は、エルネスト・ビジェガ

ス文化相のインタビュー番組に出演。 

 

マドゥロ大統領は、 

「ホルヘ・ロドリゲス情報通信相に対して、キリスト教

団体と対話を推進するための話し合いを進めるよう命

じた。」と述べた。 

 

８月１１日 「キリスト教団体（CEV）」は、選挙棄権

を呼びかけ代替案を提示できないでいる主要野党に対

して方針転換を求める趣旨の発表をしていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.483」参照）。 

 

ただし、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は Covid-１９感

染を発表し、現在療養中となっている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
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現時点では回復は発表されていないが、既に容体は改善

に向かっているのかもしれない。 

 

「Youtube 国営放送 VTV アカウントを停止」         

 

８月２２日 ベネズエラの国営放送 VTV は、Youtube

でのベネズエラニュースの放送を妨害されていると訴

えた。 

 

VTV は、Youtube で同社の放送を頻繁に流している。 

 

筆者も Youtube で VTV のチャンネル登録をしている

が、VTV は２～３分程度の短いニュースを１日に２０

件ほどは更新している。 

 

このニュースをツイッターでリンクすることにより、ツ

イッターからでもニュースが見られるようになってい

たが、今後はそういったことは出来なくなりそうだ。 

 

 

（写真）Youtube 

“削除された Youtube の VTV アカウント” 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「経済学者 医療従事者給付プログラムに意見      

    グアイド政権は OFAC の許可必要ない」         

 

８月２０日 グアイド政権は、国営病院の医療従事者へ

の現金給付を８月２４日から開始すると発表した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.487」参照）。 

 

グアイド政権は、給付開始が遅くなった理由の１つとし

て米国の「外国資産管理局（OFAC）」からベネズエラ政

府の口座を使用する許可を得るのに時間がかかったた

めとしている。 

 

ベネズエラ人経済専門家のフランシスコ・ロドリゲス氏

は、グアイド政権が自身の口座資金を使用するために

OFAC の許可を必要としている現状について疑問を呈

した。 

 

「OFAC は、グアイド政権に対して、医療従事者への給

付金プログラムの資金を支出するライセンスを発行し

た。 

 

自身の生命を危険にさらしながら、国民を助ける彼らに

対しての正当な報酬だ。また、マドゥロ政権がこの給付

を妨害していることを非難する。 

 

しかし、今回の措置には疑問を感じずにはいられない。 

 

米国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と

認識している。 

 

それにもかからず、どうしてグアイド政権は、ベネズエ

ラ政府の口座から資金を動かすために OFAC のライセ

ンスが必要になるのか。」 

と訴えた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c583356459e12715c3fc63a839a96fca.pdf
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また、 

「ベネズエラ政府の資金を動かすために OFAC の許可

が必要となっている根拠は１９年８月５日に発行した

決議だ。 

 

米国政府は１９年１月にグアイド政権をベネズエラの

正当な政府と認識した。にもかかわらず、米国政府はこ

の決議を１９年８月に発行している。 

 

つまり、１９年 8 月５日に米国政府が科した制裁決議は

マドゥロ政権に対するものではなく、グアイド政権にむ

けた制裁だ。 

 

グアイド政権は、米国の許可なしでは行動をすることが

できなくなっている。米国政府はグアイド政権をベネズ

エラの正当な政府と認識しているはずだ。これは、ベネ

ズエラの主権と独立性を侵害している。」 

と主張した。 

 

社 会                       

「マドゥロ大統領 １０月から通学再開を検討      

   ～低給料を理由に教員の８８％は欠勤～」                

 

現在、ベネズエラの学校は Covid-１９感染拡大を防止

するため通学形式の授業を禁止しており、インターネッ

トや電話を通じた遠隔学習を行っている。 

 

８月２２日 マドゥロ大統領は、通学形式の学業を再開

するよう提案。 

 

ビジェガス文化相に対して、１０月から試験的に通学形

式と遠隔学習での授業を併用するよう指示した。 

 

しかし、Covid-１９の問題に加えて先生がいないという

問題も指摘されている。 

 

 

「ベネズエラ教職者組合」によると、ベネズエラは全国

に約１３，６００名の教員がいるが、そのうち１２，０

００名の教員は給料が低いことを理由に１０月以降、出

勤することを拒んでいるという。 

 

つまり、ベネズエラ国内の教員の８８．２％は出勤する

意志がないことを意味する。 

 

既にこのアンケート結果は教育省に提出し、給料改定を

求めているが、現時点で教育省からの回答は得ていない

とした。 

 

以上 


