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（写真）Factor de Poder “ディオスダード・カベジョ制憲議長 マドゥロ大統領と電話会談” 

 

 

２０２０年８月３日（月曜） 

 

政 治                     

「トランプ政権アドバイザー 

～トランプ氏敗北はベネズエラにとって打撃～」 

「カベジョ制憲議長 電話出演も声は別人」 

「グアイド議長 病院で医療物資配布」 

経 済                     

「エルパリート製油所稼働再開 

～ガソリン給油待ちの行列増える～」 

「７月の原油輸出は日量３８．８万バレル」 

社 会                     

「アンソアテギ州 Puerto La Cruz で豪雨被害」 

２０２０年８月４日（火曜） 

 

政 治                    

「コロンビア ウリベ元大統領、自宅拘留」 

「ファルコン AP 党首 選挙不参加方針を非難」 

「リベロール内務相 将軍統括に昇格」 

経 済                    

「ENI ベネズエラとの原油取引を拡大 

～ガス生産の支払いを原油で受け取り～」 

「Zella、PayPal、Venmo が使用可能な店舗」 

「中央銀行 銀行手数料を改定」 

「CITGO 元役員の裁判 ８月６日に実施」 

「Megasis 行列で入場に４時間」 
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２０２０年８月３日（月曜）             

政 治                       

「トランプ政権アドバイザー               

 ～トランプ氏敗北はベネズエラにとって打撃～」       

 

政治専門家 Pedro Urruchurtu 氏は、トランプ大統領が

１１月の大統領選で敗北した場合、ベネズエラの政権移

行のための圧力が無駄になると警鐘を鳴らした。 

 

「仮にトランプが大統領選に勝たなかった場合、ベネズ

エラは大きな影響を受ける。バイデンはトランプのよう

に振舞うことは無いだろう。 

 

トランプ政権はマドゥロ政権を犯罪者集団と認識して

いるが、政権が変われば、この方針は緩和されることに

なる。 

 

バイデンは対話を通じたベネズエラ問題の解決を志向

している。これはオバマ政権時代（バイデン候補が副大

統領を務めていた）から証明されている。 

 

バイデンが当選した場合、対話の試みが再開し、マドゥ

ロ政権に時間を与えることになる。これはベネズエラに

自由が訪れる日が遠のくことを意味する。 

 

バイデンもトランプもマドゥロ政権を危険な存在と認

識し、政権交代を模索する。しかし、手段が異なる。 

 

バイデンはマドゥロ政権へ言葉で圧力をかけ続けるだ

ろうが、行動で圧力をかけることが無くなるだろう。」 

との見解を示した。 

 

なお、筆者も「ウィークリーレポート No.160」でバイ

デン候補が当選した場合に想定されるベネズエラのシ

ナリオを書いている。 

 

「カベジョ制憲議長 電話出演も声は別人」         

 

８月３日 与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」

は全国の PSUV 幹部会合を実施。 

 

会合は、Covid-１９を理由にインターネットを通じた遠

隔形式で行われた。 

 

同会合で Covid-１９に感染した療養中のカベジョ制憲

議長がマドゥロ大統領と電話で話す一幕がテレビで報

じられた。 

 

本来、カベジョ制憲議長の映像もテレビに映るはずだっ

たが、カメラの問題で映像はなく、音声だけでの出演に

なったという。 

 

ただし、携帯電話さえあればカベジョ制憲議長の顔を移

すことはできたはずで、移さなかったのには何らかの理

由があったはずだと報じられている。 

 

そして、電話口のカベジョ制憲議長の声はかすれており、

これまでのカベジョ制憲議長の声と全く別人のように

なっていたことが話題となっている。 

 

筆者も、カベジョ制憲議長（と思われる人物）の電話音

声を聞いたが、確かに似ても似つかない。話し方も含め

て全く別人のように思えた。 

 

丁度、声のかすれ方が「Datanalisis」のビセンテ・レオ

ン社長と似ており、ビセンテ・レオン氏が電話口に出て

いたのではないかとの冗談まで報じられている。 

 

声の主がカベジョ制憲議長本人だったかどうかは分か

らないが、病状が芳しくないことは確かだろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5281feedec513d8a1480d20b49e9ce2.pdf
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「グアイド議長 病院で医療物資配布」                  

 

８月３日 グアイド議長は、カラカスの病院関係者のた

めの感染対策グッズを供与した。 

 

「感染症が拡大する中、我々はベネズエラ国民を守るた

めの努力をしている。本日、医療機関に対して微力なが

ら支援を行った。これが十分な措置ではないことは理解

している。しかし、支援を続けていく。 

 

今週には現金給付プログラム「Heroes de la Salud」でよ

い発表がある。」 

と述べた。 

 

「Heroes de la Salud」は、国営病院の医療従事者を対象

に３カ月にわたり毎月、現金１００ドルを給付するプロ

グラム。２０年４月に同プログラムの実施を発表し、申

請作業などを行ったが、実際の給付がないまま現在に至

っている。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

 

 

 

経 済                        

「エルパリート製油所稼働再開                

     ～ガソリン給油待ちの行列増える～」           

 

８月３日 カラボボ州メディア「Carabobeño」は、同州

のエルパリート製油所が稼働を再開したと報じた。 

 

同製油所の精製能力は日量１４万バレルだが、現在は稼

働率７％、日量８，０００～１万バレルのガソリン（レ

ギュラーガソリン）を精製しているという。 

 

７月２２日 同製油所は稼働を開始したものの施設の

不具合を理由に翌２３日には稼働を停止していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.475」参照）。 

 

Hermes Perez 教授は、現在のベネズエラのガソリン需

要は日量４．５万バレルと推測。国内の精製量では全く

足りていないと述べている。 

 

ガソリン不足の懸念の高まりも手伝い、給油のための行

列が再び報じられるようになっている。以下はアラグア

州のガソリン給油待ちの行列の写真。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e95bee8090d8bd82c7ba558a8e4c73f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e95bee8090d8bd82c7ba558a8e4c73f.pdf
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「７月の原油輸出は日量３８．８万バレル」         

 

ロイターの原油輸出データベース「Refinitiv Eikon」に

よると、７月のベネズエラの原油輸出量は日量３８．８

万バレルだった。 

 

ロイターによると、７月中に輸出されたタンカーは２０

隻で、主要な仕向け地はインドだったという。 

 

インドのエネルギー会社「Reliance」は、米国からの制

裁を理由に一時、PDVSA との取引を停止していたが、

米国政府との交渉の末、ディーゼル燃料との代物取引を

行うことで（マドゥロ政権へ現金を流さない）PDVSA

との取引を再開する承認を得たという。 

 

また、インド以外では欧州へ日量８．８万バレル、キュ

ーバへ日量８．５万バレルを輸出したと報じている。 

 

なお、「Refinitiv Eikon」のデータベースによると、米国

がPDVSAに制裁を科した１９年１月時点のPDVSAの

原油輸出量は日量１４０万バレルだったという。 

 

社 会                        

「アンソアテギ州 Puerto La Cruz で豪雨被害」           

 

８月３日 アンソアテギ州プエルト・ラ・クルスで大雨

が降り同地域で浸水被害が出た。映像では、道路が水没

し、車が水につかっている。 

 

また、近隣のバルセロナ、レチェリアも豪雨被害があっ

たと報じられている。 

 

また、雨の影響で停電も起きたようだ。 

 

 

 

 

 

（写真）@Wather 

 

 

（写真）@Sal Rojas 
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２０２０年８月４日（火曜）              

政 治                       

「コロンビア ウリベ元大統領、自宅拘留」        

 

８月４日 コロンビア最高裁は、アルバロ・ウリベ元コ

ロンビア大統領（２００２年～１０年）に対して自宅拘

留を命じた。 

 

理由は、汚職および証言の改ざん要請など。 

 

報道によると、コロンビアで元大統領が拘留を命じられ

るのは今回が初めてだという。 

 

１２年 左派系議員のイバン・セペダ氏は、アルバロ・

ウリベ元大統領およびアルバロ・エルマン・パラダ議員

に対して、暴力組織、麻薬組織との癒着を理由に訴えを

起こしていた。 

 

本件について、１８年に最高裁がウリベ元大統領の調査

を行った際、ウリベ元大統領は証人に金銭を支払い事実

と異なる証言を求めたとされており、複数の証拠が出て

いるという。 

 

ウリベ元大統領は、任期中にコロンビアの治安改善に貢

献した人物とも評価されている。 

 

現在コロンビア大統領を務めているドゥケ大統領は、ウ

リベ派の人物であり、今回の決定に対して、 

「私はコロンビアの歴史の中で賞賛されるべき彼の無

罪を信じている。」 

とウリベ元大統領を擁護する発言をしている。 

 

また、ベネズエラでは「ベネズエラ主導党（VV）」のマ

チャド党首もウリベ元大統領を擁護するツイートを投

稿している。 

 

 

「ファルコン AP 党首 選挙不参加方針を非難」           

 

８月２日 主要野党を含む２７政党は１２月に予定さ

れている国会議員選に参加しない意向を発表していた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.479」参照）。 

 

８月４日 野党多数の国会は、前述の発表をサポートす

る方針を承認した。 

 

この方針について、穏健野党のリーダー的存在となって

いる「発展進歩党（AP）」のヘンリー・ファルコン党首

は主要野党の方針を非難した。 

 

「９５％の国民はマドゥロ政権の政権運営に不満を持

っている。この状況でどうして投票しないよう求めるの

か理解できない。 

 

１５年１２月の国会議員選では野党が勝利した。投票し

ないよう呼びかけなければ勝利できる。 

 

投票しないよう呼びかけるグループに対しての質問は、

「投票に参加しないことにどのようなメリットがある

のか？」というものだ。 

 

２７政党が１２月の選挙への不参加を公表したようだ

が、この２７政党のうち７０％は事実上存在しない政党

だ。 

 

また、発表文は投票不参加を呼びかけるだけで、代替案

を提示していない。投票不参加を呼びかけるグループは

否定するだけで、誰も代案を提示していない。１８年の

大統領選の際も投票不参加を呼び掛けるだけで、その後

有効な対応をしなかった。 

 

我々は民主的な政党として、投票を通じた平和的な解決

を求める。」と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
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「リベロール内務相 将軍統括に昇格」         

 

８月４日 マドゥロ大統領は、ネストル・リベロール内

務司法平和相を「国家防衛軍（GNB）」の将軍統括に昇

格させた。 

 

「将軍統括（General en Jefe）」は、軍人の役職の中で最

も高い役職となる。 

 

政治分析会社「Inter American Trends」のアントニオ・

デ・ラ・クルス氏は、今回の昇格を受けて、リベロール

内務司法平和相が国防相になる可能性を指摘している。 

 

 

（写真）AVN “ネストル・リベロール内務司法平和相” 

 

経 済                       

「ENI ベネズエラとの原油取引を拡大           

   ～ガス生産の支払いを原油で受け取り～」              

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、イタリア

の石油会社「ENI」とクウェートの国営石油会社「KPC」

が運営するイタリアの「Milazzo 製油所」が、ベネズエ

ラ産原油の輸入を拡大すると報じた。 

 

「Argus Media」によると、近日中に「Delta」という船

舶が７５万バレルのベネズエラ産原油を荷下ろしする

という。 

 

「Delta」は７月末にシチリア沖で原油を海上引き渡し

していたという。 

 

「ENI」はベネズエラ産原油とディーゼル燃料の代物取

引をしており、ENI はこの取引を通じて債権回収をして

いるという。なお、この取引は米国政府も合意している

ようだ。 

 

「ENI」は「Repsol」と共にベネズエラの Perla 沖合で

のガス開発事業に参加しており、同地域でのガス生産量

に応じて原油を輸入するスキームになっているという。 

 

「Zella、PayPal、Venmo が使用可能な店舗」           

 

カラカスのデリバリー店などを紹介するサイト「Gastro 

No-mia」は、Zella、PayPal、Venmo など一般的な銀行

送金以外の手段で支払いが可能なレストランのリスト

を公表した。 

 

現在、「Gastro No-mia」に掲載されている店舗数は全部

で３４６店舗のようだが、そのうち「Zella」での支払い

が可能な店舗は２００店舗以上あるという。 

 

日本人駐在員もよく利用する店では「Altamar」「La 

Estancia」などで利用できるようだ。 

 

「Venmo」が利用できる店舗は６９店舗。 

 

「PayPal」が利用できる店舗は３３店舗ある。 

 

「中央銀行 銀行手数料を改定」            

 

ベネズエラ中央銀行は、両替、通帳発行など銀行業務で

発生する各種手数料を改定した。 
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通帳発行手数料は BsS.４，１７７。これまでの手数料か

ら２３９％増だという。 

 

また、個人の月の口座維持手数料は BsS.６０、法人の口

座維持手数料は BsS.９４９のまま変わっていない。 

 

他行 ATM での現金の引き出し、送金手数料は BsS.１６

３となった。 

 

両替について、ネットを通じた外貨売買の手数料は成約

金額の１％（ボリバル建てで徴収）。 

 

外貨現金をボリバル通貨に両替する場合の手数料は成

約金額の５％になるようだ。 

 

「CITGO 元役員の裁判 ８月６日に実施」                  

 

１７年１１月にマドゥロ政権に拘束された CITGO 元

役員６名の裁判が８月６日から始まると報じられた。 

 

米国メディア「La Voz de America」は、CITGO 元役員

らの弁護を務める Lesus Loreto 氏にインタビューを実

施。 

 

Loreto 弁護士によると、同裁判は１９年３月に停止。本

来、１年半前に始められなければならなかったが、特段

の理由なく裁判が延期されていたと説明した。 

 

ビル・リチャードソン元ニューメキシコ州知事とマドゥ

ロ大統領が対談した結果、拘束された６名のうち２名は、

自宅軟禁措置に変更されていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.479」参照）。 

 

 

 

 

 

「Megasis 行列で入場に４時間」             

 

７月末にカラカス・スクレ市「Terraza del Avila」にオ

ープンしたイラン系スーパー「Megasis」には引き続き

多くの客が訪れているようだ。 

 

現地メディアによると、車では Megasis に入場するため

に４時間ほど行列待ちをする必要があるという。 

 

なお、「Megasis」は「Etka」というイラン国防省傘下の

会社が運営していると報じられている。 

 

米国政府は「Megasis」の売り上げがイランのテロリス

トに渡る可能性を指摘しており、野党・野党支持者の中

には、同店舗での買い物を非難する意見も散見されてい

る。 

 

 

（写真）Sumarium 

“Megasis 入場のため行列待ちをする車” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5cf9596ca1e8e60a9e7778e14f36419c.pdf

