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（写真）大統領府 “カベジョ制憲議長（中央上から 2 番目）PSUV 幹部のテレカンファレンスに姿を現す” 

 

 

２０２０年８月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「国会議員選 候補者受付８月２６日まで延長」 

「カベジョ制憲議長 生存・回復を確認」 

「カラカス首都区長 ファリア氏が再任」 

「サアブ氏 ブルガリア凍結口座に１．６億ドル」 

経 済                     

「イラン 米国によるタンカー差し押さえ認める」 

「外貨準備 GOLD の金額増は評価額増が理由」 

「DirecTV 完全復旧は８月１９日？」 

社 会                     

「マドゥロ政権 自営業者に補助金支給」 

２０２０年８月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「米国で武器・現金輸送機を差し押さえ 

～逮捕者はサアブ氏の関係者？～」 

「マドゥロ大統領 制憲議会は１２月まで 

～国会議員選と憲法改定選挙 同時実施か～」 

「グアイド議長 ２１年も自分が暫定大統領」 

「最高裁 Tupamaro の幹部交代を命令」 

経 済                    

「ララ州知事 SS 事業者にガソリン代支払要求」 

「不動産団体 各種手続きのデジタル化求める」 

「米民主党議員 制裁は政権交代に資さない」 
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２０２０年８月１７日（月曜）             

政 治                       

「国会議員選 候補者受付８月２６日まで延長」       

 

１２月に予定されている国会議員選の候補者受付期間

は８月１０日～１９日の予定だった。 

 

CNE のインドラ・アルフォンソ代表は、受付期間を２

６日まで延長すると発表した。 

 

アルフォンソ代表は、受付期間を延長した理由について、

「より多くの人々が選挙に参加するため」と説明してい

る。 

 

「カベジョ制憲議長 生存・回復を確認」         

 

マドゥロ大統領に続き、与党ナンバー２と言われるディ

スダード・カベジョ制憲議長は、７月９日に Covid-１９

感染を発表して以来、姿を見せていなかった。 

 

電話での音声出演、遠くから撮影した映像などは報じら

れたが、カベジョ制憲議長と確認できるほど決定的な証

拠にはなっておらず容態が相当に悪いのではないかと

噂されていた。 

 

８月１７日 カベジョ制憲議長は、与党「ベネズエラ社

会主義統一党（PSUV）」幹部のテレカンファレンスに参

加。１カ月ぶりにはっきりと認識できる形で姿を見せた。 

 

カベジョ制憲議長の姿がはっきりと報じられたことで、

カベジョ制憲議長が回復していることが確認された。 

 

ただし、以前より少しやせたように見える。 

 

 

 

カベジョ制憲議長は、自身の家族（妻と子供３人の５人

家族）は息子１人以外全員 Covid-１９に感染したと発

言。幸い全員の容体は回復に向かっており、現在は絶対

安静の状態が続いているとした。 

 

 

（写真）VTV 映像より抜粋 

“映像出演したカベジョ制憲議長” 

 

「カラカス首都区長 ファリア氏が再任」                  

 

８月１２日 カラカス首都区長を務めていた与党古株

政治家ダリオ・ビバス氏の訃報が報じられた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.484」参照）。 

 

ビバス氏の死去により「カラカス首都区長」のポジショ

ンが空白になっていた。 

 

８月１７日 マドゥロ大統領は、ビバス氏に代わりジャ

ケリン・ファリア氏をカラカス首都区長に任命すると発

表した。 

 

ジャケリン・ファリア氏は０９年にチャベス政権下でカ

ラカス首都区長を務めた。 

 

また、１３年～１４年１０月にマドゥロ政権下でもカラ

カス首都区長を務めた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
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（写真）PSUV 

“ジャケリン・ファリア新カラカス首都区長” 

 

「サアブ氏 ブルガリア凍結口座に１．６億ドル」         

 

「Armando.Info」は、アレックス・サアブ氏がブルガリ

アで凍結された口座の金額は少なくとも１億５，８００

万ドルになると報じた。 

 

アレックス・サアブ氏は、マドゥロ政権のテスタフェロ

（資産隠しに協力する人物）とされる人物。 

２０年６月、イランに向かう途中で燃料補給のために立

ち寄ったカボベルデで拘束され、現在米国が身柄引き渡

しを求めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.458」参照）。 

 

２０１９年２月、ブルガリア政府当局はサアブ氏が同国

の「Investbank」に預けていた預金を凍結させていた。 

 

なお、同口座の凍結解除を求めて１９年４月にルイス・

パラ議員（現在、与党国会で国会議長を務めている人物）

がブルガリアを訪問していたと報じた。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「イラン 米国によるタンカー差し押さえ認める」           

 

８月１４日 米国のポンペオ国務長官がガソリンを積

んだイランのタンカー４隻を差し押さえたと発表して

いたが、イランのロウハニ大統領は同発表を虚偽と否定

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.485」参照）。 

 

しかし、その後イランの Bijan Namdar Zanganeh 石油

相はブルームバーグの取材に対して、「先月の時点でタ

ンカーは米国に差し押さえられた」と述べた。 

 

また、Zanganeh 石油相は差し押さえられた原油につい

て「ガソリン燃料はイラン産だったが、ベネズエラに売

却済みで、支払いを完了していた。」 

と述べた。 

 

つまり、ベネズエラ政府は、今回差し押さえられたガソ

リンの支払いを完了しており、ガソリンの所有権は既に

ベネズエラに移転していたので、ロウハニ大統領は 

「差し押さえられたガソリンはイランのものではない」

と述べていたと思われる。 

 

「外貨準備 GOLD の金額増は評価額増が理由」                  

 

８月１７日 ベネズエラ中央銀行は、２０年６月時点の

外貨準備内訳を発表した。 

 

同発表によると、外貨準備のうち GOLD の金額は４９

億９，３００万ドル。 

 

１９年１２月には GOLD の金額が４７億８，９００万

ドルだったので約２億ドル増えたことになるが、GOLD

の評価額が高騰したことが理由で、GOLD の保有量自

体は減少したことが明らかになった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a6290fa8d6750f4e6ba475bd68f4fb98.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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本件、詳細について「ウィークリーレポート No.162」

を参照されたい。 

 

「DirecTV 完全復旧は８月１９日？」                  

 

８月１４日 「Scale Capital」は、「DirecTV Venezuela」

の事業を引き継ぎベネズエラで有料放送サービスを再

開すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.485」参

照）。 

 

「Scale Cpital」の発表によると、９０日間は無料で視聴

できるとしており、「DirecTV」のアンテナ、デコーダー

があれば既に視聴可能としていた。 

 

利用者からは、既に視聴できるとの声もあるが、同時に

視聴できないとの声も散見されていた。 

 

本件について、通信分野の専門記者 Fran Monroy 氏は、

現在、DirecTV の放送を閲覧できている家庭は全体の８

５％程度と述べ、残りの１５％について 

「アンテナの衛星電波受信には時間がかかる。８月１９

日には全ての家庭で DirecTV の視聴が出来るようにな

るはずだ」 

と述べた。 

 

社 会                        

「マドゥロ政権 自営業者に補助金支給」           

 

マドゥロ政権は「祖国カード」を保有する自営業者を対

象に補助金の支給を開始した。 

補助金を受領できる人は「祖国カード」申請時に登録し

た電話に対してメッセージが来るようだ。 

 

支給される額について、マドゥロ政権は公表していない

が、補助金を受領した人の声として「BsS.１３０万が支

給された」と報じられている。 

 

現在の為替レートが１ドル約 BsS.３０万なので、ドル

で換算すると約４．３ドル程度になる。 

 

２０２０年８月１８日（火曜）              

政 治                       

「米国で武器・現金輸送機を差し押さえ       

      ～逮捕者はサアブ氏の関係者？～」        

 

８月１８日 米国安全保障省は、フロリダ州フォートロ

ーダーデールで飛行機（ベネズエラ籍）を使用し、銃器・

現金を外国に持ち出そうとしていたベネズエラ人２名

を逮捕したと発表した。 

 

押収したのは、ライフル１８丁、拳銃のボルト、小型銃

６丁、半自動銃５８丁。現金２０．３１２ドル、小切手

２，６１８．５３ドル。 

 

 

（写真）米国国土安全保障省フロリダ支局 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/18f9c4831e5a0c7608ab92e21da0ca3e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cdf7fc3250ecf46cdff3ff398cd1d761.pdf
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逮捕されたのはLuis Alberto Patiño氏とGregoni Jenson 

Méndez 氏。なお、本件が発表されたのは８月１８日だ

が、実際に２名が逮捕されたのは８月１５日だったよう

だ。 

 

「AP 通信」は、国土安全保障省関係者から入手した情

報として、飛行機の目的地はセント・ビンセント・グラ

ナディン諸島だったが、最終目的地はベネズエラだった

と報じている。 

 

また、カルロス・パパローニ議員は、拘束された２名が

使用しようとした飛行機（YV３４４１）について、

Roswell Rosales 氏の所有物で、Rosales 氏はアルバロ・

プリド氏のパイロットだと訴えた。 

 

アルバロ・プリド氏は、マドゥロ政権のテスタフェロの

１人。アレックス・サアブ氏と関係が深い人物でもある。 

 

現在、イラン系スーパー「Megasis」の名前で使用され

ているスーパーマーケットは、以前「Tienda CLAP」と

いう店が使用していた。 

 

この「Tienda CLAP」はアルバロ・プリド氏がオーナー

の会社である。 

 

 

（写真）Rafael Fuenmayor（@RafaeFuemnayor） 

 

 

「マドゥロ大統領 制憲議会は１２月まで        

 ～国会議員選と憲法改定選挙 同時実施か～」           

 

マドゥロ大統領は「制憲議会は１２月末で機能を停止す

る」と述べた。 

 

制憲議会は、１７年８月に発足した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.16」参照）。 

 

制憲議会の本来の目的は「憲法改定」のはずだが、この

３年間「野党国会の機能を奪うための組織」として機能

していた。 

 

２０年１２月の国会議員選により２１年１月には与党

多数の国会が誕生することはほぼ間違いない状況。 

これにより制憲議会は役割を終えようとしているとい

うことだろう。 

 

とは言え、前述の通り「制憲議会」の本来の目的は「憲

法改定」だ。 

 

「憲法」は制憲議会が勝手に変えて良いものではなく、

新憲法の草案を公表し、投票を通じて憲法草案の是非を

国民に問う。賛成が過半数を占めるようであれば新憲法

が誕生することになる。 

 

現時点ではまだ可能性に過ぎないが、制憲議会は１２月

の国会議員選に併せて新憲法の是非を問う投票を実施

するのではないかとの噂が流れている。 

 

現在、野党は１２月の国会議員選に投票しないよう支持

者に求めている。野党支持者が投票しないということは、

反対に票を投じる人が少ないことを意味し、新憲法が可

決しやすいことを意味する。 

このタイミングで憲法改定選挙を実施する可能性は確

かにありそうだ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/943ced98f2d8cc967fe98d251bb97452.pdf
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「グアイド議長 ２１年も自分が暫定大統領」         

 

８月１８日 グアイド議長は「EFE 通信」のインタビュ

ーに応じ、１２月の国会議員選について、 

「我々は選挙棄権を訴えていない。なぜなら、マドゥロ

政権が１２月に呼びかけている政治イベントは選挙で

はないからだ。」 

と１２月の選挙を認めない姿勢を改めて示した。 

 

他、「政権交代には団結が必要」「制裁解除は移行政権の

発足が前提となる」とこれまでの主張を改めて繰り返し

た。 

 

また、２１年以降について 

「自由で公平な大統領選が実現するまで自身は暫定大

統領として活動する」 

と２１年以降も自身が暫定大統領を担う姿勢を示した。 

 

「最高裁  Tupamaro の幹部交代を命令」         

 

８ 月 １ ８ 日  最 高 裁 は 、 与 党 派 閥 に 属 す る 政 党

「Tupamaro（トゥパマロ）」の執行幹部の交代を命じた。 

 

新たな執行幹部は、国会補欠議員 の Williams José 

Benavides Rondón 氏。最高裁は Rondón 氏の指揮の下、

党役員を再組織するよう命じている。 

 

今年６月、「Tupamaro」のホセ・ピント党首が殺人に関

与した容疑で拘束されていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.459」参照）。 

 

党首不在を受けて、現在マドゥロ政権で交通相を務めて

いる「Tupamaro」のイポリト・アブレウ氏が党首を引

き継ぐと思われたが、最高裁の介入により Williams José 

Benavides Rondón 氏が執行役員に任命された。 

 

 

最高裁の決定を受けて「Tupamaro」の Ares Di Fazio 氏

は「Tupamaro」の公式ツイッターで今回の決定を拒絶

すると発表。街頭での抗議行動を実施すると呼びかけた。 

 

今回の流れを見る限り「Tupamaro」とマドゥロ政権が

対立関係にあったことは想像に難くなく、今となっては、

ホセ・ピント党首が本当に殺人に関与したことが理由で

逮捕されたのかも定かではない。 

 

なお、現在のところアブレウ交通相は今回の最高裁の決

定についてコメントを発表していない。 

 

 

（写真）Tupamaro 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b5c552377691f7da6438a09a9868931.pdf
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経 済                       

「ララ州知事 ガソリンスタンド事業者に支払要求」               

 

ララ州のカルメン・メレンデス知事は、少なくとも２１

のガソリンスタンド が１カ月半以上ガソリン代を

PDVSA に支払っていないと説明。不払いが続いている

ガソリンスタンドに対して査察を行うと述べた。 

 

「もはやガソリンは無料ではない。ガソリンスタンドは

ガソリンを購入し、支払いをしなければならない。 

もし PDVSA に支払いをしないのであれば、今後そのガ

ソリンスタンドにガソリンが来ることはないだろう。」 

と述べた。 

 

また、ガソリン給油待ちの行列についても 

「ガソリンを販売していない時にガソリン給油待ちを

させることは許可できない。」とし、営業時間外に給油

待ちをさせないようガソリンスタンド経営者に求めた。 

 

「不動産団体 各種手続きのデジタル化求める」         

 

「ベネズエラ不動産商工会」のフランシスコ・ロペス代

表は、マドゥロ政権に対して賃貸届け出の手続き、不動

産所有権の移転手続きなど各種行政手続きをデジタル

化するよう求めた。 

 

現在、ベネズエラは Covid-１９感染拡大防止のため司

法書士事務所は２週間のうち１週間しか活動が出来な

い。加えて、営業時間も短縮されている。 

 

また、カラカスなど Covid-１９感染が集中している都

市部の州では、ここ数カ月営業が許可されておらず、手

続きの遅延が深刻化しているという。 

 

また、Covid-１９による経済不況の最中で、不動産購入

は減っているものの、賃貸需要は増加していると述べた。 

 

「米民主党議員 制裁は政権交代に資さない」         

 

ムスリム人女性で初めて米国下院議員となった民主党

のイルハン・オマル氏は、テレビのインタビュー番組で

ベネズエラ問題について意見を聞かれると、 

 

「これまでに多くの政治家がベネズエラを支援しよう

とし、現在起きているベネズエラの荒廃した状況を作り

上げた。政権を変えるための個人攻撃と制裁による介入

は、ベネズエラにいる国民の助けにならない。また、米

国の利害にも資さない。」との見解を示した。 

 

オマル氏のコメントを受けて、制裁によるマドゥロ政権

の倒壊を求めるグループがソーシャルメディアで 

「このムスリム人議員は、ベネズエラ人はチャビスタと

キューバ政権下で生きなければいけないと考えている。

あなたの信仰心は強権者にあるのか？自由と自由のた

めの戦いを知っているのか？」 

 

「彼女は自分が言っていることを理解していない。彼女

が考えているベネズエラの現在は誤っている。ベネズエ

ラは社会主義、ポピュリズムのせいで倒壊した。」 

など、強い非難を展開した。 

 

 

（写真）@Michael Welling 

以上 


