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（写真）Maduradas “４月２０日 マドゥロ政権 ファルコン州・カラボボ州で麻薬取締オペレーション実施” 

 

 

２０２０年４月２０日（月曜） 

 

政 治                     

「麻薬密売で PDV Marina 職員免職・企業家逮捕 

～マドゥロ政権によるしっぽ切りの可能性～」 

「クーデター計画で軍人１８名逮捕か」 

経 済                     

「WTI 先物マイナスに ベネズエラ原油は影響低」 

「CENDAS-FVM ３月物価は先月比１３．６％増」 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率△１８％減」 

「ガソリン不足で農産品を輸送できない」 

社 会                    

「亡命離反軍人 グアイド政権に支援求める」 

２０２０年４月２１日（火曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染確認者２８８名、死者１０名 

～ヌエバエスパルタ州は４時以降の外出禁止～」 

「ヌエバエスパルタ州の野球学校 

～軍部の影響力により運営が続いていた～」 

「ロイター 与野党協議の再開を報じる」 

経 済                    

「OFAC 米石油事業者のライセンス修正 

～資産維持のための活動継続を許可～」 

「Conindustria ４００社が閉鎖、７１％生産減」 

「ガソリン不足で乳製品の国内自給率が低下」 
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２０２０年４月２０日（月曜）             

政 治                       

「麻薬密売で PDV Marina 職員免職・企業家逮捕     

  ～マドゥロ政権によるしっぽ切りの可能性～」       

 

４月２０日 ファルコン州で PDVSAの海運会社「PDV 

Marina」の複数の職員が免職させられた。 

 

Luis Borjas 記者によると、「PDV Marina」の船舶を麻

薬密売に使用した容疑だという。 

 

Borjas 記者が関係者から入手した情報によると、「PDV 

Marina」職員が密売しようとした麻薬は、Chiche Smith

氏がリーダーを務める麻薬密売組織のもの。 

 

同密売組織は、数日前に米国軍がクラサオ・アルーバで

押収したコカインの取引に関係していたという。 

 

その際、米国軍に拘束された麻薬密売グループは、今回

の密売とマドゥロ政権との関係を証言しているようだ。 

 

具体的に挙がっている名前は、ファルコン州のビクトー

ル・クラーク知事、マドゥロ大統領の妻のシリア・フロ

ーレス氏、フローレス氏の従兄弟にたるエリック・マル

ピカ・フローレス氏、マドゥロ大統領の息子だという。 

 

 

（写真）Luis Borjas 記者 

“ファルコン州での麻薬摘発の背景を告発” 

 

「PDV Marina」職員の他、パラグアナ半島の企業家

Hector Martinez Smith 氏らも麻薬密売の容疑で拘束さ

れたという。 

 

同人物は、この地域では有名な企業家で慈善団体

「Fundacion Carmen Virginia Martinez」を組織し、２

年程前から地域の貧困層に生活物資を寄付するなど慈

善活動を行っており、地域住民から「Carirubana の保護

者」と呼ばれていたという。 

 

Smith 氏の拘束を受けて、パラグアナ半島「Carirubana」

地区の住民らは、Maraven 地区の軍部施設に向かい

Sumith 氏の解放を求めたと報じられている。 

 

 

（写真）El Pitazo 

“Smith 氏の解放を求める Carirubana 地区の住民” 

 

また、カラボボ州でも麻薬取締が行われた。麻薬取り締

まりの陣頭指揮を執っているのは、カラボボ州のラカバ

知事ではあるが、ラカバ知事自身が（マドゥロ大統領の

関与の下で）麻薬取引に関与しているとの訴えも報じら

れている。 

 

今回の一連の取り締りは、マドゥロ政権が「トカゲのし

っぽ切り」をしたのではないかとの噂も流れている。 
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「クーデター計画で軍人１８名逮捕か」         

 

Jesus Martinez 記者は自身のツイッターで、 

「Morillo Rubio Dixar 大将と１７名の軍人が、ミランダ

州の「Puerto Morocha」４４１部隊の武器を盗もうとし

たとして逮捕された。彼らはマドゥロ政権へのクーデタ

ーを計画していたという。」 

と投稿した。 

 

Angel Vera 記者もミランダ州ロス・テケスで軍人がク

ーデターを計画していたと投稿しており、前述の事件と

同じものと思われる。 

 

現在のところ、マドゥロ政権側からクーデターが行われ

たとの正式な発表は確認できていない。 

 

 
（写真）Jesus Martinez 記者ツイッター 

 

経 済                        

「WTI 先物マイナスに ベネズエラ原油は影響低」           

 

４月２０日 WTI 原油先物市場で、期近５月物が一時

△３７．６ドル／バレルと史上初めてのマイナス価格を

付けた（マイナス価格は一時的なもので、現時点ではプ

ラスの水準に回復している）。 

 

 

この異常事態について、ベネズエラ産原油に大きな影響

が生じるかと言えば、基本的に影響はないようだ。 

 

ベネズエラ中央大学のラファエル・キロス教授によると、

WTI 原油は米国国内の原油であり、アジアや欧州に原

油を輸出するベネズエラには直接的な影響はないとい

う。 

 

なお、キロス教授によると現行の原油価格から想像する

とベネズエラ原油の現在の価格は１バレル７．４ドル程

度ではないかと指摘している。 

 

「CENDAS-FVM ３月物価は先月比１３．６％増」                  

 

４月１７日 物価調査団体「CENDAS-FVM」は、２０

年３月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送るの

に必要な金額）を発表した。 

 

なお、ベネズエラには「CENDAS」と「CENDAS-FVM」

という２つの物価調査団体が存在する。 

「CENDAS-FVM」の方が、所得水準が比較的高いグル

ープの物価調査となっている。 

 

「CENDAS-FVM」によると、２０年３月の基礎食料費

は先月比１３．６％増の BsS.３，０２２万２，３９２．

４５。 

 

１９年３月～２０年３月の１２カ月間の累計インフレ

率は１，８４２．５％となる。 

 

現行の最低賃金は月額 BsS.２５万なので、最低賃金の

１１２倍が必要。 

 

法定福利の食料補助（月額 BsS.２０万）を含めた実質最

低賃金でも６７倍も必要になる。 
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以下は１９年３月～２０年３月の基礎食料費の推移。 

 

 

 

「CEPAL ベネズエラの GDP 成長率△１８％減」         

 

国連「ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC、西

語で CEPAL）」は、ラテンアメリカ地域の２０年経済成

長率（予測値）を公表した。 

 

新型コロナウイルス（以下、Covid-１９）の影響を受け

て、ラテンアメリカ地域全体の GDP 成長率は前年比△

５．３％になると予想。 

 

ベネズエラについては、同△１８％減とした。 

 

他国については、メキシコが同△６．５％、アルゼンチ

ンが同△６．５％、エクアドルが同△６．５％、ニカラ

グアは同△５．９％、ブラジルが同△５．２％、コロン

ビアが同△２．６％、パナマが同△２．０％だった。 

 

 

「ガソリン不足で農産品を輸送できない」                  

 

ファルコン州のパプリカ生産者が、「輸送用のガソリン

がないために生産物を売りにいけない」と訴える映像が

流れている。 

 

ベネズエラは、深刻なガソリン不足にある。 

 

農業団体は、肥料がないために来期の農産品が生産でき

ないと訴えている（「ベネズエラ・トゥデイ No.432」）。 

 

ガソリン不足により生産物の輸送さえも出来なくなれ

ば国内の食糧不足は一層深刻になりそうだ。 

 

社 会                        

「亡命離反軍人 グアイド政権に支援求める」           

 

１９年２月、グアイド政権が、コロンビア・ブラジルの

国境からベネズエラに人道支援物資を搬入しようとし、

マドゥロ政権と衝突したことがあった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.257」参照）。 

 

当時、マドゥロ政権側として国境を守っていた一部の軍

人は反旗を翻し、コロンビア側に亡命していた。 

 

その亡命軍人らは、コロンビアのラジオ番組「RCN 

Radio」に出演。Covid-１９での生活困窮を理由にグア

イド政権への支援を求めた。 

 

「ククタには５００名超の元軍人がいる。我々は様々な

仕事をして何とか生計を立てていた。しかし、Covid-１

９で自宅隔離措置を命じられており、生活が出来ない。 

コロンビア政府とグアイド政権に支援を求める。 
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グラフ： 基礎食料費の推移（１９年３月～２０年３月）

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：百万BsS） （単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2036c7220034b453c96cb9b524ed3173.pdf
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コロンビア政府もグアイド政権も我々を支援しようと

いう意志を感じない。自宅に待機しろと命じるのは簡単

だが、この状況では我々は生きていくことが出来ない。」 

と訴えた。 

 

２０２０年４月２１日（火曜）              

政 治                        

「Covid-１９感染確認者２８８名、死者１０名      

 ～ヌエバエスパルタ州は４時以降の外出禁止～」        

 

４月２１日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

数は２８８名、死者１０名となっている。 

 

４月１９日時点でのCovid-１９感染確認者は２５６名。 

 

４月２０日には２９名の感染が確認され、２８５名。 

また、死者１名が増え、Covid-１９による死者は合計で

１０名に増えた。 

 

２１日に新たに３名の感染が確認され、２８８名となっ

ている。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.434」で、ヌエバエス

パルタ州の野球学校で２０名の集団感染が確認された

との記事を紹介した。 

 

翌２０日には２９名の感染確認が発表されたが、そのう

ちの２１名はヌエバエスパルタ州での感染。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、ヌエバエスパルタ州

で感染が急激に拡大しているとして、同州全域に外出禁

止令を発令。１０時～１６時までは生活物資の購入など

のため外出は出来るが、それ以外の時間の外出を禁止す

ると発表した。 

 

 

 

外出禁止措置は４月２１日までとしているが、その後も

継続する可能性はありそうだ。 

 

「ヌエバエスパルタ州の野球学校            

  ～軍部の影響力により運営が続いていた～」           

 

ヌエバエスパルタ州での集団感染について、マドゥロ政

権は、集団感染を起こした野球学校「Robert Vahlis 

Academy」の継続を許可していたヌエバエスパルタ州知

事（野党「行動民主党（AD）」所属のアルフレド・ディ

アス知事）に責任があると主張。 

 

検察庁に対して集団感染に至った経緯を捜査するよう

要請しており、州の感染対策担当職員や「Robert Vahlis 

Academy」の学校幹部らが拘束されている。 

 

他方、野党側は「Robert Vahlis Academy」が運営を継続

していた理由は、同学校に軍人の息子が多く通っており、

軍部の影響力で学校の運営が続いていたと主張してい

る。 

 

オスカル・ロンデロス議員は、「グロボビシオン」のイ

ンタビュー番組に出演。 

 

「「Robert Vahlis Academy」には軍人の息子が複数通っ

ており、保護を受けていた。 

 

軍部は緊急事態令が施行されているにもかかわらず、マ

ルガリータ島にプライベート機を入島させ、Covid-１９

を持ち込む原因を作った。 

 

ヌエバエスパルタ州で与党側の Covid-１９対策を務め

ていたダンテ・リバス氏が今回の集団感染を引き起こし

た主犯格で、ディアス知事への訴えはマドゥロ政権が責

任を押し付けるためのものだ。」 

と指摘した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
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「ロイター 与野党協議の再開を報じる」         

 

４月２１日 ロイター通信は、与野党関係者７名から入

手した情報として、マドゥロ政権とグアイド政権の代表

が交渉を再開していると報じた。 

 

交渉の主なテーマは、 

「Covid-１９感染が拡大する中で、どのようにベネズエ

ラ国民の生活を守ることが出来るか」 

にあるようで、現状に対する深刻な懸念は与野党ともに

一致しているという。 

 

ただし、与党側は、政権の存続を前提として野党と対話

をしているという。 

 

関係者によると 

「２つのグループがある。１つ目のグループは、マドゥ

ロが Covid-１９に乗じてグアイド政権の勢いを失墜さ

せることが出来ると考えている。２つ目のグループは

Covid-１９危機下でマドゥロ政権を倒壊させることが

出来ると考えている。 

 

グアイド政権もマドゥロ政権も Covid-１９対策として

更に支援を得ることを求めている。現時点では与野党は

個人として交渉に臨んでいる。」 

という。 

 

なお、ロイター通信は、与野党関係者がいつから、どの

ように交渉をしているのかは分かっていないと報じて

いる。 

 

今回の報道について、グアイド議長は自身のツイッター

で 

 

 

 

 

「偽情報だ。民主的グループは見解が統一している。

我々はベネズエラを救う合意のみを結ぶ。それ（ベネズ

エラを救う合意）は、麻薬政権を排除した国家緊急政府

の発足だ。これにより外国から人道支援を受け入れるこ

とが出来る。」と与野党交渉の存在を否定している。 

 

 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.434」でも触れ

たが、マドゥロ政権は、外国政府がグアイド政権に対し

て人道支援を送ることも容認するようなスタンスを示

している。 

 

このスタンスの変化は与野党の水面下の交渉によるも

のと想像している。 

 

経 済                       

「OFAC 米石油事業者のライセンス修正       

   ～資産維持のための活動継続を許可～」            

 

４月２１日 米国外国資産管理局（OFAC）は、ベネズ

エラで石油事業を行う米国企業５社（「Chevron」

「 Haliburton 」「 Schlumberger 」「 Baker Huges 」

「Weatherford International」）のライセンスを更新した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d185e74c2ffcf0d22f7e0bc2f88b862b.pdf
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同ライセンスは４月２２日に失効予定だったが、今回の

更新により１２月１日まで延長された。 

 

ただし、今回のライセンスでは、前回のライセンスより

活動内容が具体的に定められている。 

 

上記ライセンスで許可されている活動は、 

・ベネズエラの資産を保護するため、安全を確保するた

めに必要な活動。 

・従業員の安全を保障するための活動。 

・役員らとのミーティングへの参加。 

・許可された第三者への送金行為。 

 

また、ライセンスが禁止している活動は 

（１）掘削、ベネズエラ原油の購入・販売・輸送行為 

（２）（１）にかかる保険・再保険 

（３）ベネズエラのインフラの設計・建設・設置・補修・

設備向上を目的とした財・サービスの購入 

（４）安全対策以外の新たな従業員の雇用 

（５）PDVSA あるいは PDVSA が間接・直接的に５０％

超の株式を保有する企業への配当金の支払い 

などが禁止されている。 

 

「Conindustria ４００社が閉鎖、７１％生産減」         

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」は、１９年第

４四半期の加盟企業へのアンケート調査の結果を公表

した。 

 

同調査によると、約４００社が１９年中に事業を閉鎖し

たという。事業閉鎖の理由については、「需要減少」「融

資の縮小」「税金が高い」「不平等な条件」「輸入品との

競争」などが理由としている。 

 

また、中小企業の５０％は１９年第４四半期中に「投資

を全くしなかった」と回答したという。 

 

また、回答企業の７０％は「前年同期よりも販売が減少

した」と回答。特に中小企業の方が、販売の減少が大き

いという。通常だと、１０月～１２月期は他の時期より

も販売が大きくなる傾向にあり、特に深刻としている。 

 

また、回答企業の７１％は「前年同期よりも生産が減少

した」と回答した。回答企業の平均工場稼働率は２１％

だったという。 

 

「ガソリン不足で乳製品の国内自給率が低下」              

 

「ラゴ流域畜産連名（Fegelago）」のヘラルド・アビラ代

表は、現地メディア「Cronica Uno」に記事を投稿。乳

製品業者の状況に危機感を示した。 

 

アビラ代表によると、ガソリン不足によりスリア州の乳

製品生産が低下しているという。 

 

現在、ガソリンは闇市場で、ドル建てで購入するのが一

般的になっており、価格は１リットル当たり４ドルだと

いう。この輸送コストの上昇は企業にとって深刻で、生

産の障害となっていると指摘した。 

 

また、現在の乳製品の国内自給率は３０％弱だが、昨今

の生産低迷を受けて自給率はさらに下がるとしている。 

 

以上 


