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（写真）大統領府 “７月７日 パドリーノ・ロペス国防相、レミヒオ・セバジョ CoeFanb 長官の留任が決定” 

 

 

２０２０年７月６日（月曜） 

 

政 治                     

「人権団体 HRW 代表 大衆意志党を批判 

～エルサルバドルを独裁政権にしようと画策～」 

経 済                     

「カルドン製油所で火災発生 

～ガソリン生産に影響無し？～」 

「野党国会 PDVSA 並行役員を任命 

～急進野党 CITGO 手形発行の説明求める～」 

「インフォーマルセクターの労働者が増加」 

社 会                     

「カラカス・１３州で一斉停電 翌日も復旧せず」 

２０２０年７月７日（火曜） 

 

政 治                    

「最高裁 大衆意志党の再組織を命令」 

「エルマン・アレマン議員 Covid-１９で逝去」 

「ロペス国防、セバジョ CoeFanb 長官ら留任」 

「スイス マドゥロ政権高官ら１１名に制裁」 

経 済                    

「DHS マドゥロ政権向け輸出を摘発」 

「最高裁 州・市への納税を９０日間免除」 

「PDVSA キューバへガソリンを輸出」 

社 会                     

「ENCOVI ベネズエラはアフリカ貧困国並み」 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年７月６日～７月７日報道               No.４６８  ２０２０年７月８日（水曜） 

2 / 7 

 

２０２０年７月６日（月曜）             

政 治                       

「人権団体 HRW 代表 大衆意志党を批判        

 ～エルサルバドルを独裁政権にしようと画策～」       

 

人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ（以下、HRW）」

のホセ・ミゲル・ビバンコ代表は、「La Gran Aldea」の

取材に対応し、「大衆意志党（VP）」がエルサルバドルの

Nayib Bukele 政権に政策アドバイスをしていたと主張。 

 

ビバンコ HRW 代表によると、Nayib Bukele 大統領は、

エルサルバドルに独裁政権を布こうとしており、ロペス

VP 党首・グアイド議長ら VP のアドバイザーが助言を

していたと説明した。 

 

「レスター・トレド議員やファン・カルロス・グティエ

レス弁護士など大衆意志党のグループがポピュリスト

のリーダーを支援していたことが発覚した。 

ベネズエラで迫害にあい国を追われた彼らがポピュリ

スト政権を支援するとは信じられない。 

 

彼らには大きな矛盾が存在している。ファン・グアイド

氏とレオポルド・ロペス氏は本件について説明をしなけ

ればならない。ベネズエラの野党には重大な信頼性の問

題がある。」 

と述べた。 

 

HRW は、これまでグアイド政権を支持し、マドゥロ政

権を非難してきた。 

 

筆者がこれまでベネズエラ政治を見てきた中で感じる

ことは、「政治にとって事実はあまり重要ではない」と

いうことだ。 

 

 

 

ビバンコ代表が指摘するように Nayib Bukele 政権が独

裁政権なのかは筆者には分からない。 

 

また、VP が Nayib Bukele 政権に独裁的な政策を助言し

ていたのかも分からない。 

 

Nayib Bukele 政権が独裁政権かどうかは一般大衆がそ

のように認識するかどうかにかかっている。そして、一

般大衆が Nayib Bukele 政権を独裁政権と認識するかど

うかはメディアの報じ方で変わる。 

 

情報発信力の強い複数のメディアが自国の政権を独裁

政権に仕立て上げようと思えば、どの国でも独裁政権に

する（一般大衆に独裁政権と認識させる）ことができる

だろう。 

 

つまり、事実（一般大衆の認識）はメディアの報じ方に

より誘導できるということだ。 

 

今回のビバンコ代表の発言で重要なのは、 

「VP が独裁政権を支援していたかどうか」 

ではなく、ビバンコ代表が 

「VP の信頼性を落とす意思を持って『VP が独裁政権

を支援していた』と発言したこと」だ。 

 

ここにきてビバンコ代表がグアイド政権を非難し始め

たのには意味があると考えるべきで、誰かの意志があっ

たと考えるのが妥当だろう。 

 

なお、HRW は米国の非政府団体ではあるが、米国政府

の意思とは限らない。 

 

HRW へ多額の寄付をしている急進野党に近いベネズエ

ラ関係者の意思かもしれない。 
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経 済                        

「カルドン製油所で火災発生             

      ～ガソリン生産に影響無し？～」           

 

６月６日 ファルコン州パラグアナ半島にあるカルド

ン製油所で火災が発生した。 

 

ファルコン州のビクトール・クラーク知事は、火災は鎮

静化し、けが人はいなかったと発表。また、カルドン製

油所に目だった被害はなく、製油所は稼働を継続してい

ると説明した。 

 

一方、匿名の関係者によるとカルドン製油所では日量１．

５万～３万バレルのガソリンを生産していたが、火災発

生を受けて製油所の稼働は停止したという。 

 

 

（写真）Lenin Danieri 記者ツイッター 

 

 

 

 

「野党国会 PDVSA 並行役員を任命         

 ～急進野党 CITGO 手形発行の説明求める～」         

 

（７月７日の記事だが、スペースの都合上７月６日に記

載している） 

 

７月７日 野党国会は José Ramón Pocaterra Esparza 氏

を PDVSA の役員に任命することを承認した。 

 

５月にグアイド政権側の PDVSA 役員が２名辞任した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.446」「No.448」参照）。 

 

６月に新たに Horacio Fernandez 氏を PDVSA 役員に任

命したが、７月２日に Gustavo J. Velásquez 氏が辞任を

表明していた。 

 

今回の人事は、これらの欠員を補充したものと言える。 

 

なお、Horacio Fernandez 氏を PDVSA 役員に任命する

にあたり急進野党の議員で構成される「７月１６日グル

ープ」は、賛成に票を投じなかった。 

 

理由は CITGO の運営の透明性が確保されていないた

め。 

 

特に６月に CITGO が発行した２５年満期の１１億２，

５００万ドルの私募債について、誰が購入したのかなど

詳細が明らかになっていないと指摘。 

 

PDVSA 役員に対して CITGO 私募債発行の経緯、詳細

を説明するよう求めた。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67abeb20f39b6141a534390595fea5bf.pdf
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「インフォーマルセクターの労働者が増加」                  

 

非政府系団体「Encovi」は、ベネズエラの労働実態に関

するアンケートを公表。 

 

同アンケート調査によると、ベネズエラの労働人口の５

６％が就労しており、４４％は就労をしていないという。 

 

就労をしていない４４％のうち、４９％は家事に従事。

１９％は大学など学業に従事。１５％は退職し、年金を

受給しているという。 

 

また、５６％の就労者の中でもインフォーマルセクター

の労働者が増加しているという。 

 

Encovi が１４年に実施した調査では、フォーマルセク

ターの労働者は６２％いたが、１９年には４６％に減少。 

 

一方、インフォーマルセクターの労働者は１４年に３

１％だったが、１９年には４５％に増加したという。 

 

他、就労者を性別で分けると男性の就業率は７１％。 

女性の就業率は４３％となっている。 

 

社 会                        

「カラカス・１３州で一斉停電 翌日も復旧せず」            

 

７月６日 カラカスを含む少なくとも１３州で一斉停

電が起きた。 

 

停電が確認されたのはカラカス、ミランダ州、カラボボ

州、ポルトゥゲサ州、グアリコ州、ラグアイラ州、ララ

州、タチラ州、スリア州、バリナス州、アプレ州、トゥ

ルヒージョ州、アラグア州、メリダ州。 

 

 

 

カラカスのエルアティージョ市、スリア州のマラカイボ

市、カラボボ州のバレンシア市など一部都市では翌７日

も停電が続いた。 

 

なお、野党国会が定期的に行っているアンケート調査に

よると、「電力供給に問題がある」との回答（７月６日

時点）は全体の９２．６％に上っている。 

 

 

（写真）国家通信センター（野党） 

 

２０２０年７月７日（火曜）               

政 治                        

「最高裁 大衆意志党の再組織を命令」          

 

７月７日 最高裁は、現在の「大衆意志党（VP）」役員

の解任を命令。 

 

また、ホセ・グレゴリオ・エルナンデス議員を VP の党

首、ギジェルモ・アントニオ・ルセス氏を筆頭秘書官、

ルシア・アンヘラ・パチェコ氏を秘書官にすると決定し

た。 
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ホセ・グレゴリオ・エルナンデス議員は、与党国会の第

２副議長を務めている人物。 

 

元々VP の党員だったが、パラ議長を支持したことや、

CLAP 汚職の疑惑を理由に VP を除名されていた。 

 

主要野党は最高裁の決定を非難。 

 

レオポルド・ロペス党首は自身のツイッターで 

「独裁者は VP を奪おうとしている。彼らは不正選挙を

行い、政治家を迫害し、不当に拘束し、今回は犯罪集団

の支援を受けた裏切り者を利用している。 

 

大衆意志党という組織は、独裁者が決めるものではない。 

 

政治犯や外国にいる亡命者、戦いの中で亡くなった人々

などベネズエラのために戦ってきた我々の記憶に存在

する。」 

と投稿した。 

 

また、１２月６日の国会議員選については不当な選挙で

あると主張。不正選挙を認めないためにも選挙には参加

しないとの姿勢を改めて示した。 

 

「エルナン・アレマン議員 Covid-１９で逝去」           

 

７月７日 コロンビアに亡命していた「行動民主党

（AD）」のエルナン・アレマン議員が亡くなった。 

 

６月２８日 アレマン議員はツイッターで Covid-１９

に感染したことを明らかにしていた。 

 

アレマン議員は、２０年５月に起きた「Gedeon オペレ

ーション」について、クリベル・アルカラ元軍人と「Sliver 

Corp USA」のジョーダン・ゴドレウ氏らが中心に計画

していたものだと説明。 

 

しかし、アルカラ氏が米国に拘束されて以降、計画が別

のものに変わったと主張していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.445」参照）。 

 

アレマン議員は、アルカラ氏の拘束と拘束後に誰が

「Gedeon オペレーション」を実行したのかなど全容を

解明すると誓っていたが、目的を達成する前に亡くなっ

てしまったことになる。 

 

 

（写真）アレマン議員ツイッター 

“Covid-１９感染を報告した際のアレマン議員” 

 

「ロペス国防、セバジョ CoeFanb 長官ら留任」         

 

７月７日 マドゥロ大統領は軍人高官の役職交代、留任

を発表した。 

 

主要な役職者は以下の通り。 

 

・パドリーノ・ロペス国防相（留任） 

・レミヒオ・セバジョ CoeFanb 長官（留任） 

・ファビオ・サバルセ国家防衛軍総司令官（留任） 

・マニュエル・ベルナル民兵軍司令官（留任） 

・エルナンデス・ラレス陸軍総司令官 

（アレクシス・カベジョ氏から交代） 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
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・ホセ・ラファエル・シルバ空軍総司令官 

（ペドロ・ジュリアック氏から交代） 

・セランテス・ピント海軍総督 

（ジュセッペ・アレサンドレジョ氏から交代） 

 

パドリーノ・ロペス国防相は１４年１０月から同職に付

いており、マドゥロ政権内で最も長く同じ役職を続けて

いる高官になる。 

 

「スイス マドゥロ政権高官ら１１名に制裁」         

 

７月７日 スイス政府は、マドゥロ政権高官および与党

国会の議長を務めるルイス・パラ議員らに制裁を科した。 

 

これまでスイスは欧州連合の制裁措置を追随する形で

制裁を科している。 

 

今回の制裁は６月２９日に欧州連合が科した制裁をス

イスでも適用したものになる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.465」参照）。 

 

なお、英国は２０年１月末に EU から正式に離脱してい

るが、英国政府も前述の１１名への制裁を有効にすると

発表している。 

 

経 済                       

「DHS マドゥロ政権向け輸出を摘発」            

 

米国国土安全保障省（DHS）は、フロリダ州フォートロ

ーダーデール港からベネズエラに向けて輸出される予

定だった８１台の自動車を押収した。 

 

報道によると、押収した自動車はマドゥロ政権の国家警

察が使用する予定だったという。押収した８１台の自動

車は３２０万ドルに相当するという。 

 

 

自動車を押収したのは６月１６日。 

 

輸出者は虚偽の申告をし、輸出を試みたが DHS の汚職

捜査グループが捜査を実施した結果、マドゥロ政権向け

の輸出であることが発覚したという。 

 

米国はベネズエラの民間セクター向けの輸出は制限し

ていないが、輸出に当たって事前にこのような調査が行

われているということだろう。 

 

「最高裁 州・市への納税を９０日間免除」         

 

最高裁は、全ての市税・州税の支払いを９０日間免除す

ると決定した。 

 

また、アイサミ経済担当副大統領に対して州知事、市長

らと協議を行い税金支払いについて調整をするよう命

じた。 

 

「PDVSA キューバへガソリンを輸出」              

 

カラボボ州の現地紙「Carabobeno」は、７月５日に

「Sandino」という船舶がガソリンを積んでエルパリー

ト製油所を出港し、キューバに向かったと報じた。 

 

イランからガソリンを調達した後も、しばらくの間はガ

ソリン不足に関する報道が多く見られたが、ガソリンス

タンドの営業を２４時間にするよう制度を変えてから

はガソリンの行列が解消し、ガソリン不足に関する報道

は少なくなっていた。 

 

しかし、最近では再びガソリン給油のための行列が散見

されるようになっており、ガソリン不足の懸念が再燃し

始めているという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3ec0c8ccb89e1e70c16ddfa47175085c.pdf
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この報道について、「第一正義党（PJ）」のフリオ・ボル

ヘス幹事長は 

「GOLD を犠牲にガソリンを調達し、ベネズエラ人へ

のガソリン供給を制限する最中、政権はキューバにガソ

リンを送っていることは容認できない。 

 

キューバ政府はベネズエラの富を収奪することにしか

関心がない。故に彼らはベネズエラの政権移行を妨害す

る。」と投稿した。 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス幹事長ツイッター 

 

社 会                       

「ENCOVI ベネズエラはアフリカ貧困国並み」            

 

「ENCOVI」は、ベネズエラ人の生活状況に関するアン

ケート調査の結果を公表した。 

 

「Encovi」は、現在のベネズエラの状況について、アフ

リカの貧困国並みとしている。 

 

主な調査内容は次の通り。 

 

 

１．「国内総生産（GDP）」はこの５年で７０％下落した。 

 

２．ベネズエラ国民の９６．３％は貧困。 

 

３．６３．９万人の子供（５歳以下）は栄養失調。 

 

４．ベネズエラの６８％は一日２，０００カロリー以下

しか摂取できていない。 

 

５．ベネズエラ人の平均賃金は１日当たり０．７２ドル。 

 

６．この５年間で４００万人の人口が流出した。 

 

７．幼児死亡件数は１，０００人当たり２６名で、１９

８５年～９０年の状況に戻った。 

 

 

以上 


