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（写真）@victoramaya “「Scale Capital」ベネズエラでの「DirecTV」放送サービスを再開” 

 

 

２０２０年８月１４日（金曜） 

 

政 治                     

「行動民主党（AD）事務所 再び襲われる」 

経 済                     

「DirecTV 新会社が放送サービスを再開 

～米国の制裁対象テレビは放送されず～」 

「ポンペオ国務長官 タンカー差押を発表 

～ロウハニ大統領 イランのものではない～」 

「ガソリン調達手段途絶える 

今後ベネズエラは慢性的にガソリン不足」 

社 会                     

「Caritas 国民の１７％は栄養失調」 

2020 年 8 月 15～16 日（土・日） 

 

政 治                    

「３０カ国 移行政権の発足を求める 

～経済制裁は移行政権の進捗に応じて緩和～」 

「１７日から Covid-１９隔離措置」 

経 済                    

「石油商工会 PDVSA に新ビジネスモデル提案 

～小規模製油所の設置、民間企業の燃料輸入～」 

「ガス漏れで PDVSA 労働者が死亡？ 

～エルパリート製油所は日量３．５万バレル～」 

「ゲラ議員 CITGO からのガソリン輸入提案」 

「アルコール業界 営業再開を求める」 
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２０２０年８月１４日（金曜）             

政 治                       

「行動民主党（AD）事務所 再び襲われる」       

 

８月１４日 カラカスのエル・バジェ地区にある「行動

民主党（AD）」の事務所が武装集団に襲われた。 

 

また、８月１６日にはアマゾナス州の AD 事務所も襲わ

れた。 

 

８月９日にはカラカスのエル・パライソ地区、ラ・フロ

リダ地区の AD 事務所が武装集団に襲われ、占拠された

（「ベネズエラ・トゥデイ No.483」参照）。 

 

マドゥロ政権側の最高裁から AD 執行役員に任命され

たベルナベ・グティエレス氏は、８月９日の AD 事務所

占拠について自身の関与を認めている。 

 

今回のエル・バジェ地区、アマゾナス州の AD 事務所を

襲ったグループとグティエレス氏との関連はまだ確認

されていない。 

 

 

（写真）行動民主党ツイッター 

“エル・バジェ地区の AD 事務所を襲う武装集団” 

 

 

経 済                        

「DirecTV 新会社が放送サービスを再開        

   ～米国の制裁対象テレビは放送されず～」           

 

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

の事業を引き継ぎベネズエラ国内で有料サービス事業

を再開すると発表した。 

 

２０年５月 「DirecTV Venezuela」は、米国の制裁

（「Globovision」など制裁対象企業の番組を放送しては

いけない）とベネズエラ国内法（通信当局は放送する番

組を指定できる。指示に従わない場合、放送ライセンス

をはく奪することも可能）の板挟みにあい、最終的にベ

ネズエラでの事業を停止していた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.447」参照）。 

 

「Scale Capital」の発表によると、「DirecTV Venezuela」

を買収することで「DirecTV Latin America LLC」と合

意したという。 

 

「Scale Capital」の社長は Jacopo Bracco 氏。 

マイアミ在住の企業家で２００４年～１５年まで

「DirecTV Panamericana」の社長を務めていた人物。 

 

また、「Scale Capital」はベネズエラ事業の新たな社長と

して、Alexander Elorriaga 氏を任命。Alexander Elorriaga

氏 は ０ ６ 年 １ ０ 月 ～ １ ３ 年 ４ 月 ま で 「 DirecTV 

Venezuela」の社長を務めていた人物でベネズエラでの

「DirecTV」事業を熟知している。 

 

マドゥロ政権も「Scale Capital」への事業移行を認めて

お り 、 事 業 撤 退 の 発 表 後 に 拘 束 し た 「 DirecTV 

Venezuela」の役員２名を解放した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e16b53eb838b10dbb53deaceefa71222.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a08285bce769b3dd40f61829b4ea14db.pdf
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なお、マドゥロ大統領は全てのテレビ局が自由に報道を

出来ることを願うと述べたが、報道によると米国政府が

制裁対象としている「Globovision」「PDVSA TV」の番

組は、再開後は放送されないようだ。 

 

「Scale Capital」の発表によると、有料放送は既に再開

しておりデコーダーとアンテナが有効であれば既に視

聴可能だという。また、９０日間は無料で視聴可能とし

ている。 

 

「ポンペオ国務長官 タンカー差押を発表        

  ～ロウハニ大統領 イランのものではない～」         

 

８月１４日 米国のポンペオ国務長官は、ベネズエラに

ガソリンを輸出しようとしていたイランのタンカーを

差し押さえたと発表した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.484」にて、既に報道ベー

スで本件は報じられていたが、ポンペオ国務長官が公表

したことで、事実であることが確認された。 

 

ポンペオ国務長官は 

「司法省は、マドゥロ政権に送ろうとしていた違法なイ

ラン産ガソリンを差し押さえた。このガソリンの資金は

テロリストの手に流れる代わりに、米国テロ被害者支援

基金に流れる。」 

と投稿した。 

 

 

（写真）ポンペオ国務長官ツイッター 

 

ポンペオ国務長官が言及した「米国テロ被害者支援基金」

に対して筆者は不信感がある。 

 

２０年７月、「FARC に拘束されていた米国人３名の賠

償金をアイサミ経済担当副大統領のテスタフェロであ

るサマーク・ロペス氏の資産から支払う」という記事が

あった（「ベネズエラ・トゥデイ No.467」参照）。 

 

ロペス氏の汚職資産のほとんどは、チャベス政権下での

石油産業との癒着で築いたもののはずだが、コロンビア

で FARC に拘束された米国人被害者の賠償金に充てら

れるという。 

 

これは、ベネズエラの汚職で差し押さえたベネズエラの

資産をコロンビアで FARC が起こした事件の賠償金支

払いで使用することを意味する。 

 

今回、差し押さえを受けたイラン産ガソリンは、マドゥ

ロ政権が中央銀行の GOLD と引き換えに購入したもの

で、ベネズエラの資産だ。 

 

FARC 被害者への賠償金のようにベネズエラの資産が

ベネズエラとは関係ない案件のために使用されること

が懸念される。 

 

なお、８月１６日 イランのロウハニ大統領は、タンカ

ー差押について 

「米国は４隻のイラン船舶の差し押さえについて虚偽

の発表をした。差し押さえたのはイラン籍の船ではない

し、イラン産のガソリンでもない。今回の嘘は国連国家

安全保障会議での米国の失態を隠すためのものだ。」 

との見解を示した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/87576ee7a0411ac676db493287b1424b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年８月１４日～８月１６日報道            No.４８５   ２０２０年８月１７日（月曜） 

4 / 7 

 

「ガソリン調達手段途絶える                

  今後ベネズエラは慢性的にガソリン不足」                  

 

米国によるイラン産ガソリンの差し押さえによりベネ

ズエラのガソリン不足は一層深刻化する懸念が広がっ

ている。 

 

ベネズエラ人経済学者ルイス・オリベロ氏は、 

「差し押さえの前例が出来れば、今後もイランからガソ

リンを輸出することは困難になる。」 

との見解を示し、 

「制裁が続く限りベネズエラに対してガソリンを輸出

しようとする国はなく、イランからのガソリン輸出が期

待できなければ、ベネズエラは慢性的なガソリン不足に

陥る」 

と述べた。 

 

また、制裁が政権交代につながるという主張を疑問視。 

 

「ベネズエラは、既に食料・医薬品など深刻な物不足に

陥っている。ガソリン不足はカラカスでは新しい話だが、

地方ではだいぶ前からガソリン不足が続いている。 

しかし、政権は変わっていない。 

 

制裁の被害を受けるのは誰だ？ 

（制裁の被害者は）闇市場で商品を購入できる資金余力

がない一般市民だ。一部のエリートは常に資金を持って

おり、ガソリン不足にも悩まされない。」 

と訴えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                        

「Caritas 国民の１７．６％は栄養失調」           

 

非政府系団体「CARITAS de Venezuela」は、２０年４

月から栄養失調が深刻化していると訴えた。 

 

同団体の調査では４月時点で栄養失調に分類される人

が８．９％だったのが、最新の調査では１７．６％にな

っているという。 

 

また、地域によって状況は異なり、スリア州、ヤラクイ

州、ファルコン州では２２％が栄養失調に分類されてい

るという。 

 

「CARITAS」の Janeth Márquez 氏は、栄養失調者が増

えている理由について、「物が高すぎて買えない」と説

明。 

 

また、２０年初めは人道支援物資を多く受け入れること

ができたが、Covid-１９を理由に物流がとまるなど人道

支援も減少傾向にあるという。 

 

２０２０年８月１５～１６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「３１カ国 移行政権の発足を求める          

 ～経済制裁は移行政権の進捗に応じて緩和～」        

 

米国、リマ・グループおよびコンタクトグループらがベ

ネズエラ問題について議論。 

 

米国・リマ・グループを中心とした３１カ国は、自由で

公平な大統領選挙を実施するための移行政権を発足す

るよう求める声明文を発表した。 
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同発表文では、 

「１２月の国会議員選は政治的な混乱を解決する手段

にならず、むしろ問題を悪化させる。」 

と主張。 

 

また、制裁については 

「政権移行の進捗に応じて段階的に緩和するべき」 

と書かれている。 

 

この発表文は２０年４月にポンペオ国務長官が発表し

た「民主主義移行のための枠組み」の提案で書かれた内

容と同じ（「ベネズエラ・トゥデイ No.426」参照）。 

同発表文に名前を連ねた３０カ国は、米国の提案を支持

したということだろう。 

 

同発表に名を連ねている国は以下の通り。 

 

米国、アルバニア、オーストラリア、バハマ、ボリビア、

ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エ

クアドル、エルサルバドル、エストニア、ジョージア、

グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、イス

ラエル、コソボ、レトニア、リトアニア、パナマ、パラ

グアイ、ペルー、英国、韓国、ドミニカ共和国、サンタ

ルシア、ウクライナ。 

 

多くはリマ・グループを構成する米州の国だ。 

 

同日の会合には欧州連合の主要国も参加していたが、ド

イツ、スペイン、フランスなど欧州主要国は同声明文に

名前を連ねなかった。一方、英国は名前を連ねており、

米国と歩調を合わせている。 

 

アジアでは韓国が名を連ねているが、日本を含めて他の

アジアの国は入っていなかった。 

 

 

 

 

「１７日から Covid-１９隔離措置」           

 

８月１６日 マドゥロ大統領は、８月１７日（月曜）～

２３日（日曜）までの Covid-１９隔離措置の内容を発表

した。 

 

この１週間は、厳格な隔離措置の週で、全国すべての州

で食料品店・医薬品店・通信など生活に不可欠な店以外

は閉鎖が義務付けられる。 

 

特にカラカス首都区、ミランダ州、スリア州、タチラ州、

ボリバル州、スクレ州、ラグアイラ州は Covid-１９感染

が多い地域として警察官などの路上コントロールを強

化するとしている。 

 

なお、カラカス首都区では特に「エル・バジェ地区－コ

チェ地区」周辺で感染者が多いという。 

 

ミランダ州では、バルータ、スクレ、グアレナス、グア

ティレ、エル・トゥイで特に Covid-１９感染者が多いと

いう。 

 

経 済                        

「石油商工会 PDVSA に新ビジネスモデル提案       

 ～小規模製油所の設置、民間企業の燃料輸入～」            

 

「ベネズエラ石油商工会（CPV）」のレイナルド・キン

テロ氏は、石油産業専門誌「Petroguia」のインタビュー

を受け、現在の石油業界の状況について見解を示した。 

 

キンテロ代表は、アイサミ石油相、チャベス PDVSA 総

裁らに対して、新たなビジネスモデルを提案していると

言及。 

 

チャベス PDVSA 総裁は、石油分野の専門知識があり、

話し合いは前向きに進んでいるとの見解を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e32073f761e342c2793ccad71cc74bf2.pdf
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具体的には、ガソリン不足を解決するための小規模の製

油所の設置、民間企業による石油燃料の直接輸入などを

提案しているという。 

 

また、石油産業の回復に必要なものとして「政治問題の

解決」と回答。「多くの人々が納得する合意」が必要だ

と述べた。 

 

「ガス漏れで PDVSA 労働者が死亡？         

 ～エルパリート製油所は日量３．５万バレル～」         

 

８月１４日 カラボボ州エルパリート製油所でガス漏

れが起きた。 

 

その翌日の１５日 「ベネズエラ石油産業労働組合

（FUTPV）」の Eudit Girot 代表は、エルパリート製油

所で、同施設に保管されていた化学物資を吸引したこと

が原因で呼吸器障害を起こした労働者が死亡したと訴

えた。 

 

また、同施設は重金属に汚染された環境だったが、

PDVSA は労働者の身体の安全を守るための適切な対策

を取っていなかったと指摘。 

 

この問題は１９年１１月に検察庁に訴えたが検察庁は

何の対応もしなかったと訴えた。 

 

なお、エルパリート製油所でガス漏れが起きたが稼動は

続いている。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、現在、

エルパリート製油所では日量３．５万バレルのガソリン

を生産しているという。 

 

 

 

 

「ゲラ議員 CITGO からのガソリン輸入提案」           

 

ベネズエラ国内製油所のガソリン生産量では、国内の需

要を満たすことはできない。 

 

しかし、イランからのガソリン輸入は米国に妨害され、

米国の制裁の二次被害を恐れ、イラン以外の国からのガ

ソリン輸入も困難な状況になっている。 

 

将来的に深刻なガソリン不足になるとの懸念から、「第

一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員は、CITGO のガソリ

ンを輸入することを許可するよう提案した。 

 

「ガソリン不足は３月から深刻化した。 

ベネズエラは外国からのガソリン輸入が必要な状況に

あり、不足感は再び悪化の兆しを見せている。これ以上、

状況が悪化するのは容認できない。 

 

グアイド暫定政権は CITGO のガソリンを輸入するこ

とを検討するべき時期に来ている。 

 

イランのガソリンは尽きた。現在は必要最低限の活動を

維持する分のガソリンしか残っていない。」 

と訴えた。 

 

「Bancaynegocios」によると、ゲラ議員の提案は「行動

民主党（AD）」「LCR」など一部の野党政党からも支持

されているという。 

しかし、同提案に異論を示すグループも多い。 

 

国会の「電力エネルギー委員会」委員長を務めるエリア

ス・マタ議員は、ゲラ議員の提案について 

「マドゥロ政権に収入を与える可能性がある。」 

との懸念を表明。 
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また、グアイド政権が PDVSA 社長に任命したルイス・

パチェコ氏は、ゲラ議員の提案について 

「CITGO はガソリンを無料で寄付するような状況には

ない。また、ベネズエラ国内でガソリンを販売するため

にはマドゥロ政権が掌握するガソリンスタンドを使用

する必要があり障害が多い。」 

との見解を示した。 

 

「アルコール業界 営業再開を求める」           

 

８月１５日 「アルコール事業者組合（Fevelicor）」は、

マドゥロ政権に対して隔離緩和期間にアルコール販売

業者も販売できるようにしてほしいと訴えた。 

 

現在、ベネズエラは「厳格な隔離措置（食料品・医薬品

などを販売する店舗以外は営業禁止）」と「隔離緩和措

置（衣料品店など特定の業種は営業可能）」を１週間ず

つ繰り返している。 

 

Fevelicor の求めは「隔離緩和措置」の時期にアルコール

販売店も営業をさせてほしいというもの。 

 

アルコール販売店は既に１５２日間営業を停止してお

り、多くの店舗が倒産、倒産の危機にあるという。 

 

また、アルコール業界は５万世帯の雇用を抱えており、

彼らが失業することで家族の生活が危機的な状況にな

ると訴えた。 

 

以上 

 


