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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “ボリビア・アルセ新大統領の就任式 アレアサ外相が参列” 

 

 

２０２０年１１月６日（金曜） 

 

政 治                     

「選挙キャンペーン Covid-１９対策皆無」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 中国企業の投資呼び込み 

～石油、GOLD、鉄、アルミ産業に言及～」 

「自動車部品免税品の販売額 国内生産を越える」 

「ディーゼル燃料備蓄は６カ月分」 

社 会                     

「外国旅行者 ホテルに２週間待機義務？」 

「ペタレ地区で治安部隊とマフィア組織が衝突」 

「ウルグアイのデリバリーアプリ ベネズエラ開始」 

2020 年 11 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「バイデン候補の当選決定 

～マドゥロ大統領、グアイド政権の反応～」 

「ボリビア アルセ新大統領就任 

～在ボリビア大使館 マドゥロ政権側に戻る～」 

「グアイド政権 １２月１２日に抗議行動」 

「マドゥロ大統領 １２月は隔離週間無し」 

「スペイン大使 本国に帰国」 

社 会                     

「Digitel オスワルド・シスネロ社長逝去」 

「カラカス テレフェリコ稼働再開」 
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２０２０年１１月６日（金曜）             

政 治                       

「選挙キャンペーン Covid-１９対策皆無」       

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.519」「No.520」でも紹介し

たが、ベネズエラでは１２月６日に予定されている国会

議員選の選挙キャンペーンが始まっており、各地で大規

模な政治イベントが行われている。 

 

カラカスに限らず、各州でイベントが行われており、写

真を見る限りそれなりの動員が出来ているようだ。 

 

この状況について、医療専門家らは、イベント時の

Covid-１９感染対策が全くできておらず、感染が再び拡

大する可能性があると懸念を表明している。 

 

確かに写真を見る限り、ソーシャルディスタンスは全く

ない。参加者の多くはマスクを着用しているものの密接

したイベント会場で感染者が出ることは避けられない

だろう。 

 

 

（写真）大統領府 “選挙イベントの様子” 

 

 

 

 

「選挙管理委員会（CNE）」は、１２月６日の国会議員

選について、一カ所に多くの人が集中するのを避けるた

め、複数日に分けて選挙を実施することを検討している。 

 

ただし、与党側の選挙キャンペーンを見る限り、十分な

感染防止対策が取られるとは考えにくい。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 中国企業の投資呼び込み        

  ～石油、GOLD、鉄、アルミ産業に言及～」         

 

１１月６日 マドゥロ大統領は、中国企業関係者らを招

き、経済妨害対策法について説明。中国企業の新たな投

資を求めた。 

 

マドゥロ大統領は「石油」「GOLD」「鉄」「アルミニウ

ム」など鉱物資源などに言及し、中国企業からの技術協

力が必要だと訴えた。 

 

経済妨害対策法は、マドゥロ大統領の提案で１０月に制

憲議会が承認した法律。 

マドゥロ大統領の権限で国営企業・合弁会社など政府系

企業の株式を民間企業に移譲・売却できることを制度化

したもの。 

 

米国の経済制裁は基本的に「ベネズエラ政府」を対象と

しており、民間企業の独自の経済活動は対象になってい

ない（ただし、マドゥロ政権を支援する趣旨の民間企業

による経済活動は制裁の対象となる）。 

 

マドゥロ政権は国営企業の経営権を民間セクターに移

譲することにより、米国の制裁を回避しようとしている。 

 

ただし、米国の大統領選では制裁強化に批判的な見解を

示している民主党のバイデン候補が当選した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86a76d06487f5333cf00477d316bfbff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e33f5b8051d0f0f854d875b958ef179d.pdf
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バイデン政権下では制裁が緩和される可能性もあり、

「経済妨害対策法」で制裁を回避する必要はなくなるの

かもしれない。 

 

 

（写真）大統領府 

“マドゥロ大統領 中国企業に投資求める” 

 

「自動車部品免税品の販売額 国内生産を越える」                  

 

１９年１２月、マドゥロ政権は食料品・医薬品など複数

の品目の輸入関税を免除する政令を公布した（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.389」参照）。この品目の中にはタイ

ヤや自動車部品なども含まれている。 

 

この政令は２０年 6 月末を期限としていたが、更新され

現在は２０年１２月末まで有効となっている。 

 

具体的な免税対象品目は「Bancaynegocios」が掲載して

いる官報で確認可能（官報の添付資料「APENDICE Ｉ」

に、免税対象となる品目の関税番号が明記されている）。 

 

同政令について、「ベネズエラ自動車部品工業会

（Favenpa）」のオマール・バウティスタ代表は、輸入関

税が免除されることでタイヤやバッテリーなどを中心

に国内生産よりも競争力が高い商品が市中で販売され

ていると警告。 

 

輸入された自動車部品の売り上げが国内で生産された

自動車部品の売り上げを越えていると訴えた。 

 

例えば、国内で生産したタイヤの売上額は前年比４０％

減だが、輸入品タイヤの売上額は同４６％増だという。 

 

また、国内で生産したバッテリーの売り上げは前年比２

０％減だが、輸入バッテリーは同５６％増えたという。 

 

バウディスタ代表は、国内生産品の販売が減れば、直接

雇用に影響を与え失業率が増えると主張。国内産業の競

争力低下は社会を不安定にさせると警鐘を鳴らした。 

 

「ディーゼル燃料備蓄は６カ月分」            

 

PDVSA の生産担当役員を務めた Juan Szabo 氏は、経済

セミナーで、ディーゼル燃料の状況について語った。 

 

Szabo 氏によると、ディーゼル燃料については、これま

で「Eni」「Repsol」「Reliance」などと原油の代物取引を

行ってきたため、ベネズエラ国内に６カ月分の備蓄があ

り、２０２１年以降もしばらく不足感を感じることはな

いという。 

 

また、現在はディーゼル燃料の精製はほとんどできてい

ないが、製油所のメンテナンスを経て国内で精製が可能

になるとした。他、CITGO のコントロール問題が解消

すれば、ガソリン・ディーゼル燃料を CITGO から輸入

できるようになるので、現在の不足問題の大部分が解消

するとした。 

 

Szabo 氏によると、過去、ベネズエラ国内のディーゼル

燃料の消費量は日量２０万バレルだったが、現在は貨物

車・バスが減り、日量４万バレルまで減少しているとい

う。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/764ebfed48c6256e8c0c33ce4af78537.pdf
https://www.bancaynegocios.com/casi-5-000-productos-fueron-excluidos-de-regimen-de-liberacion-de-importaciones/
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社 会                        

「外国旅行者 ホテルに２週間待機義務？」                  

 

１１月６日から「Laser Airline」はドミニカ共和国行き

（サントドミンゴ－カラカス）の国際便を再開した。 

 

本件について、「Laser Airine」は、 

「ベネズエラ国内への入国には、４８時間以内に行われ

た PCR 検査の結果を証明する資料が必要。また、ベネ

ズエラ国内の保健当局が入国時に検査を行う。」 

と発表した。 

 

これだけであれば、特に驚くような内容ではないが、現

地メディア「Efecto Cocuyo」は、 

 

「外国からの入国者は、マイケティア国際空港近くの指

定ホテル（「Eurobuilding」「Altomar」「Marriott」）で１

４日間、あるいは PCR 検査の結果が出るまで隔離され

なければいけない。 

 

更にこれらのホテルの宿泊予約、宿泊費も旅行者自身が

負担しなければならない。」 

と報じた。 

 

「Efecto Cocuyo」の記事によると、この情報は「Laser 

Airline」が発表したと書かれているが、筆者が「Laser 

Airline」の公式ツイッターおよびホームページを確認し

た限り、そのような情報は確認できなかったため、フェ

イクニュースの可能性がある。 

 

あるいは、ベネズエラ入国時に要求している「非感染証

明書」を携帯せずにベネズエラに入国しようとした旅行

者に対する特別措置の可能性はありそうだ。 

 

 

 

 

「ペタレ地区で治安部隊とマフィア組織が衝突」           

 

２０年５月に始まったマドゥロ政権とペタレ地区のマ

フィア団「Wilexis」の抗争は現在も続いている。 

 

２０年５月、マドゥロ政権倒壊計画「Gedeon オペレー

ション」が実行された。 

 

マドゥロ政権は「Wilexis」はグアイド政権を支持してお

り、「Gedeon オペレーション」をサポートしていたと主

張。同グループの取り締りを開始した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.440」「No.441」）。 

 

１１月６日午後４時半ごろ、ペタレ地区のサン・フェリ

ックス・リバスで「警察特殊部隊（FAES）」と「Wilexis」

グループが対峙。グレネード弾の爆発や銃の応酬など激

しい衝突が起きたようだ。 

 

この衝突で少なくとも FAES の職員２名が負傷したと

報じられている。 

 

「ウルグアイのデリバリーアプリ ベネズエラ開始」                  

 

ウルグアイのオンラインデリバリーアプリ「PedidosYa」

はベネズエラでのサービスを開始した。 

 

「Bancaynegocios」によると、同アプリを使ってカラカ

スの１００のデリバリーサービスを利用できるという。 

 

具体的に利用可能な店舗の一例は「Arturo’s」「Fresh Fish」

「Avila Burger」「KFC」など。 

 

なお、レストランに限らず、ドラッグストア、スーパー

マーケットなども利用できるようだ。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2b90476719dc88ac0f4a7656e2406329.pdf
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２０２０年１１月７～８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「バイデン候補の当選決定               

 ～マドゥロ大統領、グアイド政権の反応～」        

 

１１月７日 米国大統領選は民主党のバイデン候補が

当選したと報じられた。 

 

トランプ大統領は選挙に不正があったと主張しており、

最終的には裁判で決着をつける可能性があるが、決定が

覆るのは容易ではなく、２１年以降、バイデン政権が発

足することがほぼ決まった。 

 

今回の大統領選の結果について、マドゥロ政権・グアイ

ド政権とも結果を認識し、バイデン候補の当選に祝辞を

送っている。 

 

マドゥロ大統領は、自身のツイッターで 

「米国の大統領選について、米国民に祝福を送る。 

同様に大統領に当選したジョー・バイデン氏、カマラ・

ハリス副大統領に祝福を送る。 

 

シモン・ボリバルの祖国であるベネズエラは、常に対話

の意思があり、米国政府とベネズエラ国民の相互理解を

深める用意がある。」 

と投稿。 

バイデン候補の当選を歓迎する意志を示した。 

 

グアイド議長もバイデン候補の当選を祝福する趣旨の

声明を発表。同時に、トランプ大統領に対しても感謝

の意を示した（以下、声明の翻訳）。 

 

「ベネズエラ国民を代表し、米国大統領に当選したジ

ョー・バイデン氏と初の女性副大統領カマラ・ハリス

氏と米国民に祝辞を送る。 

 

 

マドゥロ独裁政権と対峙する強い意志を示し、人道的

な危機にあるベネズエラ国民を救うために善処してく

れたトランプ大統領およびペンス副大統領に対して、

感謝の意を示す。 

 

我々はベネズエラに民主主義と自由を取り戻す点につ

いて、米国では両党で一致していることを知ってい

る。次期政権、新たな議会もベネズエラ国民を独裁者

から解放し、自由な大統領選・国会議員選を行い、我

が国民を深刻な人道危機から救うという共通の目的の

ために前進するだろう。」 

 

ただし、グアイド政権については明確にトランプ政権寄

りの方針を示していたため、「おまえの大統領はトラン

プだ」「裏切りもの」など、声明に批判的なコメントが

多く寄せられている。 

 

「ボリビア アルセ新大統領就任              

 ～在ボリビア大使館 マドゥロ政権側に戻る～」           

 

１１月８日 ボリビアのルイス・アルセ新大統領（２０

０６年～１９年までモラレス政権の経済財務相を務め

た人物）の就任式が行われた。 

 

アルセ新大統領の就任式にマドゥロ大統領は招待され

なかったが、当日ベネズエラからはアレアサ外相が参列

した。 

 

アルセ新大統領は、就任式の演説で 

「我々は、差別的な性質を持つことなく、全ての国民の

ための政府になりたいと考えている。我が政権は平和で

団結した国になるよう仲裁者の役割を果たす」 

と述べており、イデオロギー的な発言を繰り返すエボ・

モラレス前大統領の名前については言及しなかった。 

 

ただし、アルセ新政権の基本スタンスは左派。 
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アニェス政権は、グアイド政権をベネズエラの正当な政

府という認識を示していたが、アルセ新政権はマドゥロ

政権をベネズエラの正当な政府と認識する予定。 

 

アルセ新大統領の就任を受けて、マドゥロ大統領は在ボ

リビア・ベネズエラ大使館の大使を改めて任命すると発

表した。 

 

 

（写真）大統領府 

“ボリビア アルセ新大統領の就任宣誓式の様子” 

 

「グアイド政権 １２月１２日に抗議行動」         

 

１１月７日 グアイド議長は出身地のラグアイラ州で

演説。支持者に対して街頭での抗議行動を拡大するよう

求めた。 

 

また、１２月６日に予定されている国会議員選の結果を

認めない点でベネズエラ国民が一致していることを国

外にアピールするため、１２月１２日に抗議行動を実施

すると発表した。 

 

グアイド議長が抗議行動を呼びかけたのは１０月５日

以来となる。 

 

 

 

 

当時は、グアイド議長の人気が低迷していることに加え

て、天候に恵まれなかったこともあり、カラカスで抗議

行動に参加した支持者はほとんどいなかった（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.507」参照）。 

 

なお、グアイド政権は１２月５日～１２日にかけて国民

投票を行うと発表している。 

この８日間はウェブ上で投票が可能で、投票会場での直

接投票が出来るのは１２月１２日のみ。 

 

つまり、国民投票の投票当日に抗議行動を実施すること

になる。 

 

「マドゥロ大統領 １２月は隔離週間無し」          

 

マドゥロ政権は１１月に入り Covid-１９感染防止措置

の緩和を進めており、様々な業種が営業を再開できるよ

うになったが、営業を再開できるのは、原則「隔離緩和

週」だけで、「隔離週」は営業をすることが出来ない。 

 

（マドゥロ政権は感染防止措置として、「隔離週」と「隔

離緩和週」を１週間ごとに繰り返している） 

 

１１月８日 マドゥロ大統領は、１２月１日からの感染

防止措置について「隔離週」を設けないことを検討して

いると発言した。 

 

１１月８日時点で、これまでにベネズエラで Covid-１

９の感染が確認された件数は９４，８８３件。死者は８

２４名に達する。 

 

ただし、感染確認者のうち９０，５８１名は回復したと

診断されており、現在も感染中の患者は３，４７８名し

か確認されていない。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/43420fdf0b1397652faee516ce4ba441.pdf
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また、最近の新規感染確認者数は２００～４００名前後

で推移しており、１，０００名前後のペースで増加して

いた頃と比べるとだいぶ落ち着いている（もちろん診断

キットが少ないため、感染確認者数が増えていないだけ

との指摘も多い）。 

 

大型ショッピングモールにも人が集まるようになって

きている。 

 

隔離緩和週の最終日だった１１月８日、カラカスの大型

ショッピングモール「Sambil」では多くの客が買い物に

訪れていたと報じられている。 

 

 

（写真）@lareveron10 “１１月８日「Sambil」の様子” 

 

 

 

 

 

「スペイン大使 本国に帰国」              

 

１１月８日 ヘスス・シルバ在ベネズエラ・スペイン大

使がベネズエラを離れ本国に帰国した。 

 

シルバ大使は１７年にスペイン大使に着任。 

１９年４月に起きた「自由オペレーション」の失敗以降、

「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス党首を公邸

にかくまい保護してきた。 

 

しかし、自身の任期が終わるにあたり、左派系の後任者

（ファン・フェルナンデス・トリゴ在キューバ・スペイ

ン大使）がロペス党首の保護を続ける保証が出来ず、ロ

ペス党首はスペインに亡命したと報じられている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.518」参照）。 

 

なお、シルバ大使はロペス VP 党首のスペイン亡命につ

いて、自身とスペイン政府の関与を否定。 

 

「レオポルド・ロペス氏のベネズエラ脱出について（マ

ドゥロ政権による）スペイン政府および大使館への非難

は正当化できない。なぜなら、証拠がないからだ。 

 

我々は仲裁者で、ロペス氏は「招待者」のステータスで

公邸に滞在していた。彼は我々の意向を確認する必要な

く、彼の意志で好きな時に公邸を出ることが出来る。 

 

少なくとも私が知る限り、スペイン政府は陰謀を企てた

ことは一度もない。今回のような非難を受けた時、我々

は訴えを精査するため証拠の提示を求めている。その証

拠は提示されていない。」 

と反論している。 

 

なお、スペイン政府はシルバ大使の後任は派遣せず、フ

ェルナンド・トリゴ氏は商務官のステータスでベネズエ

ラに着任する予定（「ベネズエラ・トゥデイ No.517」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e24f715e3cb355d4d43ef57fdbad041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a61bdb09444d576828f8c2b6b2d4c44.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１１月６日～１１月８日報道            No.５２１   ２０２０年１１月９日（月曜） 

8 / 8 

 

社 会                       

「Digitel オスワルド・シスネロ社長逝去」            

 

ベネズエラの携帯電話会社「Digitel」は、１１月８日に

同社のオスワルド・シスネロ社長が逝去したと発表した。 

 

シスネロ氏はベネズエラの大富豪として知られる人物。 

 

シスネロ氏は、１９４１年２月２７日、カラカスで生ま

れた。ボストン大学で企業経営学を学び、ベネズエラに

帰国後、彼の叔父で大企業家（キューバ系移民ベネズエ

ラ人）のディエゴ・シスネロ氏の下で、ペプシコーラの

生産販売に関与。１９９６年まで「Pepsi Cola Venezuela」

の社長を務めた。 

 

「Pepsi Cola」と「Coca Cola」はライバル関係にある企

業だが、ベネズエラについてはシスネロ氏の手腕もあり、

「Pepsi Cola」が大きなシェアを占めていたという。 

 

また、１９９１年に携帯電話会社「Telcel」を創業。 

携帯電話業界に参入した。ベネズエラは、プレパゴ（前

払い）で携帯電話を利用する人が多いが、プレパゴをベ

ネズエラで浸透させたのはシスネロ氏だという。 

 

その後、シスネロ氏は、０６年に「Digitel」を吸収。 

他にも「Infonet」「Digicel」など複数の会社を吸収し、

急激に顧客数を伸ばした。 

 

シスネロ氏は数年前から石油産業にも参入していた。 

シスネロ氏が株式を保有している会社は以下の通り。 

 

「Maritime Contractors Venezuela SA」 

「Canacol Energy Ltd」 

「Suelopetrol CA」 

「Petrodelta SA」 

 

 

 

（写真）El Estimulo “オスワルド・シスネロ社長” 

 

「カラカス テレフェリコ稼働再開」         

 

１１月８日 カラカスにあるアビラ山を上るゴンドラ

リフト「Teleferico de Caracas（テレフェリコ、正式名

称 Waraira Repano）」の稼働が再開した。 

 

アビラ山の山頂まで歩いて上るのは大変だが、テレフェ

リコに乗れば容易に山頂に行くことが出来、カラカスの

観光スポットの１つとなっている。 

 

「Sistema Teleferico Waraira Repano」の代表を務める

ビクトール・クルス氏は、ベネズエラ保健省が定める

Covid-１９感染防止の対応を確認した上で再開してお

り、「隔離緩和週」のみ稼働すると説明した。 

 

（写真）El Nacional             以上 


