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（写真）Con El Mazo Dando “ディオスダード・カベジョ制憲議長 新型コロナウイルス感染” 

 

 

２０２０年７月８日（水曜） 

 

政 治                     

「米国政府 ベネズエラを敵国リストに 

～米国の電力システムの破壊を計画？～」 

「グアイド議長 CAN への再加入を宣言」 

「グアイド議長の自宅周辺 SEBIN に包囲」 

経 済                     

「野党国会 ６月インフレ率先月比１９．５％」 

「制裁対象者の取引仲介で Amazon に罰金」 

社 会                     

「ダニエル・アルバラード氏 逝去」 

「アンソアテギ州レチェリアで巨大な虹かかる」 

２０２０年７月９日（木曜） 

 

政 治                    

「カベジョ制憲議長 Covid-１９に感染 

～プリエト・スリア州知事も感染～」 

「Covid-１９感染者数８３７２名、死者８０名」 

「野党国会 凍結資産の管理会社を任命」 

経 済                    

「野党国会 CITGO 役員を交代」 

「米国で押収した自動車８１台 ゴリン氏関与？」 

社 会                     

「学校新学期 ９月１６日から開始」 

「サアブ氏のテスタフェロはイタリア人」 
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２０２０年７月８日（水曜）             

政 治                       

「米国政府 ベネズエラを敵国リストに         

    ～米国の電力システム攻撃を計画？～」       

 

７月８日 米国紙「El Nuevo Heraldo」は、米国エネル

ギー省が、ベネズエラとキューバを米国の電力システム

を攻撃する敵国に認定したと報じた。 

 

今回の認定は、情報捜査班が集めた情報を基に決定され

たもので、外国からの悪意ある攻撃から米国を守ること

が目的だという。 

 

ベネズエラ、キューバの他に中国、イラン、北朝鮮もこ

のリストに入っているという。 

 

なお、テロ支援国家として米国が認定しているシリア、

スーダンについては同認定リストに入っていないよう

だ。 

 

リストに入っている国からの電力関連の部品・技術を購

入することが禁止される。 

 

「グアイド議長 CAN への再加入を宣言」         

 

７月８日 「アンデス共同体（CAN）」は第２０回会合

を実施。CAN の議長国がボリビアからコロンビアに移

った。 

 

グアイド議長は同会合にインターネットを通じて参加。 

 

グアイド議長は、ベネズエラの CAN 再加入は域内の

人々の移動の自由を促進するとの認識を示し、CAN 再

加入プロセスを進めると述べた。 

 

「地域統合の促進を掲げるベネズエラの正当な政府と

して、CAN への再加入プロセスに入る。 

 

我々は独裁政権と戦っており、感染症拡大とも対峙して

いる。この重要な時期に責任をもって歴史的な決断を宣

言する。」と述べた。 

 

ベネズエラはチャベス政権だった０６年に CAN から脱

退している。 

 

「グアイド議長の自宅周辺 SEBIN に包囲」                  

 

７月８日 グアイド議長は Gladys Rodriguez 氏のイン

タビューに対応。自身の自宅周辺が諜報部隊「SEBIN」

に囲まれていると訴えた。 

 

「私の家の周辺は SEBIN に囲まれている。マドゥロ政

権は常に政治的な迫害をしている。 

 

彼らは何度か私を拘束しようとした。また、刑務所に入

れると何度も脅された。私だけではなく、家族を殺すと

も脅された。我々は彼の脅迫に常にさらされている。 

 

しかし、国家の自由を取り戻すための戦いを脅迫で留め

ることはできない。」 

 

 

（写真）TVV Venezuela 
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経 済                        

「野党国会 ６月インフレ率先月比１９．５％増」           

 

７月８日 野党国会は６月のインフレ率が先月比１９．

５％増だったと発表した。 

 

５月のインフレ率が同１５．４％だったので、先月から

４．１ポイント上昇したことになる。 

 

２０年１月～６月までの累計インフレ率は５０８．４

７％。 

 

１９年７月～２０年６月までの１２カ月のインフレ率

は３，５２４％となった。 

 

４月に並行レートが高騰。並行レートの上昇に合わせる

形でインフレ率も先月比８０％と大きく上昇した。 

 

（４月１日時点の並行レート（「Dolar Today」）は、１

ドルBsS.９万だったが、４月２９日に１ドルBsS.１９．

３万に上昇） 

 

しかし、４月後半から並行レートは比較的安定。 

並行レートの動きに応じてインフレ率も４月と比べて

安定している。 

 

（７月８日時点の並行レート（「Dolar Today」）は、１

ドル BsS.２１．７万） 

 

「制裁対象者の取引仲介で Amazon に罰金」         

 

７月８日 米国財務省は、同国が定めた制裁対象者に対

してサービスを提供したとして「Amazon」に１３万４，

５２３ドルの罰金を科した。 

 

 

 

具体的に誰に対してサービスを提供したのかは明記さ

れていないが、制裁対象となっていたベネズエラ、キュ

ーバ、イラン、コンゴ共和国、ジンバブエ、北朝鮮、ス

ーダン、シリア、ウクライナの関係者らの取引を仲介し

たとしている。 

 

 

（写真）米国財務省 

“制裁規定違反を理由に Amazon に罰金支払いを命令” 

 

社 会                        

「ダニエル・アルバラード氏 逝去」           

 

７月８日 ベネズエラ人歌手で俳優のダニエル・アルバ

ラード氏（７０歳）が亡くなった。 

 

家族の証言によると、アルバラード氏は自宅の階段から

足を滑らせ、頭部を打ち亡くなったという。 
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アルバラード氏は、ベネズエラ（特にスリア州マラカイ

ボ）のフォークミュージック「ガイタ」のミュージシャ

ンで「El negrito fullero」という曲で有名になった。 

 

また、俳優としても活躍。「La Fiera」「Amantes de luna 

llena」「Mi Prima Ciela」「La Virgende la Calle」「Mi 

Gordo Bella」など多くのテレビ小説に出演していた。 

 

他方、ダニエル・アルバラード氏はチャビスタとしても

知られており、一部では批判的なコメントも散見される。 

 

 

（写真）Univision  “ダニエル・アルバラード氏” 

 

「アンソアテギ州レチェリアで巨大な虹かかる」                  

 

７月７日 アンソアテギ州レチェリアで巨大な虹がか

かったと報じられた。 

 

 

 

 

（写真）@chrisbettelli 

 

２０２０年７月９日（木曜）               

政 治                        

「カベジョ制憲議長 Covid-１９に感染         

     ～プリエト・スリア州知事も感染～」        

 

７月９日 与党ナンバー２の権力者とされるディオス

ダード・カベジョ制憲議長は、自身が Covid-１９に感染

したと発表した。 

 

カベジョ制憲議長は、７月７日の軍事イベントを欠席し

ており、自身が司会を務めるテレビ番組「Con el Mazo 

Dando」も「強いアレルギー症状が出た」として中止し

ていた。 

 

 

（写真）カベジョ制憲議長ツイッター 

“Covid-１９感染を発表” 
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また、スリア州知事を務めるオマール・プリエト知事（下

写真の男性）も Covid-１９に感染したことが確認され

た。 

 

 

（写真）プリエト知事ツイッター 

 

なお、Covid-１９ではないが、「選挙管理委員会（CNE）」

の役員に任命されたホセ・ルイス・グティエレス氏（AD

として国会議員選に参加するベルナベ・グティエレス氏

の弟）は胸水（胸膜腔内に異常に多量の液体が貯まる症

状）で病院に運ばれたと報じられている。 

 

医師によると、グティエレス氏の容体は安定しているよ

うだ。 

 

「Covid-１９感染者数８３７２名、死者８０名」           

 

カベジョ制憲議長、プリエト知事が Covid-１９に感染

したようにベネズエラでは Covid-１９感染の勢いが加

速している。 

 

７月９日には新たに３６２名の感染者を確認。 

これまでの Covid-１９感染者数は８，３７２名となっ

た。 

 

なお、８日には新たに５名が死亡。Covid-１９を原因と

する死者は８０名となった。 

 

 

なお、死亡したのは、スリア州で 2 名（４８歳、６４歳）。 

スクレ州で１名（４９歳）。 

カラボボ州で１名（５９歳）。 

カラカス首都区で１名（６２歳）だった。 

 

「野党国会 凍結資産の管理会社を任命」         

 

７月９日 野党国会は「外国のベネズエラ政府資産を保

護し、回復するための公共契約特別法」を承認した。 

 

ルイス・シルバ議員は「同法律はマドゥロ政権による不

正な資金使用、汚職を止めるための法律」と説明した。 

 

同法律は、米国の「外国資産管理局（OFAC）」の決定に

より凍結されたベネズエラ政府の資産を野党国会が使

用するためのベースとなる法律。 

 

また、同法律で凍結資産８，０００万ドルの管理を民間

企業に委託した。 

 

委託された企業は 

「BRV Disbursement Co.LLC」 

「BRC Administrator Co. LLC」 

の２社。 

 

委託費用は１２５万ドル。 

 

同社のサイトを探してみたが、ウェブサイトは存在しな

い。 

 

「New York Times」も両社について「どのような会社

か不明」と報じており、野党議員に２社について説明を

求めたが、返答はなかったという。 
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経 済                       

「野党国会 CITGO 役員を交代」            

 

７月９日 野党国会は、「Citgo Holdings」と「CITGO 

Petroleum Corporation」の役員を任命した。 

 

今回の役員交代はグアイド議長の要請だという。 

 

これまで「CITGO Petroleum Corporation」と「Citgo 

Holdings」の社長は Carlos Enrique Jordá 氏が務めてい

たが、新たに Rick Essen 氏が就任する。 

 

Rick Essen 氏は、「CITGO Petroleum Corporation」と

「Citgo Holdings」の副社長を務めていた。 

 

ま た 、「 CITGO Petroleum Corporation 」 と 「 Citgo 

Holdings」の役員を務めていた Ángel Olmeta 氏に代わ

り、新たに Pablo José Pérez 氏が役員に就任。 

 

他、Marcelo Laprea 氏に代わり、Luis Urdaneta 氏が

「CITGO Petroleum Corporation」の役員に就任する。 

 

なお、今回の CITGO 役員承認についても急進野党で構

成される議員団「７月１６日グループ」は棄権をし、賛

成票を投じなかった。 

 

「米国で押収した自動車８１台 ゴリン氏関与？」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.468」で、マドゥロ政

権向けに輸出される予定だった自動車８１台が米国フ

ロリダ州で押収されたとの記事を紹介した。 

 

本件について、当初「国家警察（PNB）」が使用する自

動車と報じられたが、マドゥロ政権高官や軍部高官が個

人的に使用する自動車だったと報じられている。 

 

 

今回の取引にはマドゥロ政権の「テスタフェロ（資産隠

しに協力する人物）」で民放「Globovision」のオーナー

としても知られるラウル・ゴリン氏が関与していたとの

疑惑が報じられている。 

 

ただし、現時点では今回の取引を理由とした逮捕者は出

ていないようだ。 

 

（写真）EFE 通信 

“ベネズエラ政府の手に渡る疑いから押収された自動車” 

 

社 会                       

「学校新学期 ９月１６日から開始」            

 

７月９日 マドゥロ大統領は、１９～２０年期は６月末

で終了し、新学期（２０～２１年期）は、９月１６日か

らスタートすると発表した。 

 

Covid-１９の影響でベネズエラの学校は閉鎖しており、

授業を補てんする形で、インターネットを通じた遠隔学

習が行われている。 

 

マドゥロ大統領は、新学期もこれまで通り遠隔学習を継

続するとした。 

 

アリストブロ・イストゥリス教育相は、遠隔学習は順調

に機能していると説明したが、ベネズエラのインターネ

ット環境は悪く、年間学習要領を達成できない問題が起

きているとも報じられている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be24cb29d5f52fa30aa8669ec3848ede.pdf
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「サアブ氏のテスタフェロはイタリア人」         

 

コロンビア紙「El Tiempo」は、カボベルデで拘束され

たアレックス・サアブ氏の協力者について報じた。 

 

「El Tiempo」によると、協力者はサアブ氏の親戚のイ

タリア人 Lorenzo Antonelli 氏。 

 

２０１８年 Antonelli 氏は、１４年５月にトルコで登

記した「Marilyns Dis Ticaret Ve Madencilik AS.」とい

う会社の代表として、ベネズエラの金公社「Compañía 

General de Minería de Venezuela C. A.」とアマゾナス

州、ボリバル州の GOLD 採掘を行う契約を締結。 

 

新 た に 「 Minera Binacional Turquía Venezuela 

(Mibiturven S. A.)」という合弁会社を設立したという。 

 

同契約は官報で公布されており、この契約を締結したマ

ドゥロ政権側の代表は、タレク・エル・アイサミ経済担

当副大統領だった（CVG Minerven 代表の肩書で署

名）。 

 

 

（写真）El Tiempo 

“合弁会社「Mibiturven」設立の合意契約署名” 

 

 

 

 

「El Tiempo」によると、「Marilyns Dis Ticaret Ve 

Madencilik AS.」は、GOLD 採掘に関する経験はほとん

どないが、この契約で５０年間の GOLD 開発権を与え

られたという。 

 

また、Antonelli 氏の名前は、サアブ氏が所有する複数

の会社（例えばアラブ首長国連邦で登記された「Adon 

Trading FZE」や「Proje Insaat」など）に役員として登

場しているという。 

 

以上 

 

 


