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（写真）アントニオ・レデスマ元カラカス首都区長ツイッター “主要野党に対して運営の透明性求める” 

 

 

２０２０年７月１７日（金曜） 

 

政 治                     

「急進野党 主要野党を非難 

～G4 の透明性欠如、与党との共謀を指摘～」 

「米 New Mexico 元知事 マドゥロ大統領と対談」 

「Covid-１９緊急事態令 ３０日延長」 

経 済                     

「OFAC Crystallex の CITGO 資産売却不許可」 

「CITGO Edgar Rincon 氏、副社長に就任」 

「アルコール類輸出 ３０％減」 

社 会                     

「サッカー協会代表 基金不正使用で口座凍結」 

2020 年 7 月 18～19 日（土・日） 

 

政 治                    

「与党関係者の感染拡大 

～野党政治家の感染はほとんど無し～」 

「ポリエドロ Covid-１９収容施設に」 

経 済                    

「ベネズエラ 海上保険の高リスク国に認定」 

「Youtong 年内に５００台のバスの運転再開」 

「Argus ガソリン在庫は１．７万バレル」 

「野党国会 ２０年 Q1 の GDP は２５．４％減」 

「ベネズエラが負う賠償金は２１３億ドル」 

「Nestlé Venezuela デリバリー事業開始」 
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２０２０年７月１７日（金曜）             

政 治                       

「急進野党 主要野党を非難               

  ～G4 の透明性欠如、与党との共謀を指摘～」       

 

グアイド政権発足から１年半が経過したが、政権交代は

達成されていない。 

 

長引く政治対立に加えて、米国による経済制裁の影響も

ありベネズエラ経済はこれまで以上に厳しい状況にな

っており、国民のグアイド政権に対する不満は高まって

いる。 

 

グアイド政権の支持率は低下。 

メディアの報道を見る限り、その受け皿として急進野党

が勢力を伸ばしているように見える。 

 

急進野党のアントニオ・レデスマ氏は「Noticiero Digital」

のインタビューに対応。 

 

グアイド政権の透明性の欠如を指摘した。 

 

「私はグアイド政権の決断の過程での透明性の欠如に

不満を呈してきた。国民に明瞭な説明をすることは政治

に不可欠だ。グアイド政権は有毒な秘密主義を改善させ

なければならない。 

 

主要野党は様々な失敗を犯してきた。これらの失敗を反

省しなければ結果は出ない。失敗を重ねるだけだ。」 

と指摘した。 

 

また、グアイド政権との方針の違いを理由に２０年２月

以降、グアイド議長と話していないと述べた。 

 

 

 

また、急進野党のリーダーで「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、「El Nacional」の

取材に対応。 

 

主要野党内部にマドゥロ政権の協力者がいると指摘し

た。 

 

「主要野党内部にはマドゥロ政権の協力者がいる。しか

し、ベネズエラ国民は誰が協力者なのかを既に理解して

いる。」と言及。 

 

「マドゥロ政権は国民の意見が割れていると思わせた

がっているが、国民はマドゥロ政権倒壊のためにこれま

で見たことがないほど団結している。」 

と主張。 

 

他、マドゥロ政権下で自由選挙は実施できず、対話では

ベネズエラの問題は解決しないとの急進野党の基本方

針を訴えた。 

 

「米 New Mexico 元知事 マドゥロ大統領と対談」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.472」で、米国 New 

Mexico 州のビル・リチャードソン元知事がベネズエラ

を訪問し、米国人の解放についてマドゥロ大統領と交渉

するとの記事を紹介した。 

 

７月１７日 リチャードソン元知事は、マドゥロ大統領

と面談したが、人質解放で合意に至らなかったと述べた。 

 

「彼と１時間半ほど対話をした。対話は礼儀正しいもの

で友好的なものだった。しかし、彼は譲らなかった。」

と言及した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/319392d11c3bae1e5a7043d471a13d8f.pdf
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なお、リチャードソン元知事は、今回の面談に先立ち１

４日にもマドゥロ大統領と電話で話し、ホルヘ・ロドリ

ゲス情報通信相とも３回面談をしたと述べた。 

 

「Covid-１９緊急事態令 ３０日延長」                  

 

７月１０日付の特別官報６５５４号（政令４２４７）で、

Covid-１９緊急事態令が３０日延長された。 

 

これまで７月１２日が期限だったので、今回の延長で８

月１２日まで緊急事態令が継続することになる。 

 

なお、緊急事態令で定められている具体的な内容はこれ

までと同じ。 

 

７月１９日時点でのベネズエラの Covid-１９感染確認

者数は１１，９８１名。死者は１０６名となっている。 

 

最近は、１日で３００～４００名ほど感染確認者が増え

ており、収束の目途が立っていない。 

 

経 済                        

「OFAC Crystallex の CITGO 資産売却不許可」           

 

７月１７日 米国の「外国資産管理局（OFAC）」は、デ

ラウエア州裁判所に書簡を提出した。 

 

内容は、Crystallex による賠償金の回収問題について。 

 

「Crystallex」は、過去ベネズエラの金鉱区「La Cristina」

をベネズエラ政府に接収された。 

 

この接収を理由に「Crystallex」は、ベネズエラ政府を訴

え、１４億ドルの賠償金を勝ち取っている。 

 

 

 

その後「Crystallex」は、ベネズエラ政府と PDVSA は

「事実上、同等の存在」と主張し、裁判を実施。 

 

裁判所がこの主張を認めたため、「Crystallex」は米国に

ある PDVSA 資産（つまり CITGO 資産）をもって１４

億ドルを回収することが認められている。 

 

「Crystallex」は、CITGO の１００％持ち株会社である

「PDV Holdings」の株式を売却することで賠償金を回

収しようとしているようだ。 

 

ただし、前述の経緯はマドゥロ政権が CITGO をコント

ロールしていた時の話。 

 

１９年１月 グアイド政権が米国にある PDVSA 資産

（CITGO）をコントロールすることになり、状況が変

わった。 

 

１９年８月 OFAC は、米国内のベネズエラ政府資産を

凍結する制裁を科した。この制裁により「Crystallex」は

米国域内の PDVSA 資産をもって賠償金を回収するこ

とが出来なくなっている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.327」「ウィークリーレポート No.109」参照）。 

 

その後、２０年５月に米国デラウエア州裁判所は

「Crystallex」に対して、賠償金回収のための手続きを進

めることは可能と決定。 

 

ただし、実際に CITGO 資産を持って賠償金を回収する

には OFAC のライセンスが必要と補足していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.449」参照）。 

 

この件について OFAC は「Crystallex のライセンス発行

要請に対して結論を出せていない。」と回答。 

 

事実上、「Crystallex」による「CITGO」資産の売却を許

可しない方針を示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c83d47b8e141d693e766b52ed73d22c7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/085a5879bb22ab1d753fabcff7773a44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/86ba2964889990c44fd7d93e0714c1fd.pdf
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「CITGO Edgar Rincon 氏、副社長に就任」           

 

７月１７日 CITGO は、Edgar Rincon 氏が CITGO 副

社長（オペレーション部長兼務）に就任したと発表した。 

 

Rincon 氏は、昨年から CITGO 執行役員を務めていた。 

 

Edgar Rincon 氏は、石油関連サービス事業者「Nabors 

Industries」の元役員。「Nabors Industries」は、１年前

から CITGO の契約者リストに入っていた。 

 

「Nabors Industries」役員になる前は「Pacific Drilling」

で６年ほど役員として勤務していたという。 

 

また、「Pacific Drilling」の前は「McKinsey & Company」

と言う会社で戦略アドバイザーとして１０年間働いて

いたという。 

 

７月９日  野党国会は「CITGO」の社長を Carlos 

Enrique Jordá 氏から副社長の Rick Essen 氏に交代させ

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.469」参照）。 

 

副社長のポジションの穴を Rincon 氏が埋めたいことに

なる。 

 

「アルコール類輸出 ３０％減」              

 

「ベネズエラ・アルコール工業協会（Civea）」のルイス・

エンリケ・カルデナス代表は「Fedecamaraas Radio」に

出演。 

 

Covid-１９の影響でアルコール類の輸出が減少したと

説明。２０年１～５月までで輸出は前年同期と比べて３

０％減少したと述べた。 

 

 

 

また、アルコール製造業の稼働率については平均で２

０％程度だとした。 

 

カルデナス代表によると、「Civea」はベネズエラのアル

コール製造業者、輸入業者、販売業者など全国５１社が

加盟しており、この５１社でベネズエラのアルコール類

売り上げの９５％のシェアを占めているという。 

 

社 会                        

「サッカー協会代表 基金不正使用で口座凍結」           

 

７月１７日 マドゥロ政権側の会計監査総長を務める

エルビス・アモロソ氏は、「銀行監督局（SUDEBAN）」

に対して、「ベネズエラ・サッカー協会（FVF）」の代表

を務めるヘスス・ベラルディネッリ氏の口座を凍結する

よう要請した。 

 

アモロソ会計監査総長は、ベラルディネッリ氏が FVF

の口座資金を活動と異なる目的で使用した疑いがある

と指摘している。 

 

FVF のメインスポンサーは PDVSA だ。 

しかし、PDVSA がスポンサーになると米国の制裁に抵

触するため、活動に様々な問題が生じる。 

 

これらの問題で FVF は混乱し、２０年３月に Laureano 

Gonzalez 代表は FVF を辞任。後任としてベラルディネ

ッリ氏が FVF の代表に就任していた。 

 

なお、AFP 通信は本件についてアモロソ会計監査総長

に電話で取材を実施。 

 

アモロソ会計監査総長は 

「今回の措置は FVF に対する訴えではなく、ベラルデ

ィネッリ氏個人へ訴えだ」 

と回答したという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
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２０２０年７月１８～１９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「与党関係者の感染拡大               

    ～野党政治家の感染はほとんど無し～」        

 

カベジョ制憲議長、アイサミ経済担当副大統領、プリエ

ト・スリア州知事が Covid-１９に感染した件について

は「ベネズエラ・トゥデイ No.469」「No.470」で紹介し

た通り。 

 

その後もマドゥロ政権高官の Covid-１９感染が報じら

れている。 

 

現時点で感染が発表されているベネズエラ政府高官は

少なくとも１３名。 

 

・カベジョ制憲議長 

・カロリス・エルナンデス制憲議会秘書官 

・ヘラルド・マルケス制憲議員 

・フィデル・マドロネェロ制憲議員 

・アイサミ経済担当副大統領 

・プリエト・スリア州知事 

・ダリオ・ビバス・カラカス首都区政府長 

・セサル・トロンピス高等教育相 

・ジョニー・アコスタ・スクレ州クルスサルメロン市長 

・アマド・トーレス・ヤラクイ州ココロテ市長 

・ルイス・ラディノ・ララ州ウルダネタ市長 

・オルランド・ウルダネタ・スリア州カニャダ市長 

・ルイス・シフォンテ・スクレ州スクレ市長 

 

一方、野党関係者で Covid-１９感染が確認されている

政治家はホセ・アントニオ・エスパーニャ国会議員、エ

ルナン・アレマン国会議員（コロンビアで感染し、死亡）

くらいではないか。 

 

 

 

「ポリエドロ Covid-１９収容施設に」         

 

Covid-１９感染拡大に伴い病院の収容能力が限界に達

している。 

 

この状況を受けてカラカスの巨大イベント会場「ポリエ

ドロ・デ・カラカス」が Covid-１９収容施設として利用

されるようだ。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、ポリエドロ・デ・カ

ラカスを Covid-１９患者の受け入れ施設にするための

計画案を受け取ったと発表。迅速に同計画案を精査し、

結論を出すとした。 

 

また、他の州でも大型施設・運動場などを Covid-１９患

者の受け入れ施設にする計画を進めていると説明した。 

 

 

（写真）Poliedro de Caracas 

 

経 済                       

「ベネズエラ 海上保険の高リスク国に認定」            

 

カタール系メディア「アルジャジーラ」は、英国の保険

市場がベネズエラを高リスク国と認定したと報じた。 

 

この認定によりベネズエラに着岸した船会社は、米国政

府のライセンスが無い限り、保険をかけることが出来な

くなるという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb51120397129babe334e2d6dacccc1f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aeff7844d9cc8b5dcb74594f82fc5b6.pdf
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米国政府は、PDVSA と取引を継続する船会社に制裁を

科しており、多くの船会社が制裁を回避するため

PDVSA との取引を停止している。 

 

英国保険会社「Lioy’s Register（LR）」は、ベネズエラと

商取引をしたことを理由に８つの船への保険サービス

を停止したと述べている。 

 

「Youtong 年内に５００台のバスの運転再開」         

 

イポリト・アブレウ交通相はツイッターを投稿。 

 

「ヤラクイ州にある「Youtong」の工場では、公共バス

の修理が行われており、２０年後期に５００台以上の公

共バスの運転を再開する。このうち４７台は既に国内で

運転を開始しており、うち１２台はカラカスで使用され

ている。」 

と発表した。 

 

 

（写真）イポリト・アブレウ交通相ツイッター 

 

 

 

 

 

 

「Argus ガソリン在庫は１．７万バレル」         

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」はベネズエラ

のガソリン在庫が再び枯渇すると報じた。 

 

「Argus Media」によると、７月１５日時点でカルドン

製油所のガソリンの在庫は、レギュラーガソリンで１５，

１４０バレル、ハイオクで１，８９０バレル、合計で約

１７，０００バレルしかないという。 

 

また、カルドン製油所はガソリン精製を開始しているが、

ガソリンの精製量は日量２．５万バレルだという。 

 

なお、イランから１１０万バレルのガソリンがベネズエ

ラに向けて輸出されていると報じられているが、現時点

でこれらのガソリンは到着していない（「ベネズエラ・

トゥデイ No.466」参照）。 

 

なお、ディーゼル燃料については、７月１５日時点の在

庫は２１．７万バレルとガソリンと比べて在庫に余裕が

あるようだ。 

 

また、インドの「Reliance」は、ベネズエラ産原油とデ

ィーゼル燃料の代物取引を行うことで OFAC からライ

センスを得たと報じられている。 

 

「ENI」、「Repsol」もベネズエラ産原油とディーゼル燃

料の代物取引を行っていると報じられており、今後も在

庫枯渇の懸念は少ないという。 

 

「野党国会 ２０年 Q1 の GDP は２５．４％減」         

 

野党国会のアンヘル・アルバラード議員（国会財務委員

会メンバー）は、ベネズエラの２０年第１四半期の GDP

は前年同期（１９年第１四半期）と比べて２５．３８％

減少したと発表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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アルバラード議員は、 

「１９年１～３月まで PDVSA は日量９０万バレルを

生産していたが、２０年には日量６５万バレルまで低下

した。産油量の減少による外貨流入が減り、ベネズエラ

経済に大きなインパクトを与えた。」 

と説明した。 

 

また、製造業についても電力問題や燃料不足など公共サ

ービスの問題を理由に稼働率が著しく下がったと指摘

した。 

 

「ベネズエラが負う賠償金は２１３億ドル」         

 

「公共支出経済情報公開研究所（Cedice-Libertad）」の

ラモン・エスコバル・アルバラード氏は、ベネズエラ政

府が訴訟を理由に負っている賠償金は、現時点で２１３

億ドル（政府負債総額の１６％）に上ると発表した。 

 

また、約２０件の訴訟は判決が出ておらず、今後ベネズ

エラ政府が抱える賠償金は２１３億ドルを超える見通

しとしている。 

 

なお、アルバラード氏は 

「債券の債務総額は６００億ドルといわれているが、賠

償金の債務額は利息やその他コストを含めると８００

億ドルまで増える可能性がある。」 

と指摘している。 

 

「Nestlé Venezuela デリバリー事業開始」         

 

食品メーカー「Nestlé Venezuela」は、「Tu Tienda Nestlé」

というウェブサイトを開設。 

 

同サイトを通じて「Savoy」「Nestea」「Nescafé」「Maggi」

「Milo」「Dog-Chow（ドックフード）」Cat-Chow（キャ

ットフード）」など同社商品を購入できるようにした。 

 

注文した商品はデリバリーで自宅に運ばれるという。 

 

ただし、現時点で同サービスを利用できるのはバルータ

市、チャカオ市、スクレ市、エルアティージョ市のカラ

カス地区に限定されている。 

 

「Nestlé Venezuela」は、Covid-１９により外出を控え

る必要がある中、消費者の需要にこたえるために新たな

サービスを提供するとしている。 

 

なお、金額はボリバル建てで表記されている。 

 

例えば、カカオ粉末（２００ｇ）は BsS.５３９，３３１．

９（＋消費税）。ドル建てで商品価格は約２．３ドルと

いうことになる。 

 

 

（写真）Tu Tienda Nestlé 

 

以上 

 


