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（写真）経済対策法案説明書 “経済妨害対策法で民間部門からの投資呼び込み？接収企業の返却を検討？” 

 

 

２０２０年９月３０日（水曜） 

 

政 治                     

「カプリレス元知事 国会議員選の参加方針撤回 

～EU ミッション団の方針に合わせ圧力強化～」 

「米国政府 ドミンゲス元電力相らに懸賞金」 

「EU 外交政策委員長 ペルソナ・ノン・グラタ？」 

経 済                     

「経済妨害対策法で民営化、民間投資を促進 

～マドゥロ政権の更なる権力拡大も懸念～」 

「CENDAS-FVM 最低食料費２４．４ドル」 

「Reliance ベネズエラに代わりカナダ原油購入」 

「金融機関 ドル経済の準備進める」 

２０２０年１０月１日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 国民投票の質問内容発表 

実施日程は未定、ネット投票も可能に」 

「カストロ・ソテルド農業土地相 Covid 感染 

～Covid-１９感染確認者は７．６万人～」 

「拘束中のトーレス元内務相 病院へ緊急搬送」 

経 済                    

「ガソリン新販売計画を発表 

～１０月５日から全国ガソリン給油所再開～」 

「グアイド政権 Monomeros の役員を交代」 

「Avior １１月か１２月から運航再開？」 
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２０２０年９月３０日（水曜）             

政 治                       

「カプリレス元知事 国会議員選の参加方針撤回     

 ～EU ミッション団の方針に合わせ圧力強化～」       

 

９月３０日 野党「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カ

プリレス元ミランダ州知事は、１２月に予定されている

国会議員選について「条件が整っていない」として参加

する意思を撤回した。 

 

８月末 １８年 8 月から SEBIN の収容施設に拘束され

ていた PJ のファン・レケセンス議員が自宅軟禁措置に

変更された。その後、マドゥロ政権は、政治的な理由で

拘束された１１０名の囚人らに恩赦を与えると発表。複

数の政治犯が開放された（「ベネズエラ・トゥデイ

No.491」、「No.492」）。 

 

政治犯の開放が発表された２日後の９月２日、カプリレ

ス元知事は１２月の国会議員選に参加するべきだとの

意志を表明。 

 

野党は選挙棄権を訴えるのではなく、選挙に参加するた

めの条件を勝ち取る方針を取るべきだと主張した（「ウ

ィークリーレポート No.163」）。 

 

政治犯解放には、カプリレス元ミランダ州知事が関与し

ていたとされ、国会議員選への参加表明は政治犯解放と

の交換条件だったと考えられている。 

 

同発表から１カ月が経過し、カプリレス元知事は「選挙

に参加するための条件が整っていない」として、今後大

きな変更がなければ選挙への参加を諦める方針を示し

た。 

 

 

 

カプリレス元知事と同じく国会議員選に参加するべき

と主張していた「新時代党（UNT）」のスターリン・ゴ

ンサレス議員もカプリレス元知事と同様の見解を示し

た。 

 

カプリレス元知事、ゴンサレス議員が選挙参加方針を撤

回したのは、EU の提案（６カ月の延期）をマドゥロ政

権に飲ませるため更なる圧力をかけることが目的と思

われる。 

 

９月下旬に EU 外交政策委員会はベネズエラにミッシ

ョン団を派遣し、マドゥロ政権に対して EU の選挙監視

団を派遣する条件として国会議員選の６カ月の延期を

求めている。 

 

マドゥロ政権側は基本的にこの求めに応じない姿勢を

示しているが、検討の余地は多少あるようだ。 

 

マドゥロ政権下での選挙に参加するべきではないとの

方針を示す急進野党・主要野党は EU ミッション団の動

きに好感を持っていない。 

 

メディアでも今回のミッション団はボレル EU 外交政

策委員長が独断で派遣したものと報じるなど批判的な

論調が多い。 

 

この報道についてカプリレス元知事は EU ミッション

団を擁護。彼らはベネズエラ国民のために動いており、

ボレル外交政策委員長が独断で派遣したというのはフ

ェイクニュースだと述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/37d6ed3e3a56b55ca25b7f89bd820403.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f235d7ca5031e4734bc610089db4c292.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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「米国政府 ドミンゲス元電力相らに懸賞金」         

 

９月３０日 米国国務省は、ベネズエラのモタ・ドミン

ゲス元電気エネルギー相とエウスタキオ・ホセ・ルーゴ・

ゴメス元財務次官に夫々５００万ドルの懸賞金をかけ

ると発表した。 

 

ドミンゲス元電気エネルギー相およびゴメス元財務次

官の逮捕につながる重要な情報を提供した人には５０

０万ドルが支払われる。 

 

 

（写真）Morgan Ortagus 米国国務省報道官ツイッター 

 

懸賞金をかけた理由として、１９年６月２７日、ドミン

ゲス元電気エネルギー相とゴメス元財務次官は、フロリ

ダ州にある企業３社に対して、賄賂を支払う見返りに

「電力公社（Corpoelec）」の６，０００万ドル超の契約

を発注したという。 

 

 

「EU 外交政策委員長 ペルソナ・ノン・グラタ？」                  

 

本稿「カプリレス元知事 国会議員選参加方針撤回」で

も触れたが、急進野党および主要野党は、「マドゥロ政

権下での選挙は民主的ではない」として、現政権下での

選挙実施には基本的には反対の姿勢を示している。 

 

仮にマドゥロ政権が EU の提案に応じ、選挙実施日を６

カ月遅らせ、EU の考える民主的な選挙と呼ぶための提

案を受け入れ、EU が監視団を派遣すると、急進野党お

よび主要野党はマドゥロ政権下での選挙参加を迫られ

ることになる。 

 

なぜなら EU が選挙監視団を派遣した状況で主要野党・

急進野党が選挙への参加を拒んだ場合、マドゥロ政権が

不正をしなくても与党多数の国会が誕生するからだ。 

この場合、EU 選挙監視団は不正がなかったと認識せざ

るを得なくなる。 

 

個人的には、マドゥロ政権が EU の求める条件を全て受

け入れたとしても主要野党が選挙に参加する方針を示

さないのであれば、EU は選挙監視団を派遣しないと考

えているが（恐らく、マドゥロ政権も同様の認識をして

いるので、EU の提案を受け入れる意味を見いだせない

と思われる）、そのように考えないグループも存在する。 

 

米国に亡命したベネズエラ人によって組織された「ベネ

ズエラ人亡命迫害協会（Veppex）」は、EU のボレル外

交政策委員長を「ペルソナ・ノン・グラタ（歓迎されな

い人物）」にすると発表した。 

 

「ペルソナ・ノン・グラタ」は外交用語で、本来は政府

が指定するもの。「ペルソナ・ノン・グラタ」に指定さ

れた人物は、その国に足を踏み入れることを禁止される。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年９月３０日～１０月１日報道            No.５０５   ２０２０年１０月２日（金曜） 

4 / 9 

 

Veppex は、 

「もし、ボレル外交政策委員長およびミッション団が本

当にベネズエラ人を支援したいと考えているのであれ

ば、あなた方の友人であるマドゥロに権力から退くよう

説得しなければいけない。 

 

もしマドゥロがそれを拒むのであれば、国連が公表した

人権侵害報告書を武器に国際社会に訴えかけ、軍事的に

マドゥロ政権を追い出し犯罪政権から脱却するべきだ。 

 

ベネズエラは選挙を実施できる環境にはない。選挙実施

を求める全ての行動はベネズエラ人を救うことにはな

らず、マドゥロ政権を支援していることになる。」 

との姿勢を示した。 

 

経 済                        

「経済妨害対策法で民営化、民間投資を促進       

  ～マドゥロ政権の更なる権力拡大も懸念～」           

 

９月２９日 マドゥロ大統領は、制憲議会に対して経済

妨害対策法案を提出し、速やかに承認するよう求めた。 

 

この法律の内容について情報が出てきている。 

 

「Bloomberg」は、経済妨害対策法案を確認したという。 

 

同法案は、マドゥロ政権に公的組織・合弁会社の所有権

を変更する権限を与えるもので、民間セクターの投資を

促進し、公的組織の民営化を進める可能性があると報じ

た。 

 

また、マドゥロ大統領の提案では、過去に接収した数十

の企業の元オーナーに対して会社の経営権を返す可能

性もあるという。 

 

 

 

また、同法案には、ガソリンの輸入販売についても民間

セクターに権限を与えるような内容も含まれていると

いう。 

 

米国の経済制裁は基本的にマドゥロ政権との取引を禁

止するもので、公的組織を民営化し、経営権が民間セク

ターに移れば制裁を回避できる。 

 

一見すると法案自体は妥当な提案をしているように思

える。他方、同法案が可決されることでマドゥロ政権に

更なる権限が与えられ、権力強化につながるとの懸念も

存在する。 

 

「CENDAS-FVM 最低食料費２４．４ドル」         

 

これまで、家族５人の１カ月に必要な食費を調査する団

体「CENDAS-FVM」の基礎食料費（Canasta Basica 

Familiar）について定期的に紹介してきた。 

 

直近では２０年８月の基礎食料費を「ベネズエラ・トゥ

デイ No.501」で紹介している。 

 

この「CENDAS-FVM」が新しい指標「最低食料費

（Canasta Minima Familiar）」の公表を始めた。 

 

最低食料費は、基礎食料品１５品目に限定して一カ月の

食費を調べるもの。 

 

具体的には、 

「とうもろこし粉（１キロ）」「米（１キロ）」「パスタ（１

キロ）」「鶏肉（１キロ）」「牛肉（１キロ）」「いわし（１

キロ）」「鶏卵（１／２カートン）」「白チーズ（１キロ）」

「食用油（１リットル）」「砂糖（１キロ）」「たまねぎ（１

キロ）」「トマト（１キロ）」「にんにく（１／４キロ）」

「黒豆（１キロ）」「コーヒー豆（１／２キロ）」。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c8b8281a381fe2c549e16bd7273cd482.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c8b8281a381fe2c549e16bd7273cd482.pdf
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調査結果は以下の通り。 

２０年８月の「最低食料費」は、先月比２０％増の BsS.

８，２８５，８８１．９７だった。ドルに換算すると２

４．３７ドルになる。 

 

なお、２０年 8 月の「基礎食料費」は、BsS.９１，８３

４，０５７．９９でかなり差があるようだ。 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

“２０年７月、8 月の最低食料費” 

 

「Reliance ベネズエラに代わりカナダ原油購入」                  

 

「Bancaynegocios」は、匿名有識者からの情報として、

インドのエネルギー会社「Reliance」が、今後６カ月間、

カナダ産重質油２００万バレル／月を購入することで

合意したと報じた。 

 

米国政府は「Reliance」に対して PDVSA との取引を停

止するよう圧力をかけており、１１月から取引を停止す

ると報じられている（「ベネズエラ・トゥデイ No.502」

参照）。 

 

 

 

 

原油輸出が減少した２０年でも「Reliance」にとって

PDVSA は３番目の原油調達先だった。また、PDVSA に

とっては１番の原油輸出先で同社が購入を停止する影

響は極めて大きい。 

 

「金融機関 ドル預金の規則柔軟化を求める」                  

 

現地メディア「El Diario」は、国内の金融機関がドル化

に向けて準備を進めていると報じた。 

 

匿名関係者からの情報によると、現在ベネズエラの金融

機関が預かっているドル建ての預金はボリバル建ての

預金額よりも多くなっているという。 

また、ドル建ての預金額は、市中に流通しているボリバ

ル紙幣の総額よりも多い。 

 

例えば、２０年７月末時点での預金総額は BsS.３５９，

２２０，９２８，９７７，４４０だったが、そのうちの

BsS.１８４，７６９，３９５，３０７，９７０相当分は

ドル建ての預金だという。 

 

７月３１日時点の両替テーブルの為替レートは、１ドル

BsS.２５８，３６４．８１だったので、ベネズエラの金

融機関が預かっているドル建ての預金総額は７億ドル

超（７１５，１４９，２３１．４６ドル）ということに

なる。 

 

金融機関は、７億ドル超の資金を預かっているが、この

資金は「銀行監督局（SUDEBAN）」の規則により、銀

行にとって扱いにくいものになっているという。 

 

匿名関係者によると、近日中に金融機関は中央銀行と会

合を予定しており、同会合ではこの７億ドル超の預金の

規則の柔軟化について協議する予定だという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d0d59abfc8b51b5c84faf111015a5b54.pdf
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２０２０年１０月１日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 国民投票の質問内容発表        

    実施日程は未定、ネット投票も可能に」        

 

１０月１日 グアイド政権率いる野党国会は、国民投票

の質問内容を承認した。 

 

現地メディア「Monitoreamos」によると、国民投票の質

問は以下の２点だという。 

 

＜質問１＞ 

あなたは、自由な大統領選および国会議員選を実現し、

簒奪者ニコラス・マドゥロの政権に終止符を打ち、ベネ

ズエラ国民を強制移住や人権侵害から救出するため、あ

らゆる国内外の圧力メカニズムを行使することを支持

しますか？ 

 

（スペイン語） 

¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional 

e internacional para que, en el marco de la Constitución, 

se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias 

libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen 

usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al 

pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la 

migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así 

se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los 

venezolanos? 

 

＜質問２＞ 

あなたは独裁者ニコラス・マドゥロが呼びかけた１２月

６日（実施日が変わったとしても）のイベントについて、

自由選挙と呼べる状況にならない限り、参加することを

拒絶しますか？また、国際社会に同選挙を正当なものと

認識しないよう求めますか？ 

 

 

（スペイン語） 

¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de 

Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra 

fecha, mientras no existan condiciones para elecciones 

libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad 

internacional el desconocimiento de sus resultados? 

 

なお、現時点では国民投票の実施日は決まっていない。 

 

現地メディア「Maduradas」によると、国民投票は直接

投票を基本とするようだが、インターネットで投票する

ことも可能だという。 

 

２０年に入り、グアイド政権の支持率は著しく下がって

いる。特に急進野党から強い攻撃を受けていたが、グア

イド議長が「外交的な試みは最終段階にある」と明言し

たことで急進野党の攻撃が幾分か和らいだように思え

る。 

 

グアイド議長の「外交的な試みは最終段階にある」とい

う発言は、急進野党による非難を避けるための作戦と思

われる。 

 

２１年１月には現在の国会の任期が満了する。 

グアイド議長（野党国会）が２１年以降も暫定大統領を

続ける正当性を国外に示すためには、国民投票で出来る

だけ多くの投票を得る必要がある。 

 

なお、この２つの質問に「いいえ」と回答する人は与党

支持者くらいだろう。そもそも与党支持者はグアイド議

長が呼びかける選挙には参加しないので、「はい」の回

答が圧倒的多数になることは確実だ。 

 

重要なのは「はい」と「いいえ」の割合ではなく、何人

がグアイド議長の呼びかけに応じて投票するかだろう。 

この投票数を上げるために、これ以上、急進野党から非

難を受けたくなかったのではないか。 
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「カストロ・ソテルド農業土地相 Covid 感染     

   ～Covid-１９感染確認者は７．６万人～」           

 

１０月１日 ウィルメル・カストロ・ソテルド土地農業

相は Covid-１９に感染したことを明らかにした。 

 

カストロ・ソテルド土地農業相は、軍部出身の政治家で

マドゥロ政権下では古株の閣僚。食料相や土地農業相な

ど食料品関連の大臣職を担ってきた人物。 

 

また、タチラ州知事で、野党「行動民主党（AD）」のラ

イディ・ゴメス知事も Covid-１９感染を発表している。 

 

ここ１カ月ほどベネズエラの Covid-１９感染ペースは

横ばいで１日当たり６００名～１，０００名のペースで

増加している。 

 

 

 

 

１０月１日はベネズエラで初めて Covid-１９感染が確

認されてから２００日目に当たる。 

 

１０月 1 日、新たに９０７名の Covid-１９感染が確認

された。ベネズエラの Covid-１９感染確認数は７６，０

２９名、死者は６３５名となっている。 

 

 

 

なお、マドゥロ政権の発表によると、７６，０２９名の

感染者のうち６６，２４５名（８７％）は既に回復して

おり、現在も感染中なのは９，１４９名だという。 

 

 

（写真）ベネズエラ保健省 

 

「拘束中のトーレス元内務相 病院へ緊急搬送」          

 

１０月１日 エバンヘリカ・ゴンサレス記者は、ミゲル・

ロドリゲス・トーレス元内務司法相が健康上の理由で病

院に緊急搬送されたと投稿した。 

 

トーレス元司法相は元軍人。 

故チャベス元大統領時代からの重要閣僚で、１４年まで

マドゥロ政権で内務平和相を務めていた。しかし、１４

年に同職を解任されたのち、反マドゥロ政権派に転身。 

 

１４年からトーレス元内務相は、米国で活動をしていた

が、１８月３月にベネズエラを訪問した際に、クーデタ

ーを計画した罪で SEBIN に拘束され、現在に至ってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.110」参照）。 

 

トーレス元内務相が病院に搬送された理由については

家族にも知らされていないという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
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なお、ネルソン・マルティネス元 PDVSA 総裁もトーレ

ス元内務相と同じように離反容疑で拘束され、病院に搬

送されたが命を落としている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.228」参照）。 

 

 

（写真）Maduradas 

“ミゲル・ロドリゲス・トーレス元内務相 

（左は内務相時代の写真、右は拘束後の写真）” 

 

経 済                       

「ガソリン新販売計画を発表                

 ～１０月５日から全国ガソリン給油所再開～」            

 

９月２９日  ガソリンを積んだイランのタンカー

「Forest」がベネズエラに到着した（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.504」参照）。 

 

２隻目のタンカーは１０月１日に到着するとされてお

り、既に到着していることだろう。 

 

この１カ月ほど、ベネズエラでは深刻なガソリン不足に

陥っていたが、今後は状況が多少緩和する見通しだ。 

 

１０月１日 アイサミ石油相（経済担当副大統領兼務）

は、１０月５日から全国１，５６８カ所のガソリンスタ

ンドで再び給油を開始すると発表した。 

 

 

なお、アイサミ石油相は新ガソリン供給計画を発表。 

 

車のナンバープレートの末尾の数字により給油できる

日を制限すると発表した。 

 

具体的には、月曜日はナンバープレートの末尾の数字が

１．２の車が給油可能。 

火曜日は、３、４ 

水曜日は、５、６ 

木曜日は、７，８ 

金曜日は、９、０ 

土曜日は、１、２ 

日曜日は、３，４ 

 

また、補助金価格は変わらず、レギュラーガソリンは１

リットル BsS.５，０００。補助金のないレギュラーガソ

リンの給油は１リットル０．５ドル。 

 

ハイオクガソリンに補助金は無く、１リットル０．５ド

ル（ただし、在庫不足でハイオクを給油するのはかなり

困難）。 

 

補助金価格で自動車が１カ月に給油できる量は１２０

リットルまで。バイクは６０リットルまで。 

 

アイサミ新石油相は、「新ガソリン販売計画」と説明し

ているが、２０年５月末に施行した仕組みと変わらない

（「ベネズエラ・トゥデイ No.452」参照）。 

 

例えば、次のページの表は、２０年９月のガソリン給油

スケジュール。今回、アイサミ石油相が説明したのと同

じように曜日ごとにナンバープレートの末尾の番号で

給油日が決まっていた。 

 

色々と調べてはみたが、筆者にはどこに違いがあるのか

確認できなかった。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc1b06d4c6281cdc3f01c3b8a8bde3aa.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
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（写真）Bacaynegocios 

 

「グアイド政権 Monomeros の役員を交代」         

 

１０月１日 グアイド政権率いる野党国会は、ベネズエ

ラの石油化学公社「Pequiven」が所有するコロンビアの

化学品メーカー「Monomeros」の役員交代を承認した。 

 

今回の交代により「Monomeros」のラモン・クレスポ役

員が解任され、新たにギジェルモ・ペレス氏が役員に就

任する。 

 

米国マイアミ在住のベネズエラ人ジャーナリスト、パト

リシア・ポレオ記者は、「Monomeros」にまつわる汚職

で、グアイド政権関係者との癒着を訴えており、特にラ

モン・クレスポ氏と「新時代党（UNT）」のマニュエル・

ロサレス党首との関係を指摘していた。 

 

クレスポ氏交代の理由については明らかにされていな

いが、今回の解任と何らかの関係があるのかもしれない。 

 

なお、同日の会議で野党国会は、新たにバハマのベネズ

エラ代表大使、ブルガリアのベネズエラ代表大使も任命

した。 

 

 

 

「Avior １１月か１２月から運航再開？」         

 

１０月１日 ベネズエラの航空会社「Avior」のファン・

ブラカモンテ社長は、 

「空運当局は、近日中に３００の旅行関係者と１，５０

０名の航空業界関係者による会合を予定している。 

 

民間セクターからは、１１月あるいは１２月から飛行機

の運航を再開するよう提案する。 

 

Avior は、ボゴタ行き２０便、マナウス行き（ブラジル）

１０便、ペルー行き６便、ドミニカ共和国行き２０便、

国内線３９便を再開する可能性がある。」 

と述べた。 

 

以上 


