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（写真）大統領府 “仮設病院「ポリエドロ病院」 稼働開始” 

 

 

２０２０年７月３１日（金曜） 

 

政 治                     

「CNE 役員 議員定数増は憲法法廷の解釈」 

「ポリエドロ病院 稼働開始」 

「国連 北朝鮮とマドゥロ政権の合意に懸念」 

「CITGO 元役員２名 自宅軟禁に変更」 

経 済                     

「Megasis 商品は外貨建てで販売 

～従業員の Covid-１９感染を確認～」 

「経済専門家 グアイド政権を非難」 

社 会                     

「フランシスコ・ファハルド高速道路に障害物」 

2020 年 8 月 1～2 日（土・日） 

 

政 治                    

「野党２７政党 選挙不参加を宣言 

～タチラ州知事 選挙参加支持で除名～」 

「世論アンケート ４６．６％が投票意思有り」 

「PanAm Post メディア売却を発表」 

「Covid-１９ 感染者２万人突破、死者１７４名」 

経 済                    

「船整備会社 １．４億ドルの賠償金勝ち取る」 

「ファルコン州で原油漏れ」 

「キューバにジェット燃料５．５万バレル輸出」 

「カラボボ Good Year 工場で火災発生」 
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２０２０年７月３１日（金曜）             

政 治                       

「CNE 役員 議員定数増は憲法法廷の解釈」       

 

現在、ベネズエラ国会の議員定数は１６７名だが、１２

月に予定されている国会議員選の議員定数は２７７名。 

 

「国家選挙管理委員会（CNE）」のラファエル・シモン

副代表は、議員定数を増やした点について、憲法法廷が

解釈をしたものだと説明した。 

 

「今回の議員定数を決めた規則は CNE が考えたもので

はない。あれは裁定（司法）が決めたものだ。 

 

この考えに合意できないものもいるだろう。ただし、司

法の憲法法廷があり、憲法法廷は合憲性を解釈する権限

がある。 

 

憲法に書かれている内容を変更することは困難だが、解

釈を変えることは可能だ。」 

と説明した。 

 

また、マドゥロ政権の資金について 

「私は彼らの活動資金がどこから来ているのか知らな

い。しかし、彼らに活動資金があることは知っている。

政府は通常、秘密の資金を持っているものだ。」 

との見解を示した。 

 

「ポリエドロ病院 稼働開始」         

 

７月３１日 デルシー・ロドリゲス副大統領（Covid-１

９対策委員長）は、大型イベント施設「ポリエドロ・デ・

カラカス」を Covid-１９専門の病院にした仮設施設「ポ

リエドロ病院」の開所式に出席した。 

 

 

ロドリゲス副大統領によると、同仮設病院には３００の

ベッド、トイレ５２個、４０のシャワー施設があり、Ｘ

線を取ることも可能という。他、施設外部にも９００の

ベッドを設置している。 

 

また、８２名の医師と看護士が同施設で勤務すると説明

した。 

 

 

 

（写真）内務司法平和省ツイッター 
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「国連 北朝鮮とマドゥロ政権の合意に懸念」                  

 

ロイター通信は、国連調査員がマドゥロ政権と北朝鮮が

軍事協定を結んだ可能性を懸念していると報じた。 

 

ロイター通信によると、国連の制裁調査団はサミュエ

ル・モンカーダ国連ベネズエラ代表大使に対して、昨年

１０月、今年６月に北朝鮮と締結した合意の内容を説明

するよう求めたという。 

 

国連は北朝鮮との軍事・技術協定の締結を禁止している。 

 

仮に軍事協定を結んだ場合、マドゥロ政権は国連規程を

違反していることになる。 

 

「CITGO 元役員２名 自宅軟禁に変更」         

 

７月１７日 米国ニューメキシコ州のビル・リチャード

ソン元知事がマドゥロ大統領と面談し、マドゥロ政権が

拘束している米国籍の CITGO 役員６名の解放を求め

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.473」参照）。 

 

当時、囚人の解放に成功しなかったと述べていたが、リ

チャードソン元知事は、７月３１日に CITGO 役員２名

を自宅軟禁（ベネズエラ）に変更することに成功したと

発表した。 

 

自宅軟禁となったのはグスタボ・カルデナス氏とホル

ヘ・トレド氏。 

まだ、ホセ・ルイス・サンブラーノ氏、アリリオ・サン

ブラーノ氏、トメウ・バデル氏、ホセ・ペレイラ氏が拘

束されている。 

 

自宅軟禁に変更するにあたり、マドゥロ政権とどのよう

な交渉が行われたのかは明らかにされていない。 

 

 

経 済                        

「Megasis 商品は外貨建てで販売             

     ～従業員の Covid-１９感染を確認～」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.478」で、イラン系ス

ーパー「Megasis」がオープンした記事を紹介した。 

 

Covid-１９感染拡大防止のため、カラカスでは身分証の

末尾の番号に応じて、買い物客が制限されているが、オ

ープン当日からスーパーに向かう車の渋滞ができ、入場

待ちの行列が出来ている。 

 

オープン間もないためだろうが、写真を見る限り商品は

充実しているように見える。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd068c6d4cb4f2c56080b9b04787a049.pdf
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（写真）Bancaynegocios 

 

価格については、ドル建てで表記されており、ボリバル

払いの場合は、その日の為替レート（「両替テーブル」

の平均レート）で換算した金額となる。 

 

金額は、国際的にみて高すぎず、安すぎずという印象だ

が、ボリバル建てで給料を受け取る一般国民には法外な

値段と言える。 

 

「Megasis」で販売されていた商品の具体的な金額は以

下の通り。 

 

＜野菜類＞ 

かぼちゃ：０．７４ドル 

人参：０．４３ドル 

きゅうり：０．７４ドル 

ズッキーニ：０．３６ドル 

 

＜その他＞ 

トイレットペーパー（１２個入）：２．９ドル 

液状ミルク（１Ｌ）：１．２１ドル 

ツナ缶（１８０ｇ）：１．１ドル 

ビネガー（３Ｌ）：２．２７ドル 

 

 

 

 

 

 

また、８月１日にコロンビア系メディア「NTN２４」は、

「Megasis」従業員で Covid-１９感染者が出たと報じた。 

 

現在のところ、従業員で感染者が出たとの理由で店舗は

閉まっていないが、何らかの対策が取られる可能性もあ

りそうだ。 

 

「経済専門家 グアイド政権を非難」         

 

穏健野党派の経済専門家フランシスコ・ロドリゲス氏

（元 Bank of America のベネズエラ担当リサーチャー）

は、グアイド政権の姿勢を非難した。 

 

７月３１日 ニューヨーク裁判所は、PDVSA２０債権

団を支援するベネズエラ人専門家の身分を公表しない

よう命じた。 

 

１９年１１月 グアイド政権はPDVSA２０の無効化を

求めて提訴。PDVSA 債権団と訴訟が起きている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.363」参照）。 

 

この訴訟について、グアイド政権は、PDVSA２０債権

団を支援するベネズエラ人専門家の素性を明らかにす

るよう裁判所に求めていた。 

 

この求めに対して、PDVSA２０債権団は、 

「PDVSA２０債権団を支援する専門家の情報が明らか

になると、その専門家およびその家族、同僚らがグアイ

ド政権から迫害を受ける。マドゥロ政権からも攻撃され

る可能性がある。」 

と指摘し、専門家の情報を明らかにしないよう裁判所に

求めていた。 

 

なお、今回の訴訟を始めるにあたり、グアイド政権と

PDVSＡ２０債権団との間で、専門家の情報を公表しな

いことで合意していたという。 
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ロドリゲス氏は、今回の裁判所の決定を発表し、グアイ

ド政権は自身と異なる考えを持つ人々を迫害しており、

彼らのやっていることはマドゥロ政権と変わらないと

訴えた。 

 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

 

社 会                        

「フランシスコ・ファハルド高速道路に障害物」           

 

Covid-１９感染拡大防止のため州をまたぐ移動は原則

禁止されている。 

 

特にカラカスの感染者は急激に拡大しており、マドゥロ

政権の外出制限圧力も強まっているようだ。 

 

カラカスの主要道路「フランシスコ・ファハルド高速道

路」には、巨大なセメントが置かれ、移動を妨害してい

るという。 

 

ただし、食料を購入する必要から人の移動は容易には無

くならない。 

 

ベネズエラでは一物一価の原則が壊れており、お店によ

って商品の価格が大きく異なる。 

 

多くの給料を得られていない人は何軒も店舗を回り、安

い商品を購入する必要があるが、移動が制限されており、

買い物が今まで以上に困難になっているという。 

 

また、厳格な隔離措置下でも食料品店や医薬品店は営業

することが出来るが、店に行ったら閉まっていることも

あるという。 

 

Covid-１９の影響もあり、貧しい人を中心に、これまで

以上に生活が厳しくなっているようだ。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

２０２０年８月１日～２日（土曜・日曜）              

政 治                        

「野党２７政党 選挙不参加を宣言            

   ～タチラ州知事 選挙参加支持で除名～」        

 

８月２日 主要野党や他の政治団体は連名で１２月に

予定されている国会議員選へ参加しない意向を示した。 

 

「これまで国内外で様々な関係者があらゆる手段を用

いて民主主義的な選挙の実施を求めたが、これらの道は

閉ざされたため、選挙には参加しない」 

 

国民に対して、団結の必要性を主張し、同選挙に参加し

ないよう求めた。 
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選挙不参加を宣言した政党は以下の２７政党。 

 

１．行動民主党（AD） 

２．アリアンサ・デル・ラピス 

３．アプリサル 

４．バンデラ・ロハ 

５．カミナ 

６．コペイ 

７．クエンタ・クララ 

８．エンクエントロ・シウダダノス 

９．フエルサ・リベラル 

１０．グアヒラ・ベン 

１１．イスキエルダ・デモクラシア 

１２．ラ・カウサ・ラディカル 

１３．モベールセ 

１４．モビミエント・リプブリカノ 

１５．NUVIPA 

１６．パルリンベ 

１７．パルティード・プログレシスタ 

１８．PDUPL 

１９．第一正義党（PJ） 

２０．プロジェクト・ベネズエラ 

２１．ソシエダ 

２２．新時代党（UNT） 

２３．ウニダ NOE 

２４．ウニダ・パラ・ベネズエラ 

２５．UPP８９ 

２６．大衆意志党（VP） 

２７．バングアルディア・ポプラル 

 

なお、「行動民主党（AD）」に所属するタチラ州のレイ

ディ・ゴメス知事は、１２月の選挙に参加するべきと主

張。 

 

非公式ではあるが、この宣言を理由にゴメス知事は主要

野党で組織される団体「Frente Amplio」から除名され

たという。 

 

「世論アンケート ４６．６％が投票意思有り」           

 

世論調査会社「Delphos」およびアンドレス・ベジョ・

カトリック大学は共同で、１２月６日に予定されている

国会議員選への投票意思に関するアンケート調査を実

施した。 

 

調査は７月３日～１７日にかけて、カラカス、マラカイ、

バレンシア、バルキシメト、マラカイボ、サンクリスト

バル、バルセロナ、プエルトラクルス、シウダボリバル、

シウダグジャナに住む８００名を対象に行なわれた。 

 

調査の結果、 

「グアイド政権が参加しない状況でも参加したい」と回

答したのは４６．６％。 

「おそらく参加する」の回答は１０．７％。 

「おそらく参加しない」の回答は４．３％。 

「参加したくない」の回答は３８．５％だった 

 

 
（写真）Delphos 
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また、「グアイド政権が参加するのであれば参加したい」

との回答は、６０．３％。 

「おそらく参加する」の回答は９．４％。 

「おそらく参加しない」の回答は４．９％。 

「参加したくない」の回答は２５．３％だった 

 

 

（写真）Delphos 

 

個人的には、グアイド政権が参加しない場合、投票率は

もっと低くなると考えている。 

 

１８年５月に行われた大統領選挙でも、事前のアンケー

ト調査では投票意欲は平均５９．７％と比較的高かった

が、実際の投票率は４５．１％とアンケート結果よりも

だいぶ低かった（「ベネズエラ・トゥデイ No.47」参照）。 

 

結局、グアイド政権が参加しない選挙では野党候補が当

選する可能性が低い。 

 

投票意思があったとしても、最初から勝てる期待が無け

れば、わざわざ投票に行く気にもならないということだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

「PanAm Post メディア売却を発表」         

 

８月１日 「PanAm Post」のオルランド・アベンダニ

ョ氏は、「PanAm Post」を「New Dream Global」に売

却すると発表した。 

 

「PanAm Post」は、ベネズエラ専門のニュースサイト。 

急進野党側に近いスタンスを示すメディアとして知ら

れている。 

 

「New Dream Global」は、ウルグアイの「El Pais」、ペ

ルーの「El Comercio」など主要メディアと取引関係の

ある情報サイト運営会社だという。 

 

アベンダニョ氏は、「New Dream Global」に売却するこ

とでより多くの人々に「PanAm Post」の情報が閲覧さ

れることになるとしており、納得の上での合意であると

説明した。 

 

「Covid-１９ 感染者２万人突破、死者１７４名」         

 

８月２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、同日新た

に７６４名の Covid-１９感染を確認したと発表。 

これまでに Covid-１９感染が確認された人数は２０，

２０６名となり、２万人を突破した。 

 

ただし、感染確認者のうち半数以上は回復しており、現

在も感染中の患者は８，２６８名だという。 

 

また、Covid-１９を原因とする死者は５名増え、合計で

１７４名となった。 

 

なお、地域別で最も感染が多かったのはカラカス首都区

で２１２名。次いでミランダ州が１５２名。スリア州が

９６名。ラグアイラ州が７６名と続く。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e2a8e16ad6b3d060613b3509e3aae2c2.pdf
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経 済                       

「造船会社 １．４億ドルの賠償金勝ち取る」            

 

米国ミシシッピ州裁判所は、米国の造船会社

「Huntington Ingalls Industries（ハンティントン・イン

ガルス・インダストリーズ）」の訴えを認め、ベネズエ

ラ政府に対して１億３，８００万ドルを支払うよう命じ

た。 

 

「Huntington Ingalls Industries」は、ベネズエラ国防省

の軍艦２隻に対して行ったメンテナンスサービスの不

払いを理由に裁判を起こしていたという。 

 

同社によるメンテナンスサービスは、米国とベネズエラ

の関係がここまで悪化する以前、故チャベス政権の頃に

提供されたもののようだ。 

 

ベネズエラ金融専門家ルス・ダレン氏（「Caracas Capital 

Market」代表）によると、今後「Huntington Ingalls 

Industries」は、ベネズエラ政府の賠償金を米国にある

PDVSA 関係会社 CITGO の資産をもって回収する手段

を探ることになるだろうと述べている。 

 

「ファルコン州で原油漏れ」              

 

ファルコン州ホセ・ラウレンシオ・シルバ市の Boca de 

Aroa 湾で原油漏れが起きている。 

 

環境保護団体「Fundacion Azul Ambiental」は、実際に

原油漏れが起きている現場の映像をツイッターに投稿。 

 

原油漏れの原因について正式な発表は無いが、船舶から

の漏れが原因と報じられている。 

 

 

 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「キューバにジェット燃料５．５万バレル輸出」           

 

カラボボ州エル・パリート製油所から５．５万バレルの

ジェット燃料が輸出されたと報じられた。 

 

内部関係者は「このジェット燃料は精製されていないが、

長い間保管されていた。カルドン製油所かアムアイ製油

所か外国から調達してきたものだろう。しかし、最近は

米国の二次被害を恐れて船舶が商品の輸送を拒んでい

る。」とコメントした。 
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「カラボボ Good Year 工場で火災発生」         

 

８月１日 カラボボ州にある「Good Year」工場で火災

が発生した。 

 

エリザベス・ゴンサレス記者のツイッター投稿によると、

火災は「Good Year」の倉庫で起きており、同社のタイ

ヤが保管されていたという。 

 

消防団が駆けつけ鎮火にあたり、火災は治まったが倉庫

は完全に焼失した。 

 

 

（写真）@FEDGLOCK 

 

以上 

 

 


