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（写真）ボルヘス元国会議長ツイッター “在ブラジル・ベネズエラ大使館の占拠を巡り与野党が衝突” 

 

 

２０１９年１１月１３日（水曜） 

 

政 治                     

「在ブラジル・ベネズエラ大使館 

グアイド政権側が一時占拠するも撤退」 

「１１月１６日の抗議行動に向け緊張高まる 

～米メディア グアイド議長の正念場と報道～」 

「穏健野党を除名された議員 新グループを結成」 

経 済                     

「SUDEBAN カードの使用限度額を改定」 

「公定レート 並行レートと同水準に」 

社 会                     

「ドル建て小売店の状況についての報道」 

２０１９年１１月１４日（木曜） 

 

政 治                    

「ボリビア新大統領 グアイド議長を支持 

グアイド政権に大使任命を求める」 

「トーレス元内務司法相 スペインに移動か」 

「ウルグアイ大統領選 ベネズエラも争点に」 

経 済                    

「国会 １０月インフレ率は先月比２０．７％増」 

「家庭用ガスの産出量が減少」 

「中国向けに農産品１４品目を輸出」 

「現地メディア El Universal 

従業員が労働環境改善を求める」 
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２０１９年１１月１３日（水曜）             

政 治                       

「在ブラジル・ベネズエラ大使館              

    グアイド政権側が一時占拠するも撤退」       

 

１１月１３日 在ブラジル・ベネズエラ大使館でグアイ

ド政権とマドゥロ政権の政治衝突が起きた。 

 

現在ブラジル政府は、グアイド政権をベネズエラの正当

な政府と認識しているものの、同国のベネズエラ大使館

では、マドゥロ政権側の外交官が引き続き外交業務を運

営している。 

 

１１月１３日 グアイド政権に大使に任命されたマリ

ア・テレサ・ベランデリア氏は、 

「在ブラジル・ベネズエラ大使館とブラジル国内に７カ

所あるベネズエラ領事館の外交団は、自発的に大使館を

グアイド政権に譲ることを決めた。」 

との声明を発表。 

 

ブラジリアにあるベネズエラ大使館の明け渡しプロセ

スを開始すると宣言した。 

 

声明によると、グアイド政権側が大使館を占拠した後も

現在の外交官らはブラジルに留まり、ベネズエラ大使館

職員として外交業務を継続できると約束したという。 

 

また、現在の外交官がブラジル国内に留まることはブラ

ジル政府側に事前に了承を得ていたとしており、事前に

ブラジル政府側と準備したものと思われる。 

 

これに対して、アレアサ外相はツイッターで 

「ブラジリアの大使館が武力により占領された。ブラジ

ル政府はウィーン条約の外交原則を尊重するよう求め

る。」と投稿した。 

 

メディアでは大使館の明け渡し巡り、マドゥロ政権側の

支持グループ（中にはキューバ政府の関係者やブラジル

のルーラ大統領支持者などが含まれていた）が、大使館

明け渡しを求めるグアイド政権側の支持グループに対

して暴力をふるったと報じられている。 

 

この一件を受けて、カベジョ制憲議長は 

「外交の同等待遇の原則に従い、ベネズエラにいるブラ

ジル外交官は追放される」 

と宣言した。 

 

この混乱の中、グアイド政権側はブラジリアにあるベネ

ズエラ大使館を部分的に占領することに成功したが、完

全なコントロールを取ることは出来なかったようだ。 

 

占領から１３時間ほどしてグアイド政権側のグループ

はベネズエラ大使館を退去し、翌１１月１４日には再び

マドゥロ政権側のコントロールに戻っている。 

 

ブラジル政府は、ウィーン条約の原則に従い、本件には

関与しない方針を示している。 

 

ベネズエラ大使館は、ベネズエラの領土となりブラジル

政府が介入してはいけない。 

 

今回、ベネズエラ大使館で起きた問題はあくまでベネズ

エラ国内の問題であり、ブラジル政府がグアイド政権に

加担しベネズエラ大使館にいるマドゥロ政権側の外交

官を強制的に追放することはできない決まりになって

いる。 
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「１１月１６日の抗議行動に向け緊張高まる       

 ～米メディア グアイド議長の正念場と報道～」         

 

１１月１６日の抗議行動に向け国内で緊張が高まって

いる。 

 

現時点では、学生、教員、看護士らが同反政府デモへの

参加を表明している。学生については先陣を切って、１

１月１４日にはベネズエラ中央大学の学生が抗議デモ

を開始した。 

 

国家警察、国軍などの治安維持部隊は抗議行動の進行を

妨害。催涙弾を発砲し、抗議デモを抑圧するなど１９年

初めに起きた光景が再現されている。 

なお、死者は報じられていない。 

 

 
（写真）＠MiguelCardoza 氏、＠fertineo 氏ツイッター 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.369」で、抗議

行動の出発地を紹介したが、更に出発地が増えたようだ。 

 

当日は１０時に「El Marquez」「Distribuidor Santa Fe」

「Av Ppal de Bello Monte」「Sambil La Candelaria」

「Altamira」「Plaza Las Tres Gracias」から出発。 

 

最終的にチャカイートの「Plaza Jose Marti」に集合する。 

 

 

 

 

米国メディア「El Nuevo Heraldo」は、今回の抗議行動

での集まりが悪ければグアイド議長の求心力が完全に

低下していることが証明されるとしている。 

 

仮に大規模な動員が起きなければ、グアイド議長をベネ

ズエラの暫定大統領と認識する支持者は、１９年末には

２０％以下にもなり得ると報じた。 

 

恐らく野党支持者は一定数集まり、最近で最も大きな反

政府デモになりそうだ。 

 

問題は与党にも野党にも属さない中立層をどこまで動

かすことが出来るか。また、与党が死者を出すことなく

同日の抗議行動を止めることが出来るかだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b4e3f149416459feaab1aa88155cfee1.pdf
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「穏健野党を除名された議員 新グループを結成」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.369」で、マドゥロ政

権 と 合 意 し た 穏 健 野 党 の リ ー ダ ー を 務 め る

「Cambiemos」のティモテオ・サンブラーノ党首が、マ

ドゥロ政権側からの賄賂を受け取った疑いがあるとし

て党員３名（全員が国会議員）の除名を決定した記事を

紹介した。 

 

１１月１３日 除名を宣告されたホセ・エスパーニャ議

員、アドルフォ・スペルラノ議員、ホセ・グレゴリオ・

アパリシオ議員の３名は新たな議員グループを結成す

ると発表した。 

 

穏健野党からマドゥロ政権に近いことを理由に除名さ

れるということは、この新たなグループはより与党擁護

のスタンスを示すということだろう。 

 

なお、エスパーニャ議員は賄賂の受け取りについて否定

している。 

 

経 済                        

「SUDEBAN カードの使用限度額を改定」           

 

１１月１２日 銀行監督局（SUDEBAN）は、クレジッ

トカードの利用限度額を改定した。 

 

今回の改定により、クレジットカードの限度額は最低で

も２０，０００UT 以上。最大で２００，０００UT 以

下と決まった。 

 

UT とは公共サービス料、税計算などで使用されるベネ

ズエラ独特の行政単位。 

 

 

 

 

現地通貨でいえば、限度額はBsS.１００万が最小でBsS.

１，０００万が最大となる。 

 

上限額については顧客の財務状況や過去の支払い履歴

などから銀行側が判断することになる。 

 

同時にクレジットカード決済機１台が１日に決済でき

る金額の上限額もBsS.５，０００万／日に改定された。 

 

「公定レート 並行レートと同水準に」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.369」で、再び並行レ

ートが高騰しており、中央銀行が抑制のため１月１３日

から市中に両替用現金ユーロを供給すると紹介した。 

 

実際に現金ユーロが供給されたようだが、目立って為替

レートは下がっていない。他方、現在はレート高騰が収

まり、並行レートは１３日、１４日と１ドル BsS.３２，

０００前後を維持している。 

 

 

また、特筆するべきは中央銀行が公表する公式レート

「両替テーブル」の平均レートも並行レートに合わせる

形で切り下がっている点だろう。 

 

１１月１４日（決済日は１１月１５日）時点で、ベネズ

エラ中央銀行の公表する為替レートは１ドルBsS.３０，

０８５．８６となっている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b4e3f149416459feaab1aa88155cfee1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b4e3f149416459feaab1aa88155cfee1.pdf
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（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

社 会                        

「ドル建て小売店の状況についての報道」           

 

現地メディア「Venepress」は、ドル建てで商品を販売

している小売店を取材。現在のお店の状況を報じた。 

 

ベネズエラにはドルにアクセスできる人とそうでない

人の２つの現状があり、ドルにアクセスできる人には別

の生活が存在すると報道。 

 

カラカスで小売店を経営している人にインタビューを

したところ、この店舗ではほとんどの人がドル、ユーロ

など現金外貨で商品を購入し、おむつやお菓子、医薬品

などを購入すると回答した。また、外国のクレジットカ

ードも受け付けるとしている。 

 

ただし、最低賃金生活者がこの小売店で商品を購入しよ

うとすれば、おかし１袋で月の稼ぎを使ってしまうとい

う。 

 

 

 
（写真）Venepress 

“外貨で商品を販売する小売店。外国製品が並んでいる” 

 

２０１９年１１月１４日（木曜）              

政 治                        

「ボリビア新大統領 グアイド議長を支持        

      グアイド政権に大使任命を求める」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.368」で、ボリビアのモラ

レス大統領が辞任した記事を紹介した。 

 

また、当時の記事「ボリビア 副大統領ら辞任、選挙委

員長は逮捕」でボリビアの Jeanine Áñez 国会第２副議

長が暫定的に大統領の就任を宣言したと紹介した。 

 

この第２副議長はモラレス政権と正反対の方針を示し

ている。 

 

１１月１４日 Jeanine Áñez 暫定大統領は、ベネズエラ

の政府はグアイド暫定政権にあるとの認識を示し、グア

イド政権に対して在ボリビア・ベネズエラ大使を任命す

るよう求めた。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9229e6fa5a8f9c501a455a8066ee5b1.pdf
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「トーレス元内務司法相 スペインに移動か」           

 

ミゲル・ロドリゲス・トーレス氏（下写真の人物）は軍

部出身の故チャベス元大統領の側近で２０１４年１０

月までマドゥロ政権で内務司法平和相を務めた人物。 

 

しかし、途中でマドゥロ政権を離反し、外国で政権転覆

のための計画を主導していた人物だった（彼自身がビデ

オメッセージなどで軍部のクーデターを呼びかけるな

どマドゥロ政権転覆を求めていた）。 

 

しかし、トーレス元内務司法相は、２０１８年３月に逮

捕され、現在もマドゥロ政権に投獄されている（逮捕さ

れた当時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.110」参

照）。 

 

しかし、最近では体調が悪化しているようで病院に搬送

されたと報じられていた。 

 

１１月１４日 トーレス元内務司法相が解放され、スペ

インに送られたと報じられている。現時点では噂にすぎ

ないがいずれ明らかになりそうだ。 

 

 

（写真）Venezuela Analisis 

 

 

 

 

「ウルグアイ大統領選 ベネズエラも争点に」         

 

１０月２７日 ウルグアイで大統領選が実施された。結

果、現与党「Frente Amplio」（左派）のダニエル・マル

ティネス候補が３９．０２％を獲得。 

 

また、「Partido Nacional」（右派）のルイス・ラカジェ氏

が２８．６２％を獲得。 

 

一回目の投票で決着がつかなかったため、１１月２４日 

に決選投票が行われる予定。 

 

１１月１４日に行われた大統領選前の公開討論では、ラ

カジェ候補が「Frente Amplio」の対ベネズエラ政策を

批判する場面が見られた。 

 

「ベネズエラの独裁政権に対して擁護的な姿勢を見せ

る政策は完全な誤りだ。」 

と追及。 

 

ウルグアイの現地メディア「Politica」は３つの世論調査

会社の大統領選の投票意思に関するアンケート調査を

公表。 

 

１０月の大統領選の時はダニエル・マルティネス候補が

トップだったが、現在は３つの世論調査全てがルイス・

ラカジェ氏のリードを報じている。 

 

ボリビアに続き、ウルグアイもマドゥロ政権への圧力の

輪に加わることになりそうだ。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12cc37b32f3601ef7479ca8e5dbb25fb.pdf
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経 済                       

「国会 １０月インフレ率は先月比２０．７％増」            

 

１１月１４日 国会は２０１９年１０月のインフレ率

を公表した。 

 

国会によると、１０月のインフレ率は先月比２０．７％

増。２０１９年では３月の１８．１％増に続いて２番目

に低い水準となった。 

 

２０１９年１月～１０月までの累計インフレ率は４，０

３５．２％増。過去１２カ月分のインフレ率は２４，３

１２．５％増としている。 

 

国会財務委員会のアンヘル・アルバラード議員は、イン

フレ率がこれまでよりも収まった理由について 

「為替レートが安定したため」 

と分析している。 

 

「家庭用ガスの産出量が減少」             

 

現地メディア「Bancaynegocios」は、家庭で使用するガ

スの産出量が著しく減少していると報じた。 

 

現在、ベネズエラの８１％は天然ガスのボンベを使用し

て料理をしており、ガスを直接引いて料理をしている家

庭は全体の１４％しかないという。 

 

正式な統計などはないものの報道によると、現在アンソ

アテギ州のホセ・アントニオ石油化学コンプレックスか

らしかガスが直接供給されていないという。 

 

なお、家庭用のガス供給が減っていることで、火を起こ

すための薪（まき）の需要が拡大しているという。 

 

 

 

「中国向けに農産品１４品目を輸出」              

 

土地農業省は、ベネズエラから中国向けに農産品を輸出

する際に必要となる衛生証明書の手続きで中国政府と

合意したと発表。 

 

今回の合意を受けて、今後中国向けにベネズエラ農産品

１４品目の輸出を拡大するとした。 

 

輸出拡大を目指す１４品目には、豚肉、牛肉、やぎ肉、

鶏肉、それらの加工品などが含まれるという。 

 

ベネズエラ国民が深刻な食料不足に悩まされているの

は説明不要。この状況で農産品輸出を拡大するのは流石

に無理と思われる。 

 

「現地メディア El Universal               

   従業員が賃金など労働環境改善を求める」              

 

現地メディア「El Universal」の労働者は待遇改善を求

めて抗議を起している。 

 

「全国報道労働組合（SNTP）」は声明文を公表。 

「El Universal の労働者は、賃金支払い改善を求めてい

る。多くの従業員が最低賃金以下で労働するなど違法な

状況が起きている。 

 

また、職場にはエアコンが無く、蚊が多く、時には水が

なく、ネットが落ちる、あるいはとても遅い。」 

と労働者の待遇改善を訴えた。 

 

以前の「El Universal」は「El Nacional」と並び野党系メ

ディアの代表格だったが、現在では与党側に配慮し、マ

ドゥロ政権への批判的な記事はあまり書かないメディ

アとなっている。 

以上 


