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（写真）グアイド議長ツイッター “７月２４日 グアイド政権 San Salvador プロトコル批准” 

 

 

２０２０年７月２４日（金曜） 

 

政 治                     

「ノルウェー政府関係者 ベネズエラ訪問 

～野党支持者に対話再開の懸念広がる～」 

「グアイド政権 San Salvador プロトコル批准」 

「CNE 役員代行 州知事選で票操作あった」 

「ポリエドロ Covid-１９対策施設に変更」 

経 済                     

「中央銀行 英国裁判所の決定上告の権利得る？」 

社 会                     

「７月２４日はシモン・ボリバル生誕記念日」 

「インターネット普及率は全国平均３４％」 

2020 年 7 月 25～26 日（土・日） 

 

政 治                    

「７月２７日以降６つの州は厳戒令 

～カラカス首都区感染者 スリア州を越える～」 

「グアイド政権 OPS、赤十字らに資金供与」 

経 済                    

「米国 ディーゼル燃料取引にも制裁を検討」 

「為替レートが高騰 

～理由はガソリンのドル建て販売？～」 

「補助金ガソリン給油枠 家族内で共有可能に」 

社 会                     

「台風ゴンサロ カラボボ州で床上浸水」 
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２０２０年７月２４日（金曜）             

政 治                       

「ノルウェー政府関係者 ベネズエラ訪問       

  ～野党支持者より対話再開の懸念広がる～」       

 

７月２４日 １９年に与野党協議を仲介したノルウェ

ーの外交官 Dag Halvor Nylander 氏がベネズエラへ訪問

すると報じられた。 

 

同日、グアイド政権は Nylander 氏のベネズエラ訪問が

事実であると発表。数時間後に Nylander 氏と面談をし、

ベネズエラの人道危機状況について意見交換を行うと

説明した。 

 

Nylander 氏のベネズエラ訪問を受けて、与野党協議が

再開するのではないかとの懸念が報じられている。 

 

この点について、グアイド議長は協議再開の可能性を否

定。 

 

「ノルウェー政府には、自由で平等な選挙を実施する前

提がなければ協議を行う意思は無いとの方針を重ねて

伝える。非合法の「選挙管理委員会（CNE）」が実施す

る選挙は不正である。」 

と回答した。 

 

１９年５月の Datanalisis 世論調査によると、対話を通

じた与野党合意による問題解決を志向する回答は多数

派ではあるが、メディアは協議再開に強い拒否感を示し

ている。 

 

対話を拒絶するのは２～３割の野党支持者で、国全体で

見れば少数派ではあるが、メディアを掌握しているのは

野党系の人物であり、彼らの意見がメディアに反映され

やすい構造になっていると思われる。 

 

「グアイド政権 San Salvador プロトコル批准」         

 

７月２４日 グアイド政権は、「米州機構（OAS）」に対

して「San Salvador プロトコル」への批准を正式に申請

した。 

 

「San Salvador プロトコル」の正式名称は、「米州人権・

経済権・社会・文化権条約追加プロトコル」。 

 

人権・経済権・社会・文化など多岐にわたる分野で米州

各国政府の行動規範を定めたもの。同プロトコルに批准

した国は、同行動規範に準じた政権運営を行う義務が生

じる。 

 

ベネズエラは、８９年に同プロトコルの批准に合意して

いたが、国内での手続きが進まず、ベネズエラ国内で正

式に同プロトコルが承認され、官報に公布されたのは０

５年５月だった（０５年当時の国会議長はマドゥロ大統

領）。 

 

その後、「米州機構（OAS）」に対して、同プロトコル批

准を正式に申請することで、ベネズエラが正式に「San 

Salvador プロトコル」に批准したことになるが、故チャ

ベス政権、マドゥロ政権下で米州機構との対立が先鋭化。 

 

故チャベス政権は、「San Salvador プロトコルは、米国

政府が米州各国の自国主権を制限するためのツールで

ある」として、OAS への提出を拒否。 

 

米州機構に正式な申請がないまま現在に至っていた。 

 

しかし、グアイド政権が米州機構ベネズエラ代表の権利

を得たことで、今回の批准に至った。 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２０年７月２４日～７月２６日報道            No.４７６   ２０２０年７月２７日（月曜） 

3 / 7 

 

「CNE 役員代行 州知事選で票操作あった」                  

 

６月に最高裁に CNE 役員代理として任命されたファ

ン・カルロス・デルフィノ氏（下写真、右の人物）は、

ウラディミール・ビジェガス氏（左）のインタビュー番

組に電話出演。 

 

１７年１０月に行われた州知事選について票操作があ

ったとの見解を示した。 

 

「ボリバル州の選挙はアンドレス・ベラスケス氏が当選

していた。彼が州知事になると発表するはずだった。 

 

しかし、アンドレス・ベラスケス氏の制憲議会に対する

発言が理由で結果が変わった。この選挙は不正が行われ

たことが確認されている。」 

と述べた。 

 

また、今回の選挙は自分が役員代行として選挙を見届け

るため、そのような不正は容認しないと発言している。 

 

 
（写真）VLADIMIR 

 

 

 

 

 

 

「ポリエドロ Covid-１９対策施設に変更」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.473」で、カラカスの大型

イベント施設「ポリエドロ・デ・カラカス」を Covid-１

９収容施設として利用することが検討されているとの

記事を紹介した。 

 

７月２４日 Covid-１９収容施設として以下のような

簡易施設が出来た。この施設は、「ポリエドロ・デ・カ

ラカス病院」と名付けられるようだ。 

 

同施設には、３００の簡易な診療スペースがあり、医師

らが検査・治療に当たるとしているが、ベットや医師な

どは現時点では確認できていない。 

 

 

（写真）@Jesus Armas（第一正義党（PJ）党員） 

 

経 済                        

「中央銀行 英国裁判所の決定上告の権利得る？」           

 

７月２日 英国裁判所は、ベネズエラ政府が英国銀行に

保管している GOLD の裁量権について、「グアイド政

権側に裁量権がある」との決定を下した（「ベネズエラ・

トゥデイ No.466」参照）。 

 

本件について、「ロイター通信」は、マドゥロ政権側の

弁護を務める Sarosh Zaiwalla 氏から入手した情報とし

て「マドゥロ政権側が上告する権利を得た」と報じた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fcd72c107a9910cf85647d0b2b5752df.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6913e542eb6f8a782183a208915f2edd.pdf
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しかし、グアイド政権側で会計監査総長を務めていたホ

セ・イグナシオ・エルナンデス氏は、記事を否定してい

る。 

 

社 会                        

「７月２４日はシモン・ボリバル生誕記念日」           

 

７月２４日は、ベネズエラ人革命家「シモン・ボリバル」

の生誕記念日で国民の祝日だった（１７８３年７月２４

日生、２３７年目）。 

 

シモン・ボリバルは、スペインの支配からラテンアメリ

カを解放するために生涯を捧げた人物として「解放者

（リベルタドール）」とも呼ばれる。 

 

一時、ベネズエラ・コロンビア・パナマ、エクアドルを

合わせた地域「大コロンビア」を統一。 

 

大コロンビア初代大統領に就任した（１８１９年１２月

～１８３０年５月）。 

 

 

（写真）@Nelson Bocaranda“シモン・ボリバル肖像画” 

 

 

なお、現在マドゥロ政権は同日を記念して「祖国カード」

保有者に対して現金補助金を支給している。 

 

マドゥロ政権から支給額について正式なアナウンスは

無いが、報道では BsS.１００万との情報が流れている。 

 

現在の為替レートは１ドル約 BsS.２５万なので、約５

ドルということになる。 

 

「インターネット普及率は全国平均３４％」         

 

「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」が１０つの

主要都市（カラカス、バレンシア、プントフィホ、マラ

カイボ、バリナス、サンクリストバル、シウダボリバル、

バルセロナ、ポルラマル、バルキシメト）で行った調査

によると、インターネットにアクセスできる環境にある

ベネズエラ人は全体の３４％しかおらず、約３分２の国

民はインターネットに十分にアクセスできる状況にな

いという。 

 

インターネットへのアクセスは地域によって異なる。 

 

最もインターネットアクセス度が高いのは、 

タチラ州の州都サンクリストバル（５８．３％）。 

次いで、カラカスが４５．４％。 

ララ州の州都バルキシメトが３４．５％となった。 

 

また、アクセスが困難な地域は、 

スリア州の州都マラカイボで１７．６％。 

次いで、ファルコン州のプントフィホ（２４．９％）、

ボリバル州の州都シウダボリバル（２６．８％）と続く。 
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２０２０年７月２５～２６日（土曜・日曜）              

政 治                        

「７月２７日以降６つの州は厳戒令           

 ～カラカス首都区感染者 スリア州を越える～」        

 

７月２６日 マドゥロ大統領は、７月２７日の週（７月

２７日～８月１日）の Covid-１９隔離プランの内容を

発表した。 

 

隔離プランの内容は、基本的に「ベネズエラ・トゥデイ

No.470」で施行した内容と同じ。 

 

レベル１の地域は、報道および生活に不可欠な業種以外

の活動を禁止。 

 

レベル２の地域は、レベル１の業種に加えて、銀行、診

療所、建設業など一部の業種のみ営業が可能。 

 

レベル３は、レベル２で許可された業種に加えて、屋外

映画館、獣医、洗濯屋など営業可能な業種がさらに広が

るという内容。 

 

レベル１に該当する地域は、 

カラカス首都区、ミランダ州、スリア州、スクレ州、ボ

リバル州、ラグアイラ州、タチラ州の１首都および６州。 

 

レベル２に該当する地域は 

アンソアテギ州、アラグア州、ファルコン州、ララ州、

ヌエバエスパルタ州、ヤラクイ州、カラボボ州、モナガ

ス州、メリダ州。 

 

レベル３に該当する地域は 

ポルトゥゲサ州、グアリコ州、バリナス州、アマゾナス

州、デルタアマクロ州、トゥルヒージョ州、コヘーデス

州、アプレ州となった。 

 

 

「グアイド政権 OPS、赤十字らに資金供与」           

 

７月２５日 グアイド議長は、Covid-１９に対応するた

め「米州保険機構（OPS）」と「国際赤十字」に資金を

拠出すると発表した。 

 

金額は、OPS に対して１，３００万ドル。 

 

１，０００万ドルは米国にあるベネズエラ政府の凍結口

座から支出。３００万ドルはスペイン銀行にあるベネズ

エラ政府の口座から支出する。 

 

また、赤十字に対しては４００万ドルが拠出される（ど

の口座から支出されるのかは明らかにされていない）。 

 

これらの供与に加えて、国営病院の医療従事者へ月１０

０ドル（３カ月）を支給するプログラム「Heroes de la 

Salud」のため３００万ドルを支出すると説明した。 

 

経 済                       

「米国 ディーゼル燃料取引にも制裁を検討」            

 

エネルギー専門メディア「Argus Media」は、米国政府

がベネズエラとのディーゼル燃料の取引についても制

裁対象にする可能性について検討していると報じた。 

 

現在、スペインの「Repsol」、イタリアの「Eni」、インド

の「Reliance」らが、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いる。 

 

現在、これらの会社は OFAC の許可を得て、取引を行

っているが、許可を停止すれば継続は困難になる。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aeff7844d9cc8b5dcb74594f82fc5b6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aeff7844d9cc8b5dcb74594f82fc5b6.pdf
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ベネズエラは、農業・水ボンベ・公共交通など様々な基

礎活動でディーゼル燃料を必要としている。PDVSA の

製油所はほぼ稼働を停止しており、国内の製油所だけで

はディーゼル燃料の需要を賄うことが出来ない。 

 

国内のガソリン不足感は確実に悪化している。 

 

７月２５日には、ガソリン不足を理由にアンソアテギ州

で抗議行動が起き、軍人が発砲。死者が１名、多数の負

傷者が出た（発砲した軍人は拘束されている）。 

 

ディーゼル燃料まで枯渇すれば、ベネズエラの状況は更

に悪化するだろう。 

 

 

 

 

「為替レートが高騰                  

    ～理由はガソリンのドル建て販売？～」         

 

この２カ月ほど、ベネズエラの為替レートは、政府が公

表する「両替テーブル」と政府がコントロールしていな

い「並行レート」ともに１ドル BsS.２万前後を維持して

いた。しかし、７月に入り為替レートが高騰している。 

 

現地経済コンサルタント会社「Aristimuño Herrera & 

Asociados」のセサル・アリストムニョ氏は、為替レート

高騰の理由は、外貨建てのガソリン支払いにあると述べ

た。 

同氏によると、ガソリン給油のためにドルが必要になっ

たことで外貨需要が高まり、為替レートが変動したとし

ている。 
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グラフ： 並行レートの推移（２０年６月１日～７月２２日）

（出所）Dolar Today
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「補助金ガソリン給油枠 家族内で共有可能に」         

 

現在、ベネズエラは祖国カード保有者については、ガソ

リンを補助金価格で給油することが可能となっている。 

 

ただし、１カ月の給油量に制限があり、自動車の場合は

１カ月当たり１２０リットル。バイクの場合は、１カ月

当たり６０リットルとなっている（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.452」参照）。 

 

この給油量の上限について、家族間で給油量を共有でき

るようになったようだ。 

 

「祖国カード」のプラットフォーム「パトリア・システ

ム」で申請をすることで、家族間で給油上限を共有でき

るようになるという。 

 

なお、ベネズエラでは正式に婚姻届けを出さず、事実婚

をしている夫婦が多い。 

 

ガソリン給油量を共有できるのは、婚姻届けを提出して

おり、正式に婚姻関係にある家庭のみ申請が出来るとい

う。 

 

社 会                       

「台風ゴンサロ カラボボ州で床上浸水」            

 

７月２５日 ベネズエラに台風ゴンサロが接近した。 

 

最終的に台風はベネズエラに直撃することなく、カリブ

海に移動したが、ベネズエラでも一定の被害が出ている。 

 

カラボボ州プエルト・カベジョの一部地域では床上浸水

の被害がでた。 

 

 

 

 

 
（写真）Maduradas 

 

 

 

 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d59bba68e17c0c2cbb4d16e4c0ce2f50.pdf

