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（写真）グアイド議長ツイッター “グアイド議長 １１月１６日の抗議行動参加を呼びかけ” 

 

 

２０１９年１１月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「１６日の抗議行動 ボリビアの再現なるか 

～国家警察、CICPC 職員が抗議行動を支持～」 

「穏健野党 Cambiemos 党員の除名を発表」 

「在ペルー大使館 PETRO 建ての料金徴収」 

「カルバハル元政権議員 スペイン司法から逃亡」 

経 済                     

「PETRO 建てクレジットカードを発行」 

社 会                     

「世論調査 最も深刻な問題はインフレ」 

「FAO ベネズエラの貧困悪化を確認」 

２０１９年１１月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「国会 選挙検討委員会１１名出そろう」 

「モラレス前大統領 メキシコ到着 

～辞任を強要されたと説明～」 

経 済                    

「国会 マドゥロ政権との資源開発協定は無効」 

「国営メディア CITGO の恣意的支払いを非難」 

「並行レート再び高騰 １ドル BsS.３万超 

～中銀 金融機関に現金ユーロを供給～」 

社 会                     

「電話回線を故障させ修理するグループが逮捕」 
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２０１９年１１月１１日（月曜）             

政 治                       

「１６日の抗議行動 ボリビアの再現なるか       

 ～国家警察、CICPC 職員が抗議行動を支持～」       

 

１カ月ほど前からグアイド議長は１１月１６日に大規

模な抗議行動を実施すると呼びかけている。 

 

１１月１１日 グアイド議長は国家警察、軍部に対して

マドゥロ政権に反旗を翻し憲法規定を守らせるよう求

めた。 

 

また、先週ボリビアで起きたモラレス前大統領の辞任に

ついて触れ、 

「ボリビアでは軍部、警察の協力によりモラレスは辞任

した」 

とボリビアの事例に続くよう軍部らに呼び掛けた。 

 

この呼びかけに呼応した形で１１月１２日に国家警察

（PNB）のウィリアムス・ゴンサレス氏が自身のツイッ

ターのアカウントで犯罪科学捜査班（CICPC）の服を着

た人物とともにビデオ・メッセージを投稿。 

「ベネズエラの自由のために立ち上がろう」 

と反政府デモへの参加を呼びかけた。 

 

なお、彼のアカウントを確認する限り、彼自身は以前か

らマドゥロ政権を批判する投稿を続けている。 

 

現役の国家警察の職員が、これだけ批判的なメッセージ

を投稿し続けられることに疑問を感じる。 

 

もしかしたらゴンサレス氏は PNB の元職員なのかもし

れない。現役の警察官ではなく元警察官の声明だとすれ

ば、PNB が水面下で動いていると期待しにくいのが正

直なところだ。 

 

いずれにせよ、ボリビアの大統領辞任は野党にとって支

持者を奮い立たせる一件になっている。 

 

筆者としては、今一つ国民の盛り上がりを感じないが、

１１月１６日の抗議行動は想像よりも大きな規模にな

るのかもしれない。 

 

 

（写真）ウィリアムス・ゴンサレス氏ツイッター 

 

なお、１１月１６日の反政府デモ行進ルートは次ページ

の写真の通り。 

 

最終目的地はチャカイートの「Plaza Jose Marti」。 

 

出 発 地 は 「 Unicentro El Marques 」「 Altamira 」

「Distrubuidor Santa Fe」「Av Pral Bello Monte」の４地

点。 

 

出発地点の１つ、「Altamira」は、日本人が多く駐在して

いた地域で日本企業の事務所が多い地域。 

治安維持部隊との衝突が起きやすい場所でもあり、治安

の悪化が懸念される。 
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（写真）国会ツイッターより抜粋 

 

「穏健野党 Cambiemos 党員の除名を発表」         

 

１１月１１日 第一正義党（PJ）のホセ・ゲラ議員は、

マドゥロ政権が野党議員を買収しようとしていると非

難。 

 

「既に「Cambiemos」の議員２名の買収に成功した。」

と投稿した。 

 

「Cambiemos」は、マドゥロ政権と合意した穏健野党の

リーダーを務めているティモテオ・サンブラーノ議員が

党首を務める政党。 

 

この発表から数時間して、ティモテオ・サンブラーノ議

員は、アントニオ・エスパーニャ議員とアドルフォ・ス

ペラノ議員を除名すると発表した。 

 

理由は、マドゥロ政権から賄賂を受け取り政党の方針を

歪めようとしたためとしている。 

 

サンブラーノ議員はテレビ番組に出演し、今回の一件に

ついて 

「Cambiemos は、国会議員として活動する要件として

倫理を最重要視する方針を改めて確認する。国会議員は

国民を第一に考える人でなければいけない。 

 

アントニオ・エスパーニャ議員とアドルフォ・スペラノ

議員は献金を受け取り政党の方針を歪めようとしたと

思われる。」と説明した。 

 

なお、この発表の翌日１２日にエスパーニャ議員は自身

の見解を表明。 

 

「グアイド政権は、国民間の対立を煽りすぎた。我々は

現状を克服できる。野党の議員が全て善良な議員ではな

いのと同様に、与党の議員も全員が悪者ではない。」 

と釈明した。 

 

「在ペルー大使館 PETRO 建ての料金徴収」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.367」で、マドゥロ大統領

がデジタル通貨「PETRO」に関する政策をいくつか発

表した記事を紹介した。 

 

その中で、在外公館の手続きの料金を PETRO で受け取

るようにすると発表していた。 

 

この発表を受けて在ペルー・ベネズエラ大使館は、１１

月１２日からアポスティーユ認証（当該国の正式な書類

であると外務省が証明する行為）の発行手数料を

PETRO 建てで徴収すると発表した。 

 

現在、アポスティーユの発行手数料は１書類０．０８６

１５９３６PETRO だという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/029d9ae499ec147306ac600519fc73d4.pdf
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PETRO の公式サイトによると、０．０８６１５９３６

PETRO は５．１３ドルとなる。なお、１PETRO は５

９．５４ドルとなっている。 

 

 

（写真）PETRO 公式サイトより抜粋 

 

「カルバハル元政権議員 スペイン司法から逃亡」         

 

１１月１１日 スペイン警察が、チャベス政権時代から

の与党高官で１９年２月にマドゥロ政権に反旗を翻し

たウゴ・カルバハル元制憲議員の所在を探していると報

じられた。 

 

カルバハル元政権議員はマドゥロ政権から離反した後、

スペインに逃亡していた。カルバハル氏は、マドゥロ政

権の麻薬取引について情報を知る人物として重要視さ

れており、１９年４月にスペイン警察に逮捕されていた。 

 

米国政府は、麻薬取引について情報を聞き出すため、ス

ペイン政府にカルバハル元制憲議員の引き渡しを求め

た。 

 

しかし、スペイン国会は「米国政府は政治的な理由で引

き渡しを要請している」として、米国の要請を拒否。 

 

カルバハル氏は一時的に解放されていた。 

しかし、スペイン検察庁がこの決定の見直しを求め、最

終的に司法当局がカルバハル元制憲議員の米国への引

き渡しを決定した。 

 

この決定後、カルバハル議員が姿をくらましたという。 

 

カルバハル氏は 

「私は米国の司法制度を信頼していない。米国は私に自

身を擁護する権利を一切与えないだろう。また、私の潔

白を証明する資料を意図的に公開しない。米国はそうい

う国だ。」 

と訴えていた。 

 

経 済                        

「PETRO 建てクレジットカードを発行」           

 

１１月１１日  マドゥロ大統領は、デジタル通貨

PETRO 建てで買い物ができるカードを発行したと発

表。 

 

このクレジットカードは、「Veleven」という会社に加盟

した店舗で使用できるようだ。 

 

全国２７，９００の店舗で使用できるようになると発表。

近いうちに更に２７，０００店舗で使用できるようにな

ると説明した。 
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（写真）Bancaynegocios 

“「Veleven」のクレジットカード（サンプル）” 

 

社 会                        

「世論調査 最も深刻な問題はインフレ」           

 

世論調査会社「Consultores２１」は、現在の生活につい

てアンケート調査を行った（実施時期は９月１２～３０

日、２，０００人対象）。 

 

質問は「ベネズエラの最も深刻な問題は何か？」と 

「あなた自身にとって最も困難なことは何か？」という

質問。 

 

「ベネズエラの最も深刻な問題は何か？」との質問で最

も多かった回答は、インフレで２３％。 

 

「あなた自身にとって最も困難なことは何か？」の質問

もインフレで４３％と「インフレ」という回答が圧倒的

多数を示した。 

 

「ベネズエラの最も深刻な問題は何か？」について２番

目に多かった回答はマドゥロ政権で１６％。 

 

「あなた自身にとって最も困難なことは何か？」の質問

について２番目に多かった回答は、経済危機で１０％だ

った。 

 

 

「ベネズエラの最も深刻な問題は何か？」の３番目は、

治安で９％。 

 

「あなた自身にとって最も困難なことは何か？」の質問

で３番目に多かったのは、食料不足で９％となった。 

 

以下は、「ベネズエラの最も深刻な問題は何か？」の上

位１２項目。 

 

上から「インフレ」「マドゥロ政権」「治安」「経済危機」

「汚職」「野党」「食料不足」「経済危機」「医薬品不足」

「公共サービス」「電力」「貧困」と続く。 

 

 

 

「あなた自身にとって最も困難なことは何か？」の質問

の結果は次ページのグラフの通り。 
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上から順に 

「インフレ」「経済危機」「食料不足」「医薬品不足」「停

電」「空腹・栄養不足」「水の使用制限」「失業」「治安」

「公共交通サービス」「住居」「現金不足」「ガソリン不

足」と続いた。 

 

１９年に入り１８年当時よりもインフレ速度は落ちた

が今でも月２０～５０％程度のインフレが起きている。 

 

 

（写真）Venepress より抜粋 

 

 

 

 

 

「FAO ベネズエラの貧困増加を確認」                  

 

国連の食糧農業機関（FAO）は、ラテンアメリカ地域の

食生活状況についてレポートを公表。 

 

ベネズエラは「栄養不足」に該当する人の増加が最も大

きかった国だと報じた。 

 

現地メディア「El Estimulo」によると、FAO が前回公

表した報告書（２０１３年～１５年度報告）では、ベネ

ズエラで「栄養不足」に該当する国民は２９０万人だっ

たが、今回の報告書（２０１６年～１８年度報告）では

６８０万人に増加したという。 

 

ベネズエラの人口は約３，０００万人と言われているの

で２２．７％が「栄養不足」に該当することになる。 

 

なお、ラテンアメリカ地域で最も「栄養不足」に該当す

る国民が多かったのはハイチで４９．３％。 

 

逆にラテンアメリカ地域で「栄養不足」が少なかったの

は、ブラジル、キューバ、ウルグアイ。 

この３カ国は栄養不足に該当する国民が２．５％以下だ

ったという。 

 

キューバの栄養不足が少ないというのは、個人的には意

外な気がする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０１９年１１月１１日～１１月１２日報道         No.３６９   ２０１９年１１月１３日（水曜） 

7 / 9 

 

２０１９年１１月１２日（火曜）              

政 治                        

「国会 CNE 役員検討委員会１１名出そろう」         

 

１１月１２日 国会は、選挙管理委員会（CNE）役員の

検討委員会のメンバー選定について議論を行った。 

 

同委員会は１１名の議員で構成されるが、これまで決定

していたのは９名だった（「ベネズエラ・トゥデイ

No.367」参照）。 

 

新たに同委員会に入ったのは第一正義党（PJ）のグレゴ

リオ・グラテロール議員、社会主義統一党（PSUV）の

ヘスス・チャベス議員の２名。 

 

これで CNE 役員検討委員会のメンバーが正式に決定し

たことになる。 

 

今後、同委員会は CNE 役員の任命プロセスに入る。 

 

まずは、市民団体と協議の上、市民団体の代表者１０名

を選定。 

 

CNE 役員検討委員会の１１名と市民団体で選ばれた１

０名の２１名で合同委員会を組織。 

 

CNE 役員の候補者を決定し、国会で最終議論される運

びとなる。 

 

現在の予定では１２月中には新たな CNE 役員が決まる

ことになっている。 

 

 

 

 

 

 

「モラレス前大統領 メキシコ到着              

        ～辞任を強要されたと説明～」           

 

１１月１０日 大統領辞任を表明したボリビアのモラ

レス前大統領は、最終的にメキシコへの亡命を決定した。 

 

今回の亡命には、先月アルゼンチン大統領選で当選した

アルベルト・フェルナンデス氏の仲介があったようだ。 

 

１１月１２日 モラレス前大統領はメキシコに到着。 

 

自分自身、および他の大臣、国会議員、市長、知事など

民主的な手段で選ばれた公職者らは、違法な圧力により

辞任を強要されたと訴え、自身は引き続き政界に留まる

姿勢を示した。 

 

メキシコのオブラドール大統領はモラレス前大統領に

ついて、「亡命者」として扱うと説明している。 

 

 

（写真）モラレス前大統領ツイッターより抜粋 

“メキシコに到着するモラレス前大統領” 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/029d9ae499ec147306ac600519fc73d4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/029d9ae499ec147306ac600519fc73d4.pdf
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経 済                       

「国会 マドゥロ政権との資源開発協定は無効」            

 

１１月１２日 国会は、マドゥロ政権との資源開発協定

は無効との決定を承認した。 

 

グアイド議長は 

「２０１９年１月１０日以降、マドゥロ政権はベネズエ

ラの公権力と認識されていない。従って、マドゥロ政権

と交わした資源開発協定は無効である。」 

と宣言した。 

 

また、 

「これまでに２００トン、金額にして９６億ドル相当の

GOLD がマドゥロ政権により違法に売却された。」 

とマドゥロ政権による GOLD 売却を訴えた。 

 

「国営メディア CITGO の恣意的支払いを非難」         

 

ベネズエラ国営放送局（AVN）は、PDVSA の米国子会

社 CITGO が、米国政府に近いエネルギー企業に対して

債務返済として８．５億ドルを支払ったと報道。 

 

ベネズエラ国民に還元されるはずの資金が米国政府に

収奪されていると非難した。 

 

AVN は本件について PDVSA からの情報としており、

具体的な企業名は明らかにされていない。 

 

AVN によると、米国のエネルギー企業への返済額は８．

５億ドルとしている。 

 

 

 

 

 

 

「並行レート再び高騰 １ドル BsS.３万超          

    ～中銀 金融機関に現金ユーロを供給～」              

 

並行レートの上昇は、一時鎮静化したかに見えたが、再

び上昇を始めた（鎮静化した時の記事は「ベネズエラ・

トゥデイ No.364」参照）。 

 

１０月２９日時点で並行レート参考サイト「Dolar 

Today」は１ドル BsS.２５，９０４を示していたが、１

１月１３日時点では１ドル BsS.３１，８６３．９２まで

上昇している。 

 

これを受けて、並行レートの上昇を抑えるため中央銀行

は再び金融機関に両替用の現金ユーロを供給するよう

だ。 

 

現地経済系メディア「Bancaynegocios」は、１１月１３

日～１４日にかけて中央銀行が１，２００万ユーロを供

給すると報じている。 

 

１０月末にも同様の対応を取り並行レートは鎮静化し

た。 

とは言え、今回は１０月に実施された最低賃金の上昇、

クリスマス前のボーナス期でボリバルの流通が増えて

いる状況下で並行レートの上昇を完全に止めることは

難しそうだ。 

 

 

（写真）Dolar Today 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/feeb377ae623cfe6925097949c82ca8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/feeb377ae623cfe6925097949c82ca8d.pdf
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社 会                       

「電話回線を故障させ修理するグループが逮捕」            

 

１１月１２日 アンソアテギ州の「El Tigure」で、

CANTV の電話回線を意図的に故障させ、修理をするこ

とで外貨を受け取っていたグループが逮捕された。 

 

犯罪科学捜査班（CICPC）のダグラス・リコ局長は、犯

行グループは、周囲の電話回線を切断し、巡回修理サー

ビス業者として電話回線が壊れた家の電話を直してい

たと説明した。 

 

停電、メンテナンス不足などでベネズエラでは何かと家

電や電子機器が故障するが、中にはこういった意図的な

故障もあるのかもしれない。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

以上 

 


