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（写真）フレディ・ゲバラ議員ツイッター “９月９日 ゲバラ議員 約３年ぶりにチリ大使公邸を出る” 

 

 

２０２０年９月９日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権の国民投票 １０月実施を想定 

～外国からの支援要請も質問に～」 

「フレディ・ゲバラ議員 チリ大使公邸から出る」 

経 済                     

「ロドリゲス副大統領 財務相を兼務 

～セルパ財務相はビセンテナリオ銀行頭取に～」 

「グアイド政権 PDVSA 総裁 辞任を表明」 

「野党国会 ８月のインフレ率は２５％」 

社 会                     

「アラグア州で洪水被害」 

２０２０年９月１０日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 医療分野の抗議行動を実施 

～Covid-１９下での呼びかけに非難の声も～」 

「カプリレス元知事ら 選挙参加を呼びかけ」 

経 済                    

「イラン産ガソリン アフリカ経由で輸送 

～カラカスでもガソリン行列～」 

「マドゥロ政権 AGA Gas 一時占拠」 

「経済自由度ランキング ベネズエラ最下位」 

社 会                     

「カラカス市場 Covid-１９下でも繁盛」 
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２０２０年９月９日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権の国民投票 １０月実施を想定      

      ～外国からの支援要請も質問に～」       

 

グアイド政権は、１２月の国会議員選の前に国民投票を

実施すると発表した（「ベネズエラ・トゥデイ No.495」

参照）。 

 

ただし、現時点では国民投票の実施日は確定しておらず、

どのような国民投票を行うか（質問内容）についても明

らかにされていない。 

 

本件について、グアイド政権の国会第１副議長を務めて

いるファン・パブロ・グアニパ議員（第一正義党（PJ）

所属）は、「TV Venezuela」の取材に応じ、国民投票は

１０月実施を想定していると述べた。 

 

「国民投票は１０月になると考えている。しかし、決定

はしていない。なぜなら、我々は選挙結果を確認する国

内外の組織に協力を得なければならないからだ。 

我々は選挙を可能な限り透明性の高いものにしようと

考えている。」 

 

また、グアイド議長は、国民投票の質問内容について、 

「優先順位として、最も優先されるのは緊急事態への対

応だ。次に独裁政権からの脱却となる。 

質問の中には、マドゥロ政権からの脱却のために外国か

らの支援を求めるかどうかも含めることになるだろう。」 

との見解を示した。 

 

他、投票手段について Covid-１９の拡大が懸念される

中、ネット経由での投票になるとの憶測もあるが、本件

についてグアイド議長は「２０１７年に実施したような

国民投票にするべきだ」との見解を示しており、会場で

の直接投票を想定しているとの見解を示した。 

「フレディ・ゲバラ議員 チリ大使公邸から出る」         

 

８月末、マドゥロ大統領は、野党政治犯１１０名に対し

て恩赦を与えると発表した。 

 

恩赦を受けた政治犯１１０名の中には、１７年１１月か

らチリ大使公邸にかくまわれていたフレディ・ゲバラ議

員（大衆意志党（VP）所属）も含まれていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.56」参照）。 

 

９月９日 ゲバラ議員は、２年１０カ月ぶりにチリ大使

公邸から出て、政治活動を再開すると述べた。 

 

なお、ゲバラ議員の解放はカプリレス元知事とマドゥロ

政権との協議を受けて実現したものではあるが、ゲバラ

議員は選挙に参加するべきとのカプリレス元知事のス

タンスを非難しており、「カプリレス氏は第２のヘンリ

ー・ファルコンになるだろう」と批判的なコメントをし

ている。 

 

 

（写真）TVV Noticias 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/562c27f602ca7fb3b80a7d698b044b67.pdf
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ゲバラ議員は１７年当時、国会の第１副議長を務めてい

た（当時の国会議長は、第一正義党のフリオ・ボルヘス

幹事長）。 

 

１７年は４月～７月にかけて大規模な反政府デモが連

日のように起きていた。また、１７年８月から米国によ

るマドゥロ政権への経済制裁が始まり、マドゥロ政権の

金融取引が阻害されるようになった。 

 

経 済                        

「ロドリゲス副大統領 財務相を兼務          

 ～セルパ財務相はビセンテナリオ銀行頭取に～」           

 

９月８日付官報４１，９６０号でデルシー・ロドリゲス

副大統領が財務相を兼務することが発表された。 

 

また、これまで財務相を務めていたシモン・セルパ財務

相は、主要な国営銀行の１つ「ビセンテナリオ銀行」の

頭取に就任した。 

 

なお、これまでビセンテナリオ銀行の頭取を務めていた

ミゲル・ペレス・アバッド氏は、２０年１２月の国会議

員選に出馬している。 

 

セルパ財務相は、在中国ベネズエラ代表大使を務めてい

るイバン・セルパ大使の息子。１７年１０月から財務相

を務めており、アイサミ経済担当副大統領に近い人物と

認識されている。 

 

２０年６月 マドゥロ政権のテスタフェロとしてカボ・

ベルデで拘束されたアレックス・サアブ氏の所在につい

て米国政府に情報を流したのはセルパ財務相ではない

かとの噂も流れていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」

参照）。 

 

 

 

財務相交代が発表された当日、シモン・セルパ氏は自身

のツイッターで、 

「３年間、経済構築のため私を財務相に任命してくれた

マドゥロ大統領に際限ない感謝の意を示す。」 

とマドゥロ大統領に感謝の言葉を投稿している。 

 

 

（写真）シモン・セルパ財務相 

 

「グアイド政権 PDVSA 総裁 辞任を表明」                  

 

ベネズエラのメディア「La Gran Aldea」は、グアイド

政権に PDVSA 総裁に任命されたルイス・パチェコ氏の

インタビュー記事を公開。 

 

パチェコ氏は同インタビューで、グアイド議長に辞表を

提出したと述べた。パチャコ 氏はグアイド政権の

PDVSA 総裁を１８カ月務めたことになる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
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「グアイド政権から私に PDVSA 総裁になるよう打診

を受けた時、ベネズエラの未来のために重要な役割だと

考え、これまでの職を止め、PDVSA 総裁に就任した。 

 

それらから１８カ月が経過し、変化が必要な時期に来て

いると感じている。従って、私は辞表を提出した。」 

と述べた。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ルイス・パチェコ PDVSA 総裁（グアイド政権）” 

 

「野党国会 ８月のインフレ率は２５％」         

 

９月９日 グアイド議長率いる野党国会の「経済財務委

員会」は、２０年８月のインフレ率を発表した。 

 

「経済財務委員会」によると、２０年８月のインフレ率

は先月比２５．０４％増。７月のインフレ率は５５．０

５％だったので、インフレ速度は減速したことなる。 

 

２０年１月～８月までの累積インフレ率は１，０７９．

６７％とした。 

 

また、１９年９月～２０年８月までの１２カ月のインフ

レ率は３，０７８％になる。 

 

 

 

 

また商品別のインフレ率について 

「食料品・飲料（アルコール含まない）」は２４．０１％ 

「アルコール類・タバコ」は２６．５１％ 

「皮革製品」は４３．２３％ 

「賃料」は２５．９１％ 

「家庭用品」は３．１５％ 

「医療品」は２８．１４％ 

「交通費」は２２．３８％ 

「通信」は０％ 

「サービス」は２６．０７％ 

「娯楽」は０％ 

「教育」は１．５２％ 

「レストラン・ホテル」は２７．０５％ 

「その他財・サービス」は４２．５１％ 

となっている。 

 

 

（写真）国会（グアイド政権） 
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社 会                        

「アラグア州で洪水被害」                

 

９月９日 アラグア州で大雨が発生。 

Girardot 市および Mario Briceño Iragorri 市で川「Rio 

de Limon（レモン川）」が氾濫し、洪水被害が出た。 

 

３３年前にもレモン川が氾濫して大きな被害が出たこ

とがあり、３３年ぶりの大被害と報じられている。 

 

アラグア州のマルコ・トーレス知事（軍部出身）は、警

察・軍部に対して被害状況の確認と対応を求めた。 

 

 
（写真）Rene Arturo 氏 

 

 

 

 

 

 
（写真）Mariela Magallanes 議員 

 

２０２０年９月１０日（木曜）              

政 治                       

「グアイド政権 医療分野の抗議行動を実施       

 ～Covid-１９下での呼びかけに非難の声も～」        

 

９月１０日 グアイド政権は、医療問題を訴える趣旨で

全国的な抗議行動を実施した。 

 

同抗議行動は９月７日に呼びかけられたもので、Covid-

１９で野党が抗議行動を自粛してから初めての抗議行

動となる。 

 

しかし、まだ抗議行動は時期ではないと考えている人が

多い印象で、今回の呼びかけについて批判的な意見を述

べる人が多い。 

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のホルヘ・ロイ元

代表は、 

「ベネズエラはまだ抗議行動を行う状況にはない。感染

の懸念がある。今の時期に動員を呼びかけるのは馬鹿げ

ている」 

との見解を示した。 
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また、当日の写真を見る限り動員数も伸び悩んだようだ。 

当日の写真はいくつか公開されているが、どの写真も大

動員とは言えない人数。 

 

以下は筆者が確認した当日写真の中でも動員人数が多

い写真。 

 

 

 

 

 

 

 

カラカスでは抗議行動に加えて、集会を実施。 

グアイド議長は演説を実施。Covid-１９により亡くなっ

た医師らを悼むとともに、医療サービスを提供する医療

関係者らをねぎらった。 

 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「カプリレス元知事ら 選挙参加を呼びかけ」           

 

グアイド政権が選挙不参加を訴える一方で、カプリレス

元ミランダ州知事（PJ）、スターリン・ゴンサレス議員

（UNT）は、選挙参加を呼び掛けている。 

 

スターリン・ゴンサレス議員は、「Bloomberg」の取材に

対して、「我々は欧州連合に対して選挙監視団の派遣を

要請している。 
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政治家は自由選挙を勝ち取るために戦うべきで、もう少

しのところまで来ている。 

 

欧州連合に加えて中国、ロシア、米国とも連絡を取って

おり、彼らはベネズエラの問題の解決を支援したいとの

意志を示している。 

 

我々のメッセージは、マドゥロ政権やメディアを介して

ではなく、直接聞いてほしい。」 

と述べた。 

 

また、カプリレス元知事は「グアイド議長が呼びかけて

いた政権交代のシナリオは消耗した」との見解を示して

おり、ベネズエラを安定させるためには新たな方針が必

要だとの見解を示した。 

 

他、グアイド政権が呼びかけた国民投票について 

「国民投票の実施は尊重する。彼らの試みを非難するつ

もりはない。しかし、過去に実施したことがある。 

国民投票が実施された２週間後には制憲議会が発足し

た。しかし、政権の圧力で国民は動かなかった。」 

と述べた。 

 

経 済                       

「イラン産ガソリン アフリカ経由で輸送        

       ～カラカスでもガソリン行列～」            

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.495」で、イランのガ

ソリンを積んだタンカー３隻がベネズエラに向かって

いる可能性があるとの記事を紹介した。 

 

９月１０日 「Tanker Trackers」は、これらのタンカー

が米国による制裁の影響を緩和するためアフリカ経由

でベネズエラに向かっていると報じた。 

 

 

 

同社によるとガソリンを積んだタンカーの１つ「Forest」

（３０万バレルを積載）は、現在南アフリカ近海を運航

しているという。 

 

３隻のタンカーが積んでいるガソリンは約８２万バレ

ルだという。 

 

正確な情報は存在しないが、現在ベネズエラでは１日当

たり３万バレル程度のガソリンが消費されていると報

じられており、８２万バレルあればベネズエラ国内の製

油所で精製されるガソリンを除いても１カ月程度はも

つことになるだろう。 

 

以下の写真は、９月１０日のカラカスの写真。 

車とバイクの行列はガソリン給油のためにできたもの

のようだ。 

 

 

（写真）Foro Comunitario 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
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「マドゥロ政権 AGA Gas 一時占拠」         

 

９月１０日 「ロイター通信」は、精製に必要となるニ

トロゲン（窒素）の供給を継続するためマドゥロ政権が

「AGA Gas」の一時的占拠を決定したと報じた。 

 

「一時的占拠」は「接収」とは定義が異なる。 

 

「接収」は、政府が強制的に所有権も含めて施設を没収

する行為。 

 

対して、「一時的占拠」は、所有権は引き続き会社に残

っているが、一時的に政府が施設を使用する行為。 

 

「AGA Gas」の工場の一時占拠を決定した官報では１８

０日間、一時占拠を行うと書かれている。 

 

８月末 カルドン製油所はニトロゲンの不足を理由に

稼働が停止した。しかし、ニトロゲンを供給する「AGA 

Gas」は PDVSA の不払いを理由に工場の稼働を停止さ

せており、今回の措置が講じられたという。 

 

「経済自由度ランキング ベネズエラ最下位」         

 

９月１０日 カナダの調査会社「Fraser Institute」は、

世界の経済自由度ランキングを発表。 

 

最新の調査結果ではあるが２０１８年の実績をベース

にしたものになる。 

 

「Fraser Institute」によると、ベネズエラは調査対象と

なった１６２カ国中１６２位で最下位となった。 

 

経済自由度ランキングは、「政府のサイズ」「法的システ

ムと所有権」「通貨の健全性」「国際取引の自由度」「規

制」の５項目で評価される。 

 

最も順位が高かったのは「香港」で１０点満点中８．９

４ポイント。２位がシンガポール（８．６５ポイント） 

３位がニュージーランド（８．５３ポイント） 

４位がスイス（８．４３ポイント） 

５位がオーストラリア（８．２３ポイント） 

と続く。 

 

日本は２０位で、総合

点は７．８８ポイント。 

 

「政府のサイズ」は５．

８５ポイント。 

「法的システムと所

有権」は７．３４ポイ

ント。 

「通貨の健全性」は９．

５１ポイント。 

「国際取引の自由度」

は８．３ポイント。 

「規制」は８．４ポイ

ントとなっている。 

 

ベネズエラは１６２位

で、総合点は３．３４ポ

イント。 

 

「政府のサイズ」は４．

３１ポイント。 

「法的システムと所有

権」は２．７６ポイント。 

「通貨の健全性」は０．

６９ポイント。 

「国際取引の自由度」

は６．４２ポイント。 

「規制」は２．５２ポイ

ントとなっている。 
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社 会                       

「カラカス市場 Covid-１９下でも繁盛」            

 

Covid-１９感染拡大を防ぐため、マドゥロ政権は１週間

ごとに「厳格な隔離措置」と「隔離措置の緩和」を繰り

返しており、今週は隔離緩和の週に当たる。 

 

外出可能な週のため、カラカスの大衆市場「El Coche」

には大勢の人が集まっているとして「El Coche」の様子

がツイッターなどで投稿されている。 

 

ツイッターでは「人々は Covid-１９に感染するよりも

餓死で亡くなることを恐れている」と投稿されている。 

 

 

 

（写真）Sergovia Bastidas 記者 

“大衆市場「El Coche」の様子” 

 

 

なお、９月１０日には新たに１，０７２名の Covid-１９

感染者が確認されており、これまでに５７，８２３名の

感染確認者が出ており、死者は４６０名となっている。 

 

以上 

 


